
［正题名］本居宣長全集 

［第一责任人］本居宣長［著］ 

［译者］村岡典嗣編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1942.12 

［知识责任］本居宣長 [著] 

［知识责任］村岡典嗣 編 

 

 

［正题名］大岡越前守忠相 

［第一责任人］大石慎三郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-891 

［附注内容］親書誌シリーズ番号:D-107(第 5 刷,1992.9) 

［知识责任］大石慎三郎 著 

 

 

［正题名］古代文化の探究 

［第一责任人］上田正昭[著] 

［出版者］講談社 

［出版日期］1977.1 

［丛编题名］講談社学術文庫 

［丛编题名］コウダンシャ ガクジュツ ブンコ [100] 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］上田正昭 [著] 

 

 

［正题名］アイヌと日本人 

［第一责任人］更科源蔵著 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1970.6 

［丛编题名］NHK ブックス 

［丛编题名］NHK ブックス 118 

［主题词］アイヌ 

［主题词］北海道/歴史 

［知识责任］更科源蔵 著 

 

 

［正题名］茂吉秀歌 

［第一责任人］佐藤佐太郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.4 



［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-44 

［知识责任］佐藤佐太郎 著 

 

 

［正题名］現代史の課題 

［第一责任人］亀井勝一郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1959.1 

［丛编题名］中央公論文庫 

［丛编题名］チュウオウ コウロン ブンコ 

［知识责任］亀井勝一郎 著 

 

 

［正题名］川渡甚太夫一代記 

［第一责任人］川渡甚太夫［著］ 

［译者］師岡佑行編注 

［译者］師岡笑子訳 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1995.11 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 595 

［附注内容］「北前船頭の幕末自叙伝」(柏書房 1981 年刊)の改題 

［附注内容］川渡甚太夫年譜: p409-415 

［主题词］海運/日本海/歴史 

［知识责任］川渡甚太夫 [著] 

［知识责任］師岡笑子 編著 

［次知识责任］師岡佑行 訳 

 

 

［正题名］日本における外国資本 

［第一责任人］政治経済研究所編 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1955.1 

［附注内容］折り込み表 1 枚 

 

 

［正题名］国際資本と日本企業 

［第一责任人］日本生産性本部編 

［出版者］日本生産性本部 

［出版日期］1967.8 

［主题词］外国資本 

 

 



［正题名］日本の安全保障 

［第一责任人］安全保障調査会編 

［出版者］安全保障調査会 

［出版日期］1966 

［主题词］国防/年鑑 

 

 

［正题名］出入国管理体制の成立過程 

［第一责任人］越境編集委員会編 

［出版地不详］ 

［出版者］大逆文庫 

［出版日期］1970.11 

［丛编题名］入管体制粉砕のために 

［丛编题名］ニュウカン タイセイ フンサイ ノ タメニ 越境編集委員会編 資料編 1 

［附注内容］VOL 1:敗戦から朝鮮両国家成立まで 

［附注内容］VOL 2:朝鮮両国家の成立から朝鮮戦争勃発まで 

［附注内容］発売元:東京 : ウニタ書房 

［主题词］朝鮮人日本在留 

［主题词］出入国管理 

 

 

［正题名］日本軍事技術史 

［第一责任人］林克也著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1957 

［附注内容］参考文献:p.303-315 

［附注内容］附録:日本軍事技術史年表(折り込み図) 

［主题词］軍事工学/歴史 

［知识责任］林克也 著 

 

 

［正题名］明治軍制史論集 

［第一责任人］松下芳男著 

［出版者］育成社 

［出版日期］1938 

［丛编题名］日本政治·経済研究叢書 

［丛编题名］ニホン セイジ ケイザイ ケンキュウ ソウショ 10 

［附注内容］陸軍軍事年表:p.305～338 

［主题词］軍制/歴史 

［知识责任］松下芳男 著 

 

 

［正题名］近代日本軍事史 

［第一责任人］松下芳男著 



［出版者］紀元社 

［出版日期］1941.10 

［附注内容］近代日本軍事年表：p277-312 

［知识责任］松下芳男 著 

 

 

［正题名］最近帝國及列國の陸軍 

［第一责任人］陸軍省編 

［出版者］陸軍省 

［出版日期］1932.1 

［主题词］陸軍 

 

 

［正题名］戒厳令概説 

［第一责任人］鵜飼信成著 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1945.3 

［丛编题名］戦時法叢書 

［丛编题名］センジホウ ソウショ 

［附注内容］参考文献:p200～203 

［主题词］戒厳 

［知识责任］鵜飼信成 著 

 

 

［正题名］初期の警察制度 

［第一责任人］警視廳総監官房文書課記録係編纂 

［出版者］警視廳 

［出版日期］1936 

［丛编题名］警視廳史編纂資料 

［丛编题名］ケイシチョウシ ヘンサン シリョウ 第一類 

 

 

［正题名］警察史研究 

［第一责任人］田村豊著 

［出版者］良書普及會 

［出版日期］1932.2 

［附注内容］附録(p225-279):其の 1 定札覚札 他 3 篇. 其の 2 警察法規編年目録 

［主题词］警察/歴史 

［知识责任］田村豊 著 

 

 

［正题名］壯丁讀本 

［第一责任人］田中義一著 

［出版者］丁未出版社 ; 寳文館 



［出版日期］1916.4 

［知识责任］田中義一 著 

 

 

［正题名］軍隊内務教育 

［第一责任人］山崎慶一郎編 

［出版者］琢磨社 

［出版日期］1943.11 

［知识责任］山崎慶一郎 編 

 

 

［正题名］警察讀本 

［第一责任人］松井茂著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1933.9 

［知识责任］松井茂 著 

 

 

［正题名］軍事史物語 

［第一责任人］松下芳男著 

［出版者］國民圖書協會 

［出版者］上田屋書店(發賣) 

［出版日期］1939.9 

［附注内容］「話題の陸海軍史」の増補改訂版 

［主题词］日本/陸軍/歴史 

［主题词］日本/海軍/歴史 

［主题词］日本/空軍/歴史 

［知识责任］松下芳男 著 

 

 

［正题名］日の丸船隊史話 

［第一责任人］山高五郎著 

［出版者］千歳書房 

［出版日期］1942 

［主题词］船舶 

［知识责任］山高五郎 著 

 

 

［正题名］作戰要務令 

［出版者］[出版社不详] 

［出版日期］[1938.9] 

［附注内容］軍令陸第十九號 

 

 



［正题名］初級幹部戦術学教程 

［第一责任人］軍事研究会編纂 

［出版者］満韓堂 

［出版日期］[19 ?] 

 

 

［正题名］軍事行政 

［第一责任人］池田純久著 

［出版者］常盤書房 

［出版日期］1934.4 

［丛编题名］自治行政叢書 

［丛编题名］ジチ ギョウセイ ソウショ 第 12 巻 

［知识责任］池田純久 著 

 

 

［正题名］兵役法詳解 

［第一责任人］大久保政徳著 

［出版者］帝國書房 

［出版日期］1928.5 

［知识责任］大久保政徳 著 

 

 

［正题名］日本軍事法制要綱 

［第一责任人］佐々木重藏著 

［出版者］巖松堂書店 

［出版日期］1943.2 

［附注内容］序: 改訂増補の記述あり 

［知识责任］佐々木重蔵 著 

 

 

［正题名］明治軍事史 

［第一责任人］陸軍省編 

［出版者］原書房 

［出版日期］1966.3 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 5 

 

 

［正题名］山本權兵衛と海軍 

［第一责任人］海軍大臣官房編 

［出版者］原書房 

［出版日期］1966 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 



 

 

［正题名］水軍 

［第一责任人］三島安精著 

［出版者］青磁社 

［出版日期］1942.4 

［主题词］日本/海軍/歴史 

［知识责任］三島安精 著 

 

 

［正题名］世界兵法史 

［第一责任人］佐藤堅司著 

［出版者］大東出版社 

［出版日期］1942.1 

［丛编题名］大東名著選 

［丛编题名］ダイトウ メイチョセン 45 

［知识责任］佐藤堅司 著 

 

 

［正题名］英人の見た海軍兵學校 

［第一责任人］セシル·ブロック原著 

［译者］飯野紀元譯 

［出版者］内外書房 

［出版日期］1943.8 

［知识责任］ブロック 著 

［知识责任］Bullock 著 

［次知识责任］飯野紀元 譯 

 

 

［正题名］陸海軍騒動史 

［第一责任人］松下芳男著 

［出版者］くろしお出版 

［出版日期］1959.11 

［主题词］日本/陸軍/歴史 

［主题词］日本/海軍/歴史 

［知识责任］松下芳男 著 

 

 

［正题名］ドル資本の上陸 

［第一责任人］R·ヘルマン著 

［译者］坂本康実訳 

［出版者］同文館出版 

［出版日期］1969.4 

［主题词］欧州経済共同体 



［主题词］国際投資/アメリカ合衆国 

［知识责任］ヘルマン 著 

［知识责任］Hellmann 著 

［次知识责任］坂本康実 訳 

 

 

［正题名］外国資本 

［第一责任人］奥村宏著 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1969.3 

［主题词］外国資本 

［知识责任］奥村宏 著 

 

 

［正题名］百科全書 

［第一责任人］ディドロ，ダランベール編 

［译者］桑原武夫訳編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.6 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 7217-7220, 青(33)-624-1 

［知识责任］ディドロ 編 

［知识责任］Diderot 編 

［知识责任］ダランベール 編 

［知识责任］Alembert 編 

［次知识责任］桑原武夫 訳編 

 

 

［正题名］魅せられたる魂 

［第一责任人］ロマン·ロラン作 

［译者］宮本正清訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.11 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤-810～819 

［知识责任］ロラン 作 

［知识责任］Rolland 作 

［次知识责任］宮本正清 訳 

 

 

［正题名］国際連合世界統計年鑑 

［第一责任人］国際連合統計局編 

［出版者］原書房 

［出版日期］1950 



［附注内容］34 集(1983/84)以降は別書誌(BN06625084) 

［附注内容］書名は背·奥付による 

［附注内容］英文併記 

［附注内容］翻訳監修: 美濃部亮吉 

［附注内容］33(1982)以降の翻訳監修: 後藤正夫 

［主题词］統計 

［知识责任］美濃部亮吉 翻訳監修 

 

 

［正题名］資料·戦後二十年史 

［第一责任人］大河内一男，海後宗臣編 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1966 

［附注内容］第 1：政治 / 辻清明編. 第 2：経済 / 有沢広巳，稲葉秀三編. 第 3：法律 / 

末川博編. 第 4：労働 / 大河内一男編. 第 5：教育 社会 / 海後宗臣，清水幾太郎編. 第

6：年表 / 遠山茂樹編 

［附注内容］別冊: 全 6 巻総目次 

［知识责任］大河内一男 編 

［知识责任］海後宗臣 編 

［知识责任］遠山茂樹 編 

［知识责任］末川博 編 

［知识责任］辻清明 編 

［知识责任］有澤廣巳 編 

［知识责任］稲葉秀三 編 

［知识责任］清水幾太郎 編 

 

 

［正题名］日本統計年鑑 

［第一责任人］統計委員会事務局，総理府統計局編 

［出版者］日本統計協会 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1949.10 

［附注内容］英文併記 

［附注内容］第 2 回以降の編者は総理府統計局のみ 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］警察の社会史 

［第一责任人］大日方純夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1993.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 271 

［主题词］警察/日本 



［知识责任］大日方純夫 著 

 

 

［正题名］西郷隆盛 

［第一责任人］猪飼隆明著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 231 

［主题词］明治維新 

［知识责任］猪飼隆明 著 

 

 

［正题名］会社本位主義は崩れるか 

［第一责任人］奥村宏著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 248 

［主题词］企業/日本 

［主题词］会社/日本 

［知识责任］奥村宏 著 

 

 

［正题名］歴史の道を歩く 

［第一责任人］今谷明著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1996.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 449 

［主题词］歴史学 

［知识责任］今谷明 著 

 

 

［正题名］ソ連解体後 

［第一责任人］小川和男著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1993.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 267 

［主题词］独立国家共同体/経済 

［知识责任］小川和男 著 

 

 



［正题名］ロシア·アヴァンギャルド 

［第一责任人］亀山郁夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1996.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 450 

［附注内容］主要参考文献: p238-239 

［主题词］芸術/ロシア 

［主题词］芸術ロシア/歴史 

［知识责任］亀山郁夫 著 

 

 

［正题名］中小企業新時代 

［第一责任人］中沢孝夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1998.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 578 

［附注内容］参考文献: p219-223 

［主题词］中小企業 

［知识责任］中沢孝夫 著 

 

 

［正题名］民法のすすめ 

［第一责任人］星野英一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1998.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 536 

［主题词］民法 

［知识责任］星野英一 著 

 

 

［正题名］原発事故を問う 

［第一责任人］七沢潔著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1996.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 440 

［主题词］原子力災害 

［主题词］原子力発電 

［知识责任］七沢潔 著 

 

 



［正题名］青鞜の時代 

［第一责任人］堀場清子著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 15 

［主题词］婦人問題 

［主题词］青鞜 

［主题词］婦人問題/歴史 

［知识责任］堀場清子 著 

 

 

［正题名］歌右衛門の六十年 

［第一责任人］中村歌右衛門，山川静夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1986.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-328 

［知识责任］中村歌右衛門 著 

［知识责任］山川静夫 著 

 

 

［正题名］色好みの構造 

［第一责任人］中村真一郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1985.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 319 

［主题词］日本文学/歴史/平安時代 

［主题词］愛文学上 

［主题词］性文学上 

［知识责任］中村真一郎 著 

 

 

［正题名］アジアからの直言 

［第一责任人］鶴見良行編 

［出版者］講談社 

［出版日期］1974 

［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 377 

［附注内容］参考文献:p.210-214 

［主题词］日本/外国関係/アジア 

［主题词］排日問題 

［知识责任］鶴見良行 編 



 

 

［正题名］日本人はどこから来たか 

［第一责任人］加藤晋平著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 26 

［主题词］石器時代-アジア 

［知识责任］加藤晋平 著 

 

 

［正题名］緑の冒険 

［第一责任人］向後元彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 28 

［主题词］造林 

［主题词］マングローブ 

［主题词］砂漠 

［知识责任］向後元彦 著 

 

 

［正题名］西行 

［第一责任人］高橋英夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1993.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 277 

［附注内容］巻末: 西行年譜 (2p) 

［知识责任］高橋英夫 著 

 

 

［正题名］昭和青春読書私史 

［第一责任人］安田武著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1985.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-316 

［知识责任］安田武 著 

 

 

［正题名］インド国民軍 



［第一责任人］丸山静雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1985.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-315 

［附注内容］参考文献·インド国民軍関係年表:p209-214 

［主题词］インド国民軍 

［知识责任］丸山静雄 著 

 

 

［正题名］軍国美談と教科書 

［第一责任人］中内敏夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 35 

［主题词］軍国主義 

［主题词］教科書 

［主题词］教科書/歴史 

［主题词］道徳教育 

［主题词］国語科 

［知识责任］中内敏夫 著 

 

 

［正题名］マルクス遺稿物語 

［第一责任人］佐藤金三郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1989.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 100 

［附注内容］終章: 伊東光晴著 

［主题词］資本論 

［知识责任］佐藤金三郎 著 

［知识责任］伊東光晴 著 

 

 

［正题名］先端技術と日本経済 

［第一责任人］三橋規宏著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 232 

［附注内容］参考文献: p241-243 

［主题词］技術/日本 



［主题词］日本/経済 

［知识责任］三橋規宏 著 

 

 

［正题名］天皇の肖像 

［第一责任人］多木浩二著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 30 

［附注内容］参考文献: p241-244 

［主题词］天皇制 

［主题词］肖像 

［知识责任］多木浩二 著 

 

 

［正题名］教科書の社会史 

［第一责任人］中村紀久二著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 233 

［主题词］教科書 

［主题词］教科書/歴史 

［知识责任］中村紀久二 著 

 

 

［正题名］よみがえれ、中学 

［第一责任人］江沢穂鳥著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 244 

［主题词］中学校 

［知识责任］江沢穂鳥 著 

 

 

［正题名］抽象絵画への招待 

［第一责任人］大岡信著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1985.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-301 

［主题词］抽象主義 



［主题词］絵画西洋/歴史/20 世紀 

［知识责任］大岡信 著 

 

 

［正题名］江戸名物評判記案内 

［第一责任人］中野三敏著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1985.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版-313 

［主题词］日本/文化/歴史/江戸時代 

［知识责任］中野三敏 著 

 

 

［正题名］アントニーとクレオパトラ 

［第一责任人］シェイクスピア作 

［译者］本多顕彰訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.1 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤(32)-205-3, 5909-5910, 赤-991 

［附注内容］Antony and Cleopatra.の翻訳 

［知识责任］シェイクスピア 作 

［知识责任］Shakespeare 作 

［次知识责任］本多顕彰 訳 

 

 

［正题名］トニオ·クレエゲル 

［第一责任人］トオマス·マン作 

［译者］実吉捷郎訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤(32)-524,4291 

［知识责任］マン 作 

［知识责任］Mann 作 

［次知识责任］実吉捷郎 訳 

 

 

［正题名］雨の中に消えて 

［第一责任人］石坂洋次郎著 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1965 

［丛编题名］角川文庫 



［丛编题名］カドカワ ブンコ 

［知识责任］石坂洋次郎 著 

 

 

［正题名］白鯨 

［第一责任人］メルヴィル作 

［译者］阿部知二訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.11 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤-941～943,5725-5727,赤(32)-308-1,2,3 

［附注内容］第 33 刷以降の巻冊次：赤 308-1,2,3 

［知识责任］メルヴィル 作 

［知识责任］メルヴィル作 作 

［次知识责任］阿部知二 訳 

 

 

［正题名］使徒のはたらき 

［第一责任人］塚本虎二訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.12 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青(33)-803-2 

［附注内容］原著第 25 版の翻訳 

［主题词］聖書/新約 

［知识责任］塚本虎二 訳 

 

 

［正题名］ゴータ綱領批判 

［正题名］エルフルト綱領批判 

［第一责任人］マルクス，エンゲルス著 

［译者］マルクス=エンゲルス選集刊行委員会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1954.2 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 

［主题词］社会主義/ドイツ 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 著 

［知识责任］Engels 著 

 

 

［正题名］自然の弁証法 



［第一责任人］エンゲルス著 

［译者］菅原仰訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1970 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 11a 

［主题词］自然弁証法 

［知识责任］エンゲルス 著 

［知识责任］Engels 著 

［次知识责任］菅原仰 訳 

 

 

［正题名］賃労働と資本 

［第一责任人］マルクス著 

［译者］松本惣一郎，村田陽一訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1962 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 22 

［附注内容］記述は新訳第 8 刷による 

［主题词］経済学/社会主義学派 

［主题词］賃金 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［次知识责任］松本惣一郎 訳 

［次知识责任］村田陽一 訳 

 

 

［正题名］韓国言語風景 

［第一责任人］渡辺吉鎔著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1996.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 438 

［主题词］朝鮮語 

［主题词］韓国 

［知识责任］渡辺吉鎔 著 

 

 

［正题名］四国のみち 

［出版者］高知新聞社 

［出版日期］1981.11 

［附注内容］発売：高新企業 

［附注内容］上 野根山街道/道後·今治街道/志士脱藩の道/金毘羅·丸亀道/土佐西国三十



三番/祖谷から剣へ他 下 松山街道/讃岐·長尾街道/土佐日記の旅/阿波の遍路道/土佐街

道·北山越え/銅山越え他 

［主题词］四国地方/地誌 

 

 

［正题名］横浜事件の人びと 

［第一责任人］中村智子著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1979.4 

［附注内容］横浜事件関係者による主要文献:p279～281 

［主题词］横浜事件 

［知识责任］中村智子 著 

 

 

［正题名］田中正造 

［第一责任人］林竹二著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1977.10 

［附注内容］あとがきに「新版の刊行にさいして」の記述あり 

［知识责任］林竹二 著 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 



［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］東亜研究所と私 

［第一责任人］柘植秀臣著 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1979.7 

［主题词］東亜研究所 

［知识责任］柘植秀臣 著 

 

 

［正题名］近代天皇制の成立と展開 

［第一责任人］藤井松一著 



［出版者］弘生書林 

［出版日期］1982.9 

［附注内容］発売:星雲社 著者の肖像あり 

［附注内容］年譜,主要著書·論文目録:p276～281 

［主题词］天皇制 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後 

［知识责任］藤井松一 著 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 



［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］七つの国の労働運動 

［第一责任人］G·マルチネ著 

［译者］熊田亨訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 106 

［主题词］労働運動/歴史 

［知识责任］マルチネ 著 

［知识责任］Martinet 著 

［次知识责任］熊田亨 訳 

 

 

［正题名］徴兵制 

［第一责任人］大江志乃夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1981.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-143 

［附注内容］参考文献:p201-203 

［主题词］兵役 

［知识责任］大江志乃夫 著 

 



 

［正题名］ヒロシマ·ノート 

［第一责任人］大江健三郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-563 

［知识责任］大江健三郎 著 

 

 

［正题名］家庭の法律 

［第一责任人］川島武宜著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-204 

［知识责任］川島武宜 著 

 

 

［正题名］幻想の現代 

［第一责任人］島崎敏樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-597 

［知识责任］島崎敏樹 著 

 

 

［正题名］犯科帳 

［第一责任人］森永種夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 440 長崎奉行の記録 [正] 

［主题词］法制史/日本 

［主题词］日本/歴史/江戸時代/史料 

［主题词］犯罪/歴史 

［知识责任］森永種夫 著 

 

 

［正题名］戦没農民兵士の手紙 

［第一责任人］岩手県農村文化懇談会編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.7 



［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 424 

［主题词］戦争 

［主题词］軍隊生活 

 

 

［正题名］現代の経済政策 

［第一责任人］渡部経彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1969.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-708 

［主题词］経済政策 

［知识责任］渡部経彦 著 

 

 

［正题名］憲法読本 

［第一责任人］憲法問題研究会編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-555,556 

［主题词］憲法/日本 

 

 

［正题名］大化の改新 

［第一责任人］北山茂夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-406 

［附注内容］略年表: p228-235 

［主题词］日本/歴史/大化改新時代 

［知识责任］北山茂夫 著 

 

 

［正题名］アフリカ史の曙 

［第一责任人］ローランド·オリヴァー編著 

［译者］川田順造訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-464 

［附注内容］巻末(p6-10): 主な参考文献 



［附注内容］巻末(p1-5): 索引 

［知识责任］オリヴァー 編著 

［知识责任］Oliver 編著 

［次知识责任］川田順造 訳 

 

 

［正题名］戦後政治史 

［第一责任人］杣正夫著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1960.3 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 221 

［知识责任］杣正夫 著 

 

 

［正题名］軍縮の経済学 

［第一责任人］宮崎勇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-538 

［知识责任］宮崎勇 著 

 

 

［正题名］アフリカ史案内 

［第一责任人］バズル·デヴィドソン著 

［译者］内山敏訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-533 

［知识责任］デヴィドソン 著 

［知识责任］Davidson 著 

［次知识责任］内山敏 訳 

 

 

［正题名］職場と学校 

［第一责任人］石田真一編 

［出版者］部落問題研究所出版部 

［出版日期］1963 

［丛编题名］同和教育シリーズ 

［丛编题名］ドウワ キョウイク シリーズ 6 

［主题词］同和教育 

［主题词］部落問題 



［知识责任］石田真一 編 

 

 

［正题名］日本の社会民主主義 

［第一责任人］清水慎三著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-431 

［主题词］社会民主主義 

［知识责任］清水慎三 著 

 

 

［正题名］義務としての旅 

［第一责任人］小田実著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1967.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-655 

［主题词］平和運動 

［主题词］ベトナム戦争 

［知识责任］小田実 著 

 

 

［正题名］日本の大企業 

［第一责任人］中村孝俊著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-436 

［主题词］企業 

［知识责任］中村孝俊 著 

 

 

［正题名］漂海民 

［第一责任人］羽原又吉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-504 

［知识责任］羽原又吉 著 

 

 

［正题名］最低賃金制 



［第一责任人］藤本武著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1967.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-629 

［知识责任］藤本武 著 

 

 

［正题名］アメリカ黒人の歴史 

［第一责任人］本田創造著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-532 

［主题词］黒人/アメリカ合衆国 

［知识责任］本田創造 著 

 

 

［正题名］日本の裁判制度 

［第一责任人］大内兵衛，我妻栄[共]著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-577 

［主题词］司法制度 

［知识责任］我妻栄 著 

［知识责任］大内兵衛 著 

 

 

［正题名］総評ベルリン特派員 

［第一责任人］竹村英輔著 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1963.10 

［丛编题名］フロンティア·ブックス 

［丛编题名］フロンティア ブックス 

［主题词］ドイツ/紀行 

［知识责任］竹村英輔 著 

 

 

［正题名］テキスト日本史 

［第一责任人］門脇禎二，黒田俊雄共著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1958.11 

［丛编题名］三一新書 



［丛编题名］サンイチ シンショ 153, 170 

［附注内容］下の著者: 池田敬正, 岩井忠熊 

［知识责任］門脇禎二 著 

［知识责任］黒田俊雄 著 

［知识责任］池田敬正 著 

［知识责任］岩井忠熊 著 

 

 

［正题名］神々の復活 

［第一责任人］メレジュコーフスキイ作 

［译者］米川正夫譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.2 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1083ー1084 

［知识责任］メレジュコーフスキイ 作 

［知识责任］Merezhkovsky 作 

［次知识责任］米川正夫 譯 

 

 

［正题名］日本開化小史 

［第一责任人］田口卯吉著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1929.2 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 1 部第 22 篇 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］田口卯吉 著 

 

 

［正题名］経済学史の基礎概念 

［第一责任人］住谷悦治著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1931.5 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 1 部 第 102 篇 

［知识责任］住谷悦治 著 

 

 

［正题名］日本經濟研究 

［第一责任人］日本經濟研究會譯編 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1935.3-1937.9 

［正题名］日本戰時經濟論 



［第一责任人］慶応義塾大学，日本経済事情研究會編 

［出版者］改造社 

［出版日期］1934.1 

［丛编题名］経済学全集 

［丛编题名］ケイザイガク ゼンシュウ 第 63 巻 

［主题词］戦時経済 

 

 

［正题名］帝國主義論 

［第一责任人］コムアカデミア世界政治經濟研究所編 

［译者］西雅雄譯 

［出版者］ナウカ社 

［出版日期］1933.5 

［丛编题名］教科書叢書 

［丛编题名］キョウカショ ソウショ コムアカデミア世界政治經濟研究所編輯 [2] 

［附注内容］監修:ヴァルガ 

［知识责任］コムアカデミア世界政治経済研究所 編 

［次知识责任］西雅雄 譯 

 

 

［正题名］大恐慌とその政治的結果 

［第一责任人］ヴァルガ著 

［译者］經濟批判會譯 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1935.5 

［主题词］恐慌/歴史 

［知识责任］ヴァルガ 著 

［知识责任］Varga 著 

 

 

［正题名］恐慌下の日本資本主義 

［第一责任人］猪俣津南雄著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1931.11 

［丛编题名］経済学全集 

［丛编题名］ケイザイガク ゼンシュウ 第 33 巻 

［知识责任］猪俣津南雄 著 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］[19 ?] 

［附注内容］外務省蔵版 



［附注内容］品切れの巻を編年順に復刻刊行 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］金本位制の研究 

［第一责任人］東洋経済新報社編 

［出版者］東洋経済出版部 

［出版日期］1932 

［正题名］満蒙政治經濟提要 

［第一责任人］東亜經濟調査局編 

［出版者］改造社 

［出版日期］1932.5 

［丛编题名］経済学全集 

［丛编题名］ケイザイガク ゼンシュウ 第 25 巻 

 

 

［正题名］詩学 

［第一责任人］ボワロー著 

［译者］丸山和馬訳註 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1039 

［知识责任］ボワロー 著 

［知识责任］Boileau DespréauxNicolas 著 

［次知识责任］丸山和馬 訳註 

 

 

［正题名］死せる魂 

［第一责任人］ゴーゴリ著 

［译者］中村融訳 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1953 

［丛编题名］新潮文庫 

［丛编题名］シンチョウ ブンコ 596,赤-93-A,B 

［知识责任］ゴーゴリ 著 

［知识责任］GogolˊNikolaǐ Vasilˊevich 著 

［次知识责任］中村融 訳 

 

 

［正题名］人間不平等起原論 

［第一责任人］ルソー著 

［译者］本田喜代治，平岡昇訳 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1972.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 945-946a, 青(33)-623-2, 青 623-2 

［附注内容］第 1 刷:昭和 8 年(1933 年)刊 

［主题词］政治家 

［知识责任］ルソー 著 

［知识责任］Rousseau 著 

［次知识责任］本田喜代治 訳 

［次知识责任］平岡昇 訳 

 

 

［正题名］ファシズムの誕生 

［第一责任人］小此木真三郎著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1951.3 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 4 

［主题词］ドイツ/歴史 

［主题词］ファシズム 

［知识责任］小此木真三郎 著 

 

 

［正题名］文化科學と自然科學 

［第一责任人］リッケルト著 

［译者］佐竹哲雄，豊川昇訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.2 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青-51,1923-1924, 青(33)-648-1 

［知识责任］リッケルト 著 

［知识责任］Rickert 著 

［次知识责任］佐竹哲雄 訳 

［次知识责任］豊川昇 訳 

 

 

［正题名］桜の園 

［正题名］熊 

［第一责任人］チェーホフ［著］ 

［译者］中村白葉訳 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1952.8 

［丛编题名］新潮文庫 

［丛编题名］シンチョウ ブンコ 413 

［知识责任］チェーホフ [著] 



［知识责任］Chekhov [著] 

［次知识责任］中村白葉 訳 

 

 

［正题名］氣候と文明 

［第一责任人］ハンチントン著 

［译者］間崎万里訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1734-1736 

［主题词］気候 

［主题词］世界史 

［主题词］人文地理 

［知识责任］ハンチントン 著 

［知识责任］Huntington 著 

［次知识责任］間崎万里 訳 

 

 

［正题名］大地と人類の進化 

［第一责任人］フェーヴル著 

［译者］飯塚浩二訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941.11 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2878-2881 

［附注内容］下巻は田辺裕訳により、[改訳]上巻(1971.7)に続き、1972 年 7 月に刊行 

［主题词］人類地理 

［主题词］人文地理 

［知识责任］フェーヴル 著 

［知识责任］Febvre 著 

［次知识责任］飯塚浩二 訳 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 



［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］日本書紀 

［第一责任人］坂本太郎［ほか］校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.7 

［丛编题名］日本古典文學大系 



［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 67 

［附注内容］監修：高木市之助ほか 

［附注内容］上の出版年:1967 

［知识责任］坂本太郎 校注 

 

 

［正题名］榮花物語 

［第一责任人］松村博司，山中裕校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.11 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 75 

［附注内容］監修：高木市之助ほか 

［知识责任］山中裕 校注 

［知识责任］松村博司 校注 

 

 

［正题名］菅家文草 

［正题名］菅家後集 

［第一责任人］川口久雄校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.10 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 72 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［知识责任］川口久雄 校注 

 

 

［正题名］東海道中膝栗毛 

［第一责任人］麻生磯次校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.5 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 62 

［附注内容］監修:高木市之助ほか 

［知识责任］麻生磯次 校注 

 

 

［正题名］平安鎌倉私家集 

［第一责任人］久松潜一 [ほか] 校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.9 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 80 



［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［主题词］和歌 

［知识责任］久松潜一 校注 

［知识责任］曽根好忠 校注 

［知识责任］和泉式部 校注 

［知识责任］建礼門院右京大夫 校注 

 

 

［正题名］歌合集 

［第一责任人］萩谷朴，谷山茂校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.3 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 74 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［主题词］歌合 

［知识责任］萩谷朴 校注 

［知识责任］谷山茂 校注 

 

 

［正题名］日本靈異記 

［第一责任人］遠藤嘉基，春日和男校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1967.3 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 70 

［附注内容］監修:高木市之助ほか 

［知识责任］景戒 校注 

［知识责任］遠藤嘉基 校注 

［知识责任］春日和男 校注 

 

 

［正题名］歌論集 

［第一责任人］久松潜一校注 

［正题名］能楽論集 

［第一责任人］西尾實校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.9 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 65 

［附注内容］監修:高木市之助ほか 

［知识责任］久松潜一 校注 

［知识责任］西尾実 校注 

 



 

［正题名］正法眼蔵 

［正题名］正法眼蔵随聞記 

［第一责任人］西尾実 [ほか] 校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.12 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 81 

［附注内容］監修:高木市之助ほか 

［知识责任］西尾実 校注 

 

 

［正题名］三教指歸 

［正题名］性靈集 

［第一责任人］渡邊照宏，宮坂宥勝校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.11 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 71 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［附注内容］三教指帰·関係文献目録: p550-552 

［附注内容］性霊集引用·関係文献目録: p568-572 

［附注内容］性霊集作品略年譜: p589-594 

［知识责任］渡辺照宏 校注 

［知识责任］宮坂宥勝 校注 

 

 

［正题名］黄表紙 

［正题名］洒落本集 

［第一责任人］水野稔校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.10 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 59 

［附注内容］監修:高木市之助ほか 

［主题词］洒落本 

［主题词］草双紙/黄表紙 

［知识责任］水野稔 校注 

［知识责任］恋川春町 校注 

［知识责任］手柄岡持 校注 

［知识责任］北尾政寅 校注 

［知识责任］芝全交 校注 

［知识责任］唐来参和 校注 

［知识责任］山東京傳 校注 



［知识责任］南杣笑楚満人 校注 

［知识责任］夢中散人寝言先生 校注 

［知识责任］山手馬鹿人 校注 

［知识责任］水野稔校注 校注 

［知识责任］梅暮里谷峨 校注 

 

 

［正题名］連歌論集 

［第一责任人］木藤才蔵校注 

［正题名］俳論集 

［第一责任人］井本農一校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.2 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 66 

［附注内容］監修:高木市之助ほか 

［知识责任］木藤才蔵 校注 

［知识责任］井本農一 校注 

［知识责任］二条良基 校注 

［知识责任］心敬 校注 

［知识责任］宗祇 校注 

［知识责任］向井去來 校注 

［知识责任］服部土芳 校注 

 

 

［正题名］椿説弓張月 

［第一责任人］後藤丹治校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.8 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 60 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［知识责任］後藤丹治 校注 

 

 

［正题名］夜の寝覺 

［第一责任人］阪倉篤義校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.12 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 78 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［主题词］夜半の寝覚 

［知识责任］阪倉篤義 校注 



 

 

［正题名］和漢朗詠集 

［第一责任人］川口久雄校注 

［正题名］梁塵秘抄 

［第一责任人］志田延義校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.1 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 73 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［知识责任］志田延義 校注 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］秋風秋雨人を愁殺す 

［第一责任人］武田泰淳著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1968.3 

［附注内容］折り込み地図 1 枚 

［知识责任］武田泰淳 著 

 

 

［正题名］農村問題 

［第一责任人］桜井武雄著 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1948.7 

［丛编题名］唯物論全書 

［丛编题名］ユイブツロン ゼンショ 25 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［知识责任］桜井武雄 著 



 

 

［正题名］素顔のヨーロッパ 

［第一责任人］桑原武夫編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1968.11 

［主题词］ヨーロッパ社会 

［知识责任］桑原武夫 編 

 

 

［正题名］ベルトルト·ブレヒトと演劇 

［第一责任人］ヘルベルト·イェーリング著 

［译者］岩淵達治訳 

［出版者］朝日出版社 

［出版日期］1971 

［丛编题名］アーチスト·ライブラリー 

［丛编题名］アーチスト·ライブラリー 8 

［主题词］演劇/ドイツ 

［知识责任］イェーリング 著 

［知识责任］Jhering 著 

［次知识责任］岩淵達治 訳 

 

 

［正题名］極東勤労者大会 

［第一责任人］コミンテルン編 

［译者］高屋定国，辻野功訳 

［出版者］合同出版 

［出版日期］1970 

［主题词］極東勤労者大会第 1 回 Moskva 

［知识责任］高屋定國 編 

［次知识责任］辻野功 訳 

 

 

［正题名］永久革命の時代 

［第一责任人］トロツキー[著] 

［译者］アイザック·ドイッチャー編 

［译者］山西英一訳 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1972.4 

［主题词］共産主義 

［主题词］ロシア/政治/歴史/20 世紀 

［知识责任］トロツキー [著] 

［知识责任］Trotsky [著] 

［次知识责任］ドイッチャー 編 



［次知识责任］Deutscher 編 

［次知识责任］山西英一 訳 

 

 

［正题名］身心快楽 

［第一责任人］武田泰淳著 

［出版者］創樹社 

［出版日期］1977.3 

［知识责任］武田泰淳 著 

 

 

［正题名］中国食物史の研究 

［第一责任人］篠田統著 

［出版者］八坂書房 

［出版日期］1978.9 

［主题词］食物/中国/歴史 

［主题词］食生活/中国/歴史 

［知识责任］篠田統 著 

 

 

［正题名］毛沢東 

［第一责任人］武田泰淳，竹内実著 

［出版者］文芸春秋新社 

［出版日期］1965.4 

［附注内容］年表,参考書: p407-487 

［知识责任］武田泰淳 著 

［知识责任］竹内実 著 

 

 

［正题名］私の中の地獄 

［第一责任人］武田泰淳著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1972.4 

［知识责任］武田泰淳 著 

 

 

［正题名］国家権力とキリスト者 

［第一责任人］飯沼二郎著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1973.12 

［主题词］平和運動 

［主题词］キリスト教と政治 

［知识责任］飯沼二郎 著 

 



 

［正题名］日本帝国主義史研究 

［第一责任人］江口圭一著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1998.2 

［附注内容］索引: p439-446 

［主题词］帝国主義 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］江口圭一 著 

 

 

［正题名］十五年戦争研究史論 

［第一责任人］江口圭一著 

［出版者］校倉書房 

［出版日期］2001.5 

［主题词］日中戦争 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］日中戦争 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］江口圭一 著 

 

 

［正题名］日露戦争の時代 

［第一责任人］井口和起著 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1998.6 

［丛编题名］歴史文化ライブラリー 

［丛编题名］レキシ ブンカ ライブラリー 41 

［主题词］日露戦争 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］井口和起 著 

 

 

［正题名］私の現代史論 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］大阪書籍 

［出版日期］1982.12 

［丛编题名］朝日カルチャーブックス 

［丛编题名］アサヒ カルチャー ブックス 13 

［主题词］日本/歴史/大正時代 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］井上清 著 

 

 



［正题名］一九三〇年代日本共産党史論 

［第一责任人］田中真人著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1994.6 

［主题词］共産主義/歴史 

［知识责任］田中真人 著 

 

 

［正题名］大久保利通と明治維新 

［第一责任人］佐々木克著 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1998.8 

［丛编题名］歴史文化ライブラリー 

［丛编题名］レキシ ブンカ ライブラリー 45 

［主题词］明治維新 

［知识责任］佐々木克 著 

 

 

［正题名］日本唱歌集 

［第一责任人］堀内敬三，井上武士編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 緑(31)-092-1,351,6084ー6086 

［主题词］唱歌 

［知识责任］井上武士 編 

［知识责任］堀内敬三 編 

 

 

［正题名］評伝原敬 

［第一责任人］山本四郎著 

［出版者］東京創元社 

［出版日期］1997.11 

［知识责任］山本四郎 著 

 

 

［正题名］中江兆民(なかえちょうみん) 

［第一责任人］飛鳥井雅道著 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1999.8 

［丛编题名］人物叢書 

［丛编题名］ジンブツ ソウショ 日本歴史学会編 [223] 

［附注内容］略年譜: p263-274 

［附注内容］主要参考文献: p256-262 



［知识责任］飛鳥井雅道 著 

［知识责任］中江兆民 著 

 

 

［正题名］部落史を読む 

［第一责任人］藤田敬一，師岡佑行編 

［出版者］阿吽社 

［出版日期］1998.8 

［主题词］部落問題/歴史 

［知识责任］藤田敬一 編 

［知识责任］師岡佑行 編 

 

 

［正题名］第一次共産党史の研究 

［第一责任人］犬丸義一著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1993.3 

［附注内容］「日本共産党の創立」(1982 年刊)の増補版 

［附注内容］第一次日本共産党史に関する文献目録: p504～514 

［知识责任］犬丸義一 著 

 

 

［正题名］軍国主義の展開と没落 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1975.10 

［丛编题名］日本の軍国主義 

［丛编题名］ニホン ノ グンコク シュギ 井上清著 3 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［主题词］軍国主義 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］黎明期の日本勞働運動 

［第一责任人］大河内一男著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 115 

［主题词］労働運動/日本/歴史 

［知识责任］大河内一男 著 

 

 

［正题名］自由黨史 



［第一责任人］[自由黨史編纂局編] 

［译者］遠山茂樹，佐藤誠朗校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青-補-33, 白-147-149, 5695-5697, 5698-5701, 5702-5703b, 

青(33)-105-1-3 

［附注内容］監修: 板垣退助 

［主题词］政党 

［知识责任］板垣退助 著 

［次知识责任］遠山茂樹 著 

［次知识责任］佐藤誠朗 著 

 

 

［正题名］共産党宣言 

［第一责任人］マルクス，エンゲルス著 

［译者］大内兵衛，向坂逸郎訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.12 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 白-84,4428 

［附注内容］Das kommunistische Manifest.の翻訳 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 著 

［知识责任］Engels 著 

［次知识责任］大内兵衛 訳 

［次知识责任］向坂逸郎 訳 

 

 

［正题名］朝鮮古代史における奴隷制の諸問題 

［第一责任人］朝鮮大学校编 

［出版者］朝鮮大学資料編集委員会 

［出版日期］1960 

［丛编题名］朝鮮に関する研究資料 

［丛编题名］チョウセン ニ カンスル ケンキュウ シリョウ 第 3 集 

［附注内容］参考文献: 巻末 

［主题词］奴隷 

 

 

［正题名］臨床に吹く風 

［第一责任人］徳永進著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.3 



［丛编题名］同時代ライブラリー 

［丛编题名］ドウジダイ ライブラリー 8 

［附注内容］「臨床に吹く風」第 2 版(1987 年、新興医学出版社)に、「メディカルコンパニ

オン」誌(新興医学出版社刊)連載のもの 4 編を追加して、加算したオリジナル版 

［主题词］医療 

［知识责任］徳永進 著 

 

 

［正题名］近代日本の政治家 

［第一责任人］岡義武著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.3 

［丛编题名］同時代ライブラリー 

［丛编题名］ドウジダイ ライブラリー 15 

［主题词］政治家 

［主题词］日本/政治·行政 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］岡義武 著 

 

 

［正题名］日本語以前 

［第一责任人］大野晋著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1987.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-395 

［附注内容］文献: p341-344 

［主题词］日本語/歴史 

［主题词］タミル語 

［知识责任］大野晋 著 

 

 

［正题名］無援の抒情 

［第一责任人］道浦母都子著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.3 

［丛编题名］同時代ライブラリー 

［丛编题名］ドウジダイ ライブラリー 6 

［知识责任］道浦母都子 著 

 

 

［正题名］朝鮮三·一独立運動 

［第一责任人］朴慶植著 

［出版者］平凡社 



［出版日期］1976 

［丛编题名］平凡社選書 

［丛编题名］ヘイボンシャ センショ 49 

［附注内容］巻末: 三·一運動関係地図 

［主题词］朝鮮/歴史/日本統治時代 

［主题词］三·一独立運動 

［知识责任］朴慶植 著 

 

 

［正题名］「尖閣」列島 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］第三書館 

［出版日期］1996 

［附注内容］現代評論社 1972 年刊の抜粋 

［附注内容］付:地図(1 枚) 

［主题词］尖閣列島 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］農業技術論 

［第一责任人］福島要一著 

［出版者］彰考書院 

［出版日期］1946 

［丛编题名］民主主義科学教程 

［丛编题名］ミンシュ シュギ カガク キョウテイ 9 

［主题词］農業技術 

［知识责任］福島要一 著 

 

 

［正题名］暗い夜の記録 

［第一责任人］許広平著 

［译者］安藤彦太郎訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-215 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］許広平 著 

［次知识责任］安藤彦太郎 訳 

 

 

［正题名］岩波新書の 50 年 

［第一责任人］岩波書店編集部編 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1988 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 別冊 

［附注内容］岩波新書既刊書総目録収載 

［主题词］岩波新書 

［主题词］叢書 

［主题词］岩波書店 

 

 

［正题名］都市の生態学 

［第一责任人］沼田真著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1987 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版-383 

［附注内容］参考文献：p223-225 

［主题词］都市 

［主题词］生態学 

［知识责任］沼田真 著 

 

 

［正题名］パレスチナ 

［第一责任人］広河隆一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1987 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-382 

［主题词］パレスチナ 

［主题词］イスラエル·アラブ紛争 

［知识责任］広河隆一 著 

 

 

［正题名］プライバシーと高度情報化社会 

［第一责任人］堀部政男著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 14 

［主题词］プライバシー 

［知识责任］堀部政男 著 

 

 

［正题名］事実と幻想 

［第一责任人］会田雄次著 



［出版者］講談社 

［出版日期］1973 

［丛编题名］日本人の意識構造 

［丛编题名］ニホンジン ノ イシキ コウゾウ 会田雄次著 続 

［主题词］日本人 

［主题词］国民性 

［知识责任］会田雄次 著 

 

 

［正题名］日本の帝国主義 

［第一责任人］藤井松一司会 

［出版者］學生社 

［出版日期］1975 

［丛编题名］シンポジウム日本歴史 

［丛编题名］シンポジウム ニホン レキシ 19 

［附注内容］参考文献: p265-268 

［主题词］日本/歴史 

［主题词］帝国主義 

［知识责任］藤井松一 

 

 

［正题名］沢崎堅造の信仰と生涯 

［第一责任人］飯沼二郎編 

［出版者］未来社 

［出版日期］1974 

［附注内容］内容:我、渇く(川田殖) 彼は生きて今なお語る(福井二郎) 沢崎先生の祈り(山

田晴枝) 沢崎堅造の学問について(飯沼二郎) 思いいずるまま(沢崎良子) 沢崎堅造兄と教

会、共助会(鈴木淳平) その人とともに(小笠原亮一) 思い出(砂山節子) 沢崎先生の思い出

(椎葉順子) 沢崎先生の想い出(福富春雄) 沢崎兄の思い出(奥田成孝) 後を継いでくれる

人がきっとあるだろう(和田正) 人格の渇(清水二郎) 附:「じっとその中に住む」伝道(書

簡)(沢崎堅造) 畏友·沢崎堅造君を憶う(緒方孝三郎) 

［知识责任］飯沼二郎 编 

 

 

［正题名］黄河海に入りて流る 

［第一责任人］武田泰淳著 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1986 

［主题词］中国文学 

［知识责任］武田泰淳 著 

 

 

［正题名］日本帝国主義の形成 

［第一责任人］井上清著 



［出版者］现代评论社 

［出版日期］1975 

［丛编题名］新版日本の军国主义 1 

［主题词］日本/歴史/近代 

［主题词］帝国主義 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］フランス革命の指導者 

［第一责任人］桑原武夫編 

［出版者］創元社 

［出版日期］1956 

［丛编题名］創元歴史選書 

［丛编题名］ソウゲン レキシ センショ 

［主题词］フランス革命 

［知识责任］桑原武夫 編 

 

 

［正题名］主要産業における生産集中度 

［第一责任人］公正取引委員会事務局編 

［出版者］公正取引協会 

［出版日期］1958 

［主题词］企業集中 

 

 

［正题名］経済協力の現状と問題点 

［第一责任人］通商産業省貿易振興局編 

［出版者］通商産業調査会 

［出版日期］1969 

［主题词］後進国開発 

［主题词］国際投資 

 

 

［正题名］わが国産業の対外投資要因 

［第一责任人］阪田貞宜編 

［出版者］アジア経済研究所 

［出版日期］1966 

［丛编题名］研究参考資料 

［丛编题名］ケンキュウ サンコウ シリョウ 第 101 集 

［附注内容］アジア経済研究所出版物通巻第 538 号 

［主题词］国際投資 

［知识责任］阪田貞宣 編 

 

 



［正题名］鳥取県史 

［第一责任人］鳥取県編集 

［出版者］鳥取県 

［出版日期］1969 

［主题词］鳥取県/歴史 

 

 

［正题名］新編一宮市史 

［第一责任人］一宮市編 

［出版者］一宮市 

［出版日期］1963 

［附注内容］本文編の内容:上:考古編·古代中世編·近世編. 下:近代編 

［附注内容］資料編の内容:1:縄文時代. 2:弥生時代. 3:浅井古墳群. 4:古墳時代·古代. 5:

妙興寺文書. 6:古代·中世資料集. 7·8:尾張藩村方御触書集. 9:村絵図,近世古代文書(土

地関係文書),尾張藩·名古屋藩御触書集. 10:近世古文書. 11:銀行関係資料,会社関係資料. 

12:取引所関係資料,同業組合関係資料. 13:明治前期御用留集,地租改正関係資料,物産調

査関係資料,織物業関係資料. 14:近代農業関係経済資料集. 15:経済統計集:近代篇. 16:

美術·工芸. 補遺 1:続近代農業関係経済資料集. 補遺 2:古代·中世編,近世編. 補遺 3:明

治前期戸長役場関係資料,一宮紡績株式会社関係資料,大正·昭和前期産業関係資料,一宮市

統計表. 補遺 4:近世篇,近代篇 

［附注内容］本文編 下:付図(2 枚 袋入):一宮市域小字図, 折込図 1 枚:一宮市域沿革図 

［附注内容］資料編 2:付図 1 枚:一宮市内弥生時代遺跡分布図·名神高速道路土質縦断図 

［附注内容］資料編 5:折込図 2 枚:仏祖宗派之図 

［附注内容］資料編 9:折込図 6 枚:一宮村絵図[ほか] 

［附注内容］資料編 14:折込図 2 枚:丹羽郡丹陽村調査町村概況,調査農家概況 

［附注内容］資料編 16:折込図 1 枚:草花図屏風一双 

［附注内容］資料編 補遺 1:折込図 2 枚:中島群奥町農会調査,村(町、市)農会調査用紙 

 

 

［正题名］庚申信仰の研究 

［第一责任人］窪徳忠著 

［出版者］東京大学東洋文化研究所 

［出版日期］1962 

［丛编题名］東京大学東洋文化研究所報告 

［丛编题名］トウキョウ ダイガク トウヨウ ブンカ ケンキュウジョ ホウコク 

［丛编题名］東洋文化研究所紀要 

［丛编题名］トウヨウ ブンカ ケンキュウジョ キヨウ 別冊 

［主题词］庚申 

［知识责任］窪徳忠 著 

 

 

［正题名］家族法判例集成 

［第一责任人］太田武男編 

［出版者］京都大学人文科学研究所 



［出版日期］1964 

［主题词］親族法/判例 

［知识责任］太田武男 编 

 

 

［正题名］国家と価値 

［第一责任人］上山春平編 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1984 

［主题词］国家 

［知识责任］上山春平 编 

 

 

［正题名］異端運動の研究 

［第一责任人］会田雄次，中村賢二郎編 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1974 

［附注内容］内容:総説 西欧キリスト教と異端(樺山紘一,中村賢二郎) 中国·日本におけ

る正統と異端(吉田光邦) キリスト教世界 十二·三世紀北イタリア都市における教区現実

(谷泰) 自由心霊派異端について(樺山紘一) ウィクリフとロラード運動(鈴木利章) 再洗

礼派と終末観(中村賢二郎) 再洗礼派と社会層(中村賢二郎) アメリカの異端ーヨーロッパ

の異端との比較において(山下正男) 中国·日本 中国前期の異端運動ー道教系反体制運動

を中心に(川勝義雄) 運動態としての異端ー中国と日本(吉田光邦) 

［主题词］異端 

［主题词］キリスト教/歴史 

［知识责任］会田雄次 编 

［知识责任］中村賢二郎 编 

 

 

［正题名］藤原道長 

［第一责任人］北山茂夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1970 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 764 

［附注内容］藤原道長略年譜: p201-214 

［知识责任］北山茂夫 著 

 

 

［正题名］東京歴史散歩 

［第一责任人］高橋磌一編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1957 

［丛编题名］河出新書 



［丛编题名］カワデ シンショ 269 

［附注内容］出版者名変更: 河出書房→河出書房新社 (1958.3 発行本による) 

［附注内容］社名変更後の出版年表記: 第 1 刷 (1958.3.10). 著作権表示: c1958 

［知识责任］高橋磌一 编 

 

 

［正题名］現代社会と治安法 

［第一责任人］中山研一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1970 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-766 

［主题词］治安立法 

［知识责任］中山研一 著 

 

 

［正题名］ある高校教師の戦後史 

［第一责任人］藤原治著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-895 

［主题词］教員 

［知识责任］藤原治 著 

 

 

［正题名］ひとり暮しの戦後史 

［第一责任人］塩沢美代子，島田とみ子著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1975 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 924 

［主题词］婦人 

［主题词］独身 

［知识责任］塩沢美代子 著 

［知识责任］島田とみ子 著 

 

 

［正题名］朝鮮における社会主義的農村問題にかんするテーゼについて 

［第一责任人］朝鮮大学校朝鮮にかんする研究資料編集委員会，朝鮮大学校编 

［出版者］朝鮮大学校 

［出版日期］1965 

［丛编题名］朝鮮に関する研究資料 

［丛编题名］チョウセン ニ カンスル ケンキュウ シリョウ 第 12 集 



［主题词］農村/朝鮮 

 

 

［正题名］日本軍国主義と朝鮮 

［第一责任人］中川信夫著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1973 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 1948- 大韓民国 

［知识责任］中川信夫 著 

 

 

［正题名］朝鮮の平和的統一を妨げる「韓·日会談」 

［第一责任人］朝鮮大学校编 

［出版者］朝鮮大学校 

［出版日期］1962 

［丛编题名］朝鮮に関する研究資料 

［丛编题名］チョウセン ニ カンスル ケンキュウ シリョウ 第 6 集 

［附注内容］『韓·日会談」の本質について』(1961 年 4 月刊)の続編 

［主题词］朝鮮問題 

 

 

［正题名］解放朝鮮の歴史 

［第一责任人］D·W·コンデ著 

［译者］岡倉古志郎監訳 

［出版者］太平出版社 

［出版日期］1968 

［丛编题名］アメリカは何をしたか 

［丛编题名］アメリカ ワ ナニ オ シタカ D.W.コンデ著 1 

［知识责任］コンデ 著 

［知识责任］Conde 著 

［次知识责任］岡倉古志郎 訳 

 

 

［正题名］坂本龍馬のすべて 

［第一责任人］平尾道雄編 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1979.6 

［附注内容］坂本龍馬関係文献資料·坂本龍馬年譜:p251～281 

［知识责任］平尾道雄 編 

 

 

［正题名］朝鮮人強制連行の記録 

［第一责任人］朴慶植著 

［出版者］未来社 



［出版日期］1965 

［附注内容］刷の相違によりページ数の変更あり 

［主题词］強制労働 

［主题词］朝鮮人日本在留 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］朴慶植 著 

 

 

［正题名］ユンボギの日記 

［第一责任人］李潤福著 

［译者］塚本勲訳 

［出版者］太平出版社 

［出版日期］1965 

［附注内容］一般用 

［知识责任］李潤福 著 

［次知识责任］塚本勲 訳 

 

 

［正题名］慰霊と招魂 

［第一责任人］村上重良編著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］197 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 904 

［附注内容］参考文献: p221-222 

［主题词］神社 

［知识责任］村上重良 编著 

 

 

［正题名］ホワイトハウス 

［第一责任人］山田進一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1975 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-926 

［主题词］大統領 

［知识责任］山田進一 著 

 

 

［正题名］思想の現代的条件 

［第一责任人］真下信一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972 

［丛编题名］岩波新書 



［丛编题名］イワナミ シンショ 青-829 

［主题词］哲学 

［知识责任］真下信一 著 

 

 

［正题名］「おかげまいり」と「ええじゃないか」 

［第一责任人］藤谷俊雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 680 

［主题词］日本/歴史/江戸時代 

［主题词］伊勢神宮 

［主题词］日本/社会/歴史/江戸時代 

［知识责任］藤谷俊雄 著 

 

 

［正题名］科学は平和を求めて 

［第一责任人］柘植秀臣著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1954 

［知识责任］柘植秀臣 著 

 

 

［正题名］独裁と自由 

［第一责任人］岡本清一著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1952 

［主题词］民主主義 

［主题词］社会主義 

［主题词］独裁政治 

［主题词］議会政治 

［知识责任］岡本清一 著 

 

 

［正题名］アリラン峠の女 

［第一责任人］高峻石著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1974 

［知识责任］高峻石 著 

 

 

［正题名］在日朝鮮人の法的地位 

［第一责任人］在日朝鮮人の人権を守る会編 



［出版者］在日朝鮮人の人権を守る会出版局 

［出版日期］1964 

［附注内容］子書誌あり 

 

 

［正题名］私は口をきかない 

［第一责任人］塚原雄太編著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1976 

［主题词］夜間中学 

［知识责任］塚原雄太 编著 

 

 

［正题名］幼年時代 

［第一责任人］トルストイ作 

［译者］米川正夫譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤-356,841-842 

［知识责任］トルストイ 作 

［次知识责任］米川正夫 譯 

 

 

［正题名］水の上 

［第一责任人］モーパッサン作 

［译者］吉江喬松訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1927 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 216-217 

［知识责任］モーパッサン 作 

［次知识责任］吉江喬松 訳 

 

 

［正题名］光あるうちに光の中を歩め 

［第一责任人］トルストイ作 

［译者］米川正夫譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 375 

［附注内容］昭和三年版の頁付け: 107p 

［知识责任］トルストイ 作 



［次知识责任］米川正夫 譯 

 

 

［正题名］獅子座の流星群 

［第一责任人］ロマン·ロラン作 

［译者］片山敏彦訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 793 

［知识责任］ロマン·ロラン 作 

［次知识责任］片山敏彦 訳 

 

 

［正题名］ことばの花束 

［第一责任人］岩波文庫編集部編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 別冊-5, 35-005-1 

［主题词］引用句 

 

 

［正题名］日本民族史 

［第一责任人］和歌森太郎著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1963 

［丛编题名］グリーンベルト·シリーズ 

［丛编题名］グリーン ベルト シリーズ 31 

［知识责任］和歌森太郎 著 

 

 

［正题名］風の慟哭 

［第一责任人］金賛汀，方鮮姫著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1977 

［主题词］朝鮮人日本在留 

［主题词］外国人労働者 

［知识责任］方鮮姫 著 

［知识责任］金賛汀 著 

 

 

［正题名］朝鮮近代史 

［第一责任人］渡部学編 



［出版者］勁草書房 

［出版日期］1968 

［丛编题名］AA 叢書 

［丛编题名］AA ソウショ 

［丛编题名］A ソウショ 

［丛编题名］ ソウショ 6 

［主题词］朝鮮/歴史/李朝 

［主题词］朝鮮/歴史/日本統治時代 

［知识责任］渡部学 编 

 

 

［正题名］朝鮮人学校 

［第一责任人］来栖良夫著 

［出版者］太平出版社 

［出版日期］1968 

［丛编题名］太平選書 

［丛编题名］タイヘイ センショ 16 シリーズ/日本と朝鮮 

［主题词］民族教育 

［主题词］朝鮮人日本在留 

［知识责任］来栖良夫 著 

 

 

［正题名］雨の慟哭 

［第一责任人］金賛汀著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1979 

［主题词］朝鮮人日本在留 

［主题词］外国人労働者 

［主题词］土工 

［知识责任］金賛汀 著 

 

 

［正题名］火の慟哭 

［第一责任人］金賛汀著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1980 

［主题词］鉱山労働 

［主题词］朝鮮人日本在留 

［主题词］外国人労働者 

［知识责任］金賛汀 著 

 

 

［正题名］維新的人間像 

［第一责任人］奈良本辰也著 



［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1979 

［丛编题名］NHK ブックス 

［丛编题名］NHK ブックス 346 

［主题词］明治維新 

［主题词］日本/歴史/江戸末期 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］近世の民衆と芸能 

［第一责任人］京都部落史研究所編 

［出版者］阿吽社 

［出版日期］1989.4 

［附注内容］参考文献:p266～267 

［主题词］賤民 

［主题词］大衆演芸/歴史 

［主题词］芸能/歴史 

［主题词］部落問題/歴史 

 

 

［正题名］日暮硯紀行 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］信濃毎日新聞社 

［出版日期］1991.11 

［主题词］松代藩 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］日本を変えた!種子島の鉄砲とザビエルの十字架 

［第一责任人］石原結実著 

［出版者］青萠堂 

［出版日期］2000.9 

［主题词］種子島 

［知识责任］石原結實 著 

 

 

［正题名］世界史における現在 

［第一责任人］江口朴郎著 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1980.6 

［主题词］世界史 

［知识责任］江口朴郎 著 

 

 



［正题名］十六世紀華南事物誌 

［第一责任人］ガスパール·ダ·クルス著 

［译者］日埜博司訳 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1987.4 

［附注内容］文献:巻末 p1～9 

［主题词］中国/紀行·案内記 

［主题词］中国/歴史/明時代 

［知识责任］ガスパール·ダ·クルス 著 

［知识责任］Cruz 著 

［次知识责任］日埜博司 訳 

 

 

［正题名］高杉晋作 

［第一责任人］冨成博著 

［出版者］長周新聞社 

［出版日期］1979.5 

［附注内容］高杉晋作年譜: p380-388 

［知识责任］冨成博 著 

 

 

［正题名］好太王碑の謎 

［第一责任人］李進煕著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1985.7 

［丛编题名］講談社文庫 

［丛编题名］コウダンシャ ブンコ 

［附注内容］好太王陵碑研究年表：p288～299 

［主题词］日本/歴史/古代 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史/古代 

［主题词］金石·金石文/朝鮮 

［知识责任］李進煕 著 

 

 

［正题名］二十世紀をあゆむ 

［第一责任人］山川菊栄著 

［出版者］大和書房 

［出版日期］1978.10 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］婦人問題 

［知识责任］山川菊栄 著 

 

 

［正题名］山内容堂 



［第一责任人］平尾道雄著 

［译者］日本歴史学会編 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1961.9 

［丛编题名］人物叢書 

［丛编题名］ジンブツ ソウショ 日本歴史学会編 75 

［附注内容］略年譜·主要参考文献: p252-258 

［知识责任］平尾道雄 著 

 

 

［正题名］アジアの聖と賎 

［第一责任人］野間宏，沖浦和光著 

［出版者］人文書院 

［出版日期］1983.4 

［主题词］階級 

［主题词］社会的差別 

［知识责任］野間宏 著 

［知识责任］沖浦和光 著 

 

 

［正题名］斎宮女御徽子女王 

［第一责任人］山中智恵子著 

［出版者］大和書房 

［出版日期］1976 

［附注内容］巻末:斎宮女御徽子女王略年譜·参考文献 

［知识责任］山中智恵子 著 

 

 

［正题名］江戸の遊女 

［第一责任人］石井良助著 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1989.12 

［丛编题名］江戸時代漫筆 

［丛编题名］エド ジダイ マンピツ 石井良助著 第 2 

［附注内容］復刊の序(1989 年 10 月 1 日)に「第 3 版」の表記あり 

［主题词］法制史/日本 

［主题词］日本/歴史/江戸時代 

［知识责任］石井良助 著 

 

 

［正题名］日本派閥考 

［第一责任人］奈良本辰也編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1980.12 



［主题词］日本/歴史/江戸末期 

［主题词］明治維新 

［知识责任］奈良本辰也 编 

 

 

［正题名］朝鮮人女工のうた 

［第一责任人］金賛汀著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-200 

［主题词］労働争議 

［主题词］岸和田紡績株式会社 

［主题词］婦人労働 

［主题词］朝鮮人日本在留 

［知识责任］金賛汀 著 

 

 

［正题名］歴史家の仕事 

［第一责任人］中塚明著 

［出版者］高文研 

［出版日期］2000.7 

［知识责任］中塚明 著 

 

 

［正题名］西光万吉 

［第一责任人］師岡佑行著 

［出版者］清水書院 

［出版日期］1992.3 

［丛编题名］Century books 人と思想 110 

［附注内容］西光万吉の肖像あり 

［附注内容］西光万吉年譜: p225-239 

［附注内容］参考文献: p240-245 

［知识责任］師岡佑行 著 

 

 

［正题名］十五年戦争と平和教育 

［第一责任人］黒羽清隆著 

［出版者］地歴社 

［出版日期］1983.10 

［主题词］歴史教育 

［主题词］日中戦争 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］黒羽清隆 著 



 

 

［正题名］中野重治訪問記 

［第一责任人］松尾尊兌著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1999.2 

［知识责任］松尾尊兊 著 

 

 

［正题名］満鉄調査部綜合調査報告集 

［第一责任人］野間清 [ほか] 編 

［出版者］亜紀書房 

［出版日期］1982.1 

［主题词］南満州鉄道株式会社.調査部 

［主题词］満州/経済 

［主题词］中国北部/経済 

［知识责任］野間清 编 

 

 

［正题名］ペトルス·ヒスパーヌス論理学綱要 

［第一责任人］山下正男著 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1981.2 

［附注内容］『論理学綱要』の翻訳:p113～438 

［主题词］論理学 

［知识责任］山下正男 著 

 

 

［正题名］知識人層と社会 

［第一责任人］会田雄次，中村賢二郎編 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1978.10 

［主题词］知識階級 

［知识责任］会田雄次 编 

［知识责任］中村賢二郎 编 

 

 

［正题名］歴史と風景 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］芸艸堂 

［出版日期］1983.10 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 



［正题名］歴史における政治と民衆 

［第一责任人］日本史論叢会編 

［出版者］日本史論叢会 

［出版日期］1986.1 

［附注内容］北山茂夫著作目録:p807～817 

［主题词］日本/歴史 

 

 

［正题名］中岡慎太郎全集 

［第一责任人］中岡慎太郎著 

［译者］宮地佐一郎編集·解説 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1991.6 

［附注内容］中岡慎太郎年譜: p[701]-727 

［附注内容］中岡慎太郎関係書誌: p[729]-737 

［附注内容］人名·事項索引: p[1]-12(巻末) 

［附注内容］全 1 巻 

［知识责任］中岡慎太郎 著 

［次知识责任］宮地佐一郎 编集·解说 

 

 

［正题名］假名草子集 

［第一责任人］前田金五郎，森田武校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.5 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 90 

［附注内容］監修:高木市之助[ほか] 

［知识责任］前田金五郎 校注 

［知识责任］森田武 校注 

 

 

［正题名］近世随想集 

［第一责任人］中村幸彦[ほか]校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.9 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 96 

［附注内容］監修:高木市之助[ほか] 

［知识责任］中村幸彦 校注 

［知识责任］柳沢淇園 校注 

［知识责任］清田清絢 校注 

［知识责任］近衛家煕 校注 

［知识责任］野村貴次 校注 



［知识责任］田能村竹田 校注 

［知识责任］麻生磯次 校注 

 

 

［正题名］労働統計要覧 

［第一责任人］労働省大臣官房政策調査部编 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1971 

［主题词］労働問題/日本/統計 

 

 

［正题名］日米通商の将来 

［第一责任人］尾関通允著 

［出版者］日新報道 

［出版日期］1973 

［主题词］日本/貿易/アメリカ合衆国 

［知识责任］尾関通允 1925ー 著 

 

 

［正题名］現代帝国主義の構造改革 

［第一责任人］佐藤昇著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1961 

［丛编题名］叢書戦後資本主義の分析 

［丛编题名］ソウショ センゴ シホン シュギ ノ ブンセキ 

［知识责任］佐藤昇 著 

 

 

［正题名］現代帝国主義の構造 

［第一责任人］杉田正夫著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1960 

［丛编题名］叢書戦後資本主義の分析 

［丛编题名］ソウショ センゴ シホン シュギ ノ ブンセキ 

［知识责任］杉田正夫 著 

 

 

［正题名］婦人労働の実情 

［第一责任人］労働省婦人少年局編 

［出版者］労働省婦人少年局 

［出版日期］1974 

［丛编题名］婦人労働資料 

［丛编题名］フジン ロウドウ シリョウ 

［主题词］婦人労働 



 

 

［正题名］低開発国経済援助論 

［第一责任人］渡辺利夫著 

［出版者］アジア経済研究所 アジア経済出版局(発売) 

［出版日期］1969 

［丛编题名］アジアを見る眼 

［丛编题名］アジア オ ミル メ 33 

［附注内容］監修: 原覚天 

［附注内容］参考文献: p190-194 

［主题词］後進国開発 

［主题词］経済援助 

［知识责任］渡辺利夫 著 

 

 

［正题名］虹 

［第一责任人］ワンダ·ワシレーフスカヤ [著] 

［译者］袋一平譯 

［出版者］日本社 

［出版日期］1946.12 

［丛编题名］現代世界文學選 

［丛编题名］ゲンダイ セカイ ブンガクセン 1 

［知识责任］ワシレーフスカヤ [著] 

［知识责任］Wasilewska [著] 

［次知识责任］袋一平 譯 

 

 

［正题名］動員された醫者の記録 

［第一责任人］セルゲイ·ベリャーエフ著 

［译者］上脇進譯 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1938.5 

［知识责任］セルゲイ·ベリャーエフ 

［次知识责任］上脇進 譯 

 

 

［正题名］植民地航路 

［第一责任人］フヨードル·グラチョーフ著 

［译者］沖山巍訳 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1952 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］グラチョーフ 著 

［知识责任］Gratev 著 



［次知识责任］沖山巍 訳 

 

 

［正题名］七日目の夜 

［第一责任人］ラディスラヴ·ムニャチコ著 

［译者］栗栖継訳 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1969 

［丛编题名］Kawade world books 

［主题词］チェコスロバキア事件 

［知识责任］ムニャチコ 著 

［次知识责任］栗栖継 訳 

 

 

［正题名］日本鉄鋼業の再編成 

［第一责任人］市川弘勝著 

［出版者］新評論 

［出版日期］1969 

［主题词］鉄鋼業 

［知识责任］市川弘勝 著 

 

 

［正题名］転機に立つ日本資本主義 

［第一责任人］大内秀明著 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1970 

［主题词］日本/経済 

［知识责任］大内秀明 著 

 

 

［正题名］わが外交の近況 

［第一责任人］外務省編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1974 

［附注内容］年表 

［附注内容］第 31 号以降は外交青書と改題, <BN01367050>参照 

［附注内容］外務省発行のものは<BN00768293>をみよ 

［主题词］日本/外国関係 

 

 

［正题名］石油産業の現状 

［第一责任人］通商産業省鉱山石炭局石油計画課·石油業務課編 

［出版者］石油通信社 

［出版日期］1970.11 



［附注内容］附:石油業法の解説 

［主题词］石油産業 

 

 

［正题名］戦後日本の経営理念史 

［第一责任人］中瀬寿一著 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1967.1 

［丛编题名］新文化選書 

［丛编题名］シンブンカ センショ 

［主题词］経営/歴史 

［知识责任］中瀬寿一 著 

 

 

［正题名］回想の陸上自衛隊 

［第一责任人］天野良英著 

［出版者］軍事研究社 

［出版日期］1970 

［附注内容］月刊誌「軍事研究」に昭和 44 年 4 月から 13 回にわたって連載したもの 

［主题词］陸上自衛隊 

［知识责任］天野良英 著 

 

 

［正题名］防衛年鑑 

［第一责任人］防衛年鑑刊行会編著 

［出版者］防衛年鑑刊行会 

［出版日期］1961 

［主题词］国防/年鑑 

 

 

［正题名］日本の情報産業 

［第一责任人］YTV 情報産業研究グループ編 

［出版者］サイマル出版会 

［出版日期］1975 

［主题词］情報産業 

 

 

［正题名］70 年代の対共産圏·東南アジア通商政策の方向 

［第一责任人］通商産業省通商局，市場第三課·市場第四課編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1972.9 

［附注内容］産業構造審議会国際経済部会編集 

［主题词］日本/貿易/共産圏 

［主题词］日本/貿易/東南アジア 



 

 

［正题名］明治文化研究 

［第一责任人］明治文化研究會編 

［出版者］學而書院 

［出版日期］1935 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［附注内容］子書誌あり 

 

 

［正题名］シンポジウム日本歴史 

［第一责任人］荒井信一著 

［出版者］學生社 

［出版日期］[19 ?] 

［附注内容］井上光貞[ほか]企画委員 

［知识责任］荒井信一 著 

 

 

［正题名］明治のバックボーン 

［第一责任人］松永昌三著 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1967.11 

［丛编题名］角川新書 

［丛编题名］カドカワ シンショ 232 

［知识责任］松永昌三 著 

 

 

［正题名］自由民權と絶對主義 

［第一责任人］信夫清三郎 [著] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1949.12 

［丛编题名］社會構成史体系 

［丛编题名］シャカイ コウセイシ タイケイ 第 1 部 日本社會構成の發展 

［主题词］自由民権運動 

［知识责任］信夫清三郎 著 

 

 

［正题名］日本帝国主義の構造 

［第一责任人］小野義彦執筆 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1963.5 

［丛编题名］現代帝国主義講座 

［丛编题名］ゲンダイ テイコクシュギ コウザ 井汲卓一 [ほか] 編 4 

［主题词］帝国主義 



［知识责任］小野義彦 執筆 

［知识责任］井汲卓一 執筆 

 

 

［正题名］明治文化研究論叢 

［第一责任人］明治文化研究会編 

［出版者］一元社 

［出版日期］1934.4 

［正题名］明治文化全集 

［第一责任人］吉野作造 [編] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1927 

［附注内容］奥付の表示:編集担当代表者:吉野作造 

［知识责任］吉野作造 編 

 

 

［正题名］湖南事件 

［第一责任人］尾佐竹猛著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-68 

［知识责任］尾佐竹猛 著 

 

 

［正题名］日本基督教社會文化史 

［第一责任人］松宮一也著 

［出版者］新紀元社 

［出版日期］1948.6 

［知识责任］松宮一也 

 

 

［正题名］教育法令 

［第一责任人］文部大臣官房文書課 [編] 

［出版者］[文部大臣官房文書課] 

［出版日期］1958 

［附注内容］明治 33 年-明治 35 年 : 文部省總務局文書課[編] 

［主题词］教育法 

 

 

［正题名］基督抹殺論 

［第一责任人］幸徳秋水著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.9 



［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 5273-5274,青(33)-125-5 

［主题词］キリスト教/論説 

［知识责任］幸徳秋水 著 

 

 

［正题名］兆民先生 

［正题名］兆民先生行状記 

［第一责任人］幸徳秋水著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.7 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 白-補-8,6276, 青(33)-125-4 

［知识责任］幸徳秋水 著 

 

 

［正题名］明治大正反戦運動史 

［第一责任人］松下芳男著 

［出版者］草美社 

［出版日期］1949 

［主题词］社会運動/歴史 

［知识责任］松下芳男 著 

 

 

［正题名］対外経済協力大系 

［第一责任人］鹿島平和研究所編 

［出版者］鹿島研究所出版会 

［出版日期］1973 

［正题名］同時代史 

［第一责任人］三宅雪嶺著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1949 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］三宅雪嶺 著 

 

 

［正题名］三酔人経綸問答 

［第一责任人］中江兆民著 

［译者］桑原武夫，島田虔次訳·校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 6773-6775, 青(33)-110-1, 青-385 

［附注内容］第 22 刷は 268p 



［主题词］政治思想/日本/歴史/明治時代 

［知识责任］中江兆民 著 

［次知识责任］桑原武夫 訳·校注 

［次知识责任］島田虔次 訳·校注 

 

 

［正题名］中江兆民評論集 

［第一责任人］中江兆民著 

［译者］松永昌三編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1993.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青(33)-110-2 

［知识责任］中江兆民 著 

［次知识责任］松永昌三 編 

 

 

［正题名］帝國主義論 

［第一责任人］[ポール·エス·ラインシュ著] 

［译者］高田早苗譯 

［出版者］東京專門學校出版部 

［出版者］博文館(発売) 

［出版日期］1959 

［丛编题名］早稲田小篇 

［丛编题名］ワセダ ショウヘン 

［知识责任］ラインシュ 著 

［知识责任］Reinsch 著 

［次知识责任］高田早苗 譯 

 

 

［正题名］ツンベルグ日本紀行 

［第一责任人］山田珠樹譯註 

［出版者］雄松堂書店 

［出版日期］1966.9 

［丛编题名］異國叢書 

［丛编题名］イコク ソウショ 

［知识责任］山田珠樹 譯註 

 

 

［正题名］東洋自由新聞 

［第一责任人］西田長寿著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1964.12 

［附注内容］前付頁に乱丁あり 



［附注内容］自創刊第 1 号-至終巻第 34 号(明治 14 年 3,4 月発行) 

［主题词］自由民権運動 

［知识责任］西田長寿 著 

 

 

［正题名］復刻東雲新聞 

［第一责任人］部落解放研究所編 

［出版者］部落解放研究所 

［出版日期］1977 

［附注内容］監修:原田伴彦,村越末男 

［附注内容］別巻:論稿·索引 

［附注内容］別巻(1977.3)の大きさ: 27cm 

［主题词］新聞/歴史 

［主题词］ジャーナリズム/歴史 

 

 

［正题名］日本古典文學大系索引 

［第一责任人］岩波書店編集部编 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［附注内容］索引は日本古典文学大系別巻 

［附注内容］索引(67-100 巻): 第 1 刷昭和 43 年 2 月刊は「非売品」とあり(奥付による) 

［附注内容］その他の書名は索引の背·奥付による 

 

 

［正题名］近世思想家文集 

［第一责任人］家永三郎[ほか]校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.6 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 97 

［附注内容］監修: 高木市之助[ほか] 

［知识责任］家永三郎 校注 

［知识责任］伊藤仁斎 校注 

［知识责任］本居宣長 校注 

［知识责任］石田梅岩 校注 

［知识责任］富永仲基 校注 

［知识责任］安藤昌益 校注 

 

 

［正题名］曽我物語 

［第一责任人］市古貞次，大島建彦校注 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1966.1 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 88 

［附注内容］監修:高木市之助[ほか] 

［知识责任］市古貞次 校注 

［知识责任］大島建彦 校注 

 

 

［正题名］假名法語集 

［第一责任人］宮坂宥勝校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.8 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 83 

［附注内容］監修:高木市之助ほか 

［知识责任］宮坂宥勝 校注 

［知识责任］源信 校注 

［知识责任］法然 校注 

［知识责任］覚海 校注 

［知识责任］明恵 校注 

［知识责任］道範 校注 

［知识责任］智真 校注 

［知识责任］一圓 校注 

［知识责任］知道 校注 

［知识责任］北畠親房 校注 

［知识责任］鈴木正三 校注 

［知识责任］以空 校注 

［知识责任］法住 校注 

［知识责任］慈雲 校注 

 

 

［正题名］沙石集 

［第一责任人］渡邊綱也校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.5 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 85 

［附注内容］監修:高木市之助ほか 

［知识责任］渡辺綱也 校注 

 

 

［正题名］愚管抄 

［第一责任人］岡見正雄，赤松俊秀校注 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1967.1 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 86 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［知识责任］岡見正雄 校注 

［知识责任］赤松俊秀 校注 

 

 

［正题名］古今著聞集 

［第一责任人］永積安明，島田勇雄校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.3 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 84 

［附注内容］監修:高木市之助[ほか] 

［知识责任］永積安明 校注 

［知识责任］島田勇雄 校注 

 

 

［正题名］近世和歌集 

［第一责任人］高木市之助，久松潜一校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.8 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 93 

［附注内容］監修: 高木市之助[ほか] 

［知识责任］高木市之助 校注 

［知识责任］久松潜一 校注 

 

 

［正题名］近世文學論集 

［第一责任人］中村幸彦校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.12 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 94 

［附注内容］監修: 高木市之助[ほか] 

［知识责任］中村幸彦 校注 

［知识责任］荷田在満 校注 

［知识责任］賀茂真淵 校注 

［知识责任］本居宣長 校注 

［知识责任］香川景樹 校注 

［知识责任］内山真弓 校注 

［知识责任］荻生徂徠 校注 



［知识责任］祇園南海 校注 

［知识责任］山本北山 校注 

［知识责任］広瀬淡窓 校注 

 

 

［正题名］近世俳句俳文集 

［第一责任人］阿部喜三男，麻生磯次校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.7 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 92 

［附注内容］監修: 高木市之助[ほか] 

［知识责任］阿部喜三男 校注 

［知识责任］麻生磯次 校注 

 

 

［正题名］浮世草子集 

［第一责任人］野間光辰校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.11 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 91 

［附注内容］監修: 高木市之助[ほか] 

［知识责任］野間光辰 校注 

［知识责任］夜食時分 校注 

［知识责任］江島其磧 校注 

［知识责任］西沢一風 校注 

 

 

［正题名］懷風藻 

［正题名］文華秀麗集 

［正题名］本朝文粹 

［第一责任人］小島憲之校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.6 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 69 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［知识责任］小島憲之 校注 

 

 

［正题名］ソヴェト文学史 

［第一责任人］除村吉太郎編 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1952 

［丛编题名］岩波現代叢書 

［丛编题名］イワナミ ゲンダイ ソウショ 

［知识责任］除村吉太郎 編 

 

 

［正题名］ミケルアンジェロの生涯 

［第一责任人］ロマン·ローラン原著 

［译者］古川達雄訳 

［出版者］二見書房 

［出版日期］1941.7 

［附注内容］付:ミケランジェロの詩 

［附注内容］文献:329-333p 

［主题词］芸術イタリア 

［知识责任］ローラン 著 

［知识责任］Rolland 著 

［次知识责任］古川達雄 訳 

 

 

［正题名］ダニエラの日記 

［第一责任人］カ·ツェトニック著 

［译者］蕗沢紀志夫訳 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1963.10 

［丛编题名］Kawade paperbacks 

［丛编题名］Kawade paperbacks 

［知识责任］ツェトニック 著 

［知识责任］Ka-tzetnik 著 

［次知识责任］蕗沢紀志夫 訳 

 

 

［正题名］会津八一全集 

［第一责任人］安藤更生[ほか]編纂 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1958 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］第 1 巻:研究上. 第 2 巻:研究中. 第 3 巻:研究下. 第 4 巻:短歌上. 第 5 巻:

短歌下.   第 6 巻:随筆. 第 7 巻:日記·雑纂. 第 8 巻:書簡上. 第 9 巻:書簡下. 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］安藤更生 編纂 

 

 

［正题名］山の民 

［第一责任人］江馬修著 



［出版者］春秋社 

［出版日期］1997.6 

［附注内容］地図(折込)各 1 枚 

［知识责任］江馬修 著 

 

 

［正题名］小林多喜二日記 

［第一责任人］小林三吾編 

［出版者］ほるぷ出版 

［出版日期］1980.4 

［丛编题名］小林多喜二文学館 

［丛编题名］コバヤシ タキジ ブンガクカン 初版本による複刻全集 ショハンボン ニヨル 

フッコク ゼンシュウ 

［附注内容］ナウカ社昭和 11 年刊の複製 

［知识责任］小林多喜二 著 

［知识责任］小林三吾 編 

 

 

［正题名］山民 

［第一责任人］(日) 江马修著 

［译者］卞立強译 

［出版者］上海译文出版社 

［出版日期］1980.2 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］江馬修 著 

［次知识责任］卞立強 译 

 

 

［正题名］本郷村善九郎 

［第一责任人］江馬修著 

［出版者］冬芽書房 

［出版日期］1950.3 

［知识责任］江馬修 著 

 

 

［正题名］最後の章 

［第一责任人］アーニーイ·パイル［著］ 

［译者］瀧口修三訳 

［出版者］青磁社 

［出版日期］1950.2 

［主题词］世界大戦第二次 

［主题词］世界戦争 

［知识责任］パイル 著 

［知识责任］Pyle 著 



［次知识责任］滝口修造 訳 

 

 

［正题名］飛騨百姓騒動記 

［第一责任人］江馬修著 

［出版者］北溟社 

［出版日期］1973.6 

［丛编题名］江馬修作品集 

［丛编题名］エマ シュウ サクヒンシュウ 3 

［知识责任］江馬修 著 

 

 

［正题名］宮澤賢治集 

［第一责任人］宮澤賢治著 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1953 

［丛编题名］昭和文學全集 

［丛编题名］ショウワ ブンガク ゼンシュウ 14 

［附注内容］解説: 小倉豊文 

［附注内容］年譜: p369-382 

［知识责任］宮沢賢治 著 

 

 

［正题名］永遠のアンバー 

［第一责任人］キャスリン·ウィンザー著 

［译者］佐藤亮一訳 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1952 

［知识责任］ウィンザー 著 

［知识责任］Winsor 著 

［次知识责任］佐藤亮一 訳 

 

 

［正题名］トルキスタンへの旅 

［第一责任人］タイクマン著 

［译者］神近市子訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 59 

［附注内容］Journey to Turkestan.の翻訳 

［知识责任］タイクマン 著 

［知识责任］Teichman 著 

［次知识责任］神近市子 訳 



 

 

［正题名］ナンセン傳 

［第一责任人］A·G·ホール著 

［译者］林要譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1942.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤-85 

［知识责任］ホール 著 

［知识责任］Hall 著 

［次知识责任］林要 譯 

 

 

［正题名］ツーロン港 

［第一责任人］ジャン·リシャアル·ブロック著 

［译者］古垣鐵郎訳 

［出版者］東京出版 

［出版日期］1946 

［知识责任］ブロック 著 

［知识责任］Block 

［次知识责任］古垣鉄郎 訳 

 

 

［正题名］うま蜂 

［第一责任人］エテーリ·リリアン·ヴォイニッチ著 

［译者］山越史郎訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1952 

［知识责任］ヴォイニッチ 著 

［知识责任］Voynich 著 

［次知识责任］山越史郎 訳 

 

 

［正题名］湖畔 = Immensee 

［第一责任人］Theodor Storm 著 

［译者］星野慎一訳注 

［出版者］第三書房 

［出版日期］1953 

［丛编题名］ドイツ名作訳註叢書 

［丛编题名］ドイツ メイサク ヤクチュウ ソウショ 2 

［附注内容］遡及 

［知识责任］Storm 著 

［次知识责任］星野慎一 訳注 



 

 

［正题名］蜂起する人々 

［第一责任人］ジュール·ヴァレス著 

［译者］後藤達雄訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1951.3 

［知识责任］ジュール·ヴァレス 著 

［知识责任］VallèsJules 著 

［次知识责任］後藤達雄 訳 

 

 

［正题名］愛と死の肖像 

［第一责任人］淡徳三郎訳編 

［出版者］青銅社 

［出版日期］1950 

［知识责任］淡徳三郎 訳編 

 

 

［正题名］フランス革命 

［第一责任人］アルベール·ソブール著 

［译者］小場瀬卓三，渡邊淳訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-152 

［主题词］フランス革命 

［知识责任］ソブール 著 

［知识责任］Soboul 著 

［次知识责任］渡辺淳 訳 

［次知识责任］小場瀬卓三 訳 

 

 

［正题名］ソヴエトの外交 

［第一责任人］畑中政春著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-113 

［知识责任］畑中政春 著 

 

 

［正题名］現代の神話 

［第一责任人］B·ダンハム著 



［译者］泉誠一譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.6-1954.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-168,179 

［附注内容］Man against myth.の翻訳 

［知识责任］ダンハム 著 

［知识责任］Dunham 著 

［次知识责任］泉誠一 訳 

 

 

［正题名］生命の起源と生化学 

［第一责任人］オパーリン著 

［译者］江上不二夫編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 231 

［附注内容］在日中の講演「生命の起原」 他 4 篇,討論会記録(オパーリンと「生命起原」

懇談会発起人出席) 解説(石本真) 伝記(江上不二夫) 各 1 篇を集録 翻訳は高畠雅映等担

当 

［主题词］生化学 

［知识责任］オパーリン 著 

［知识责任］Oparin 著 

［次知识责任］江上不二夫 編 

 

 

［正题名］小説結婚登記 

［正题名］他四篇 

［第一责任人］趙樹理作 

［译者］小野忍訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-133 

［知识责任］趙樹理 作 

［次知识责任］小野忍 訳 

 

 

［正题名］今日のソ連 

［第一责任人］S·M·マントン著 

［译者］皆藤幸蔵訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.2 



［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-156 

［知识责任］マントン 著 

［知识责任］Manton 著 

［次知识责任］皆藤幸蔵 訳 

 

 

［正题名］女子勞働者 

［第一责任人］嶋津千利世著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-138 

［主题词］婦人労働 

［知识责任］嶋津千利世 著 

 

 

［正题名］びくともせぬ錫の兵隊 

［第一责任人］H·C·Andersen[著] 

［译者］荒木茂雄訳註 

［出版者］三修社 

［出版日期］1953.6 

［丛编题名］ドイツ語文庫 

［丛编题名］ドイツゴ ブンコ 1004 アンデルセン童話 

［附注内容］記述は第 6 版(1959.7)による 

［知识责任］Andersen 著 

［次知识责任］荒木茂雄 訳註 

 

 

［正题名］降伏なき民 

［第一责任人］ボリス·ゴルバートフ著 

［译者］黒田辰男訳 

［出版者］七星書院 

［出版日期］1946 

［丛编题名］現代ソ聯文學選 

［丛编题名］ゲンダイ ソレン ブンガク セン 1 

［知识责任］ゴルバートフ 著 

［知识责任］Gorbatov 著 

［次知识责任］黒田辰男 

 

 

［正题名］カンボジア最前線 

［第一责任人］熊岡路矢著 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1993.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 280 

［附注内容］巻末: 主要参考文献 (3p) 

［附注内容］巻末: カンボジア年表 (5p) 

［知识责任］熊岡路矢 著 

 

 

［正题名］チェルノブイリ 

［第一责任人］R·P·ゲイル，T·ハウザー著 

［译者］吉本晋一郎訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 51 

［主题词］原子力発電 

［主题词］原子力災害 

［主题词］放射線障害 

［知识责任］ゲイル 著 

［知识责任］Gale 著 

［知识责任］ハウザー 著 

［知识责任］Hauser 著 

［次知识责任］吉本晋一郎 訳 

 

 

［正题名］道頓堀裁判 

［第一责任人］牧英正著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1981.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-170 

［主题词］道頓堀 

［主题词］行政争訟 

［主题词］河川行政 

［主题词］土地所有権 

［知识责任］牧英正 著 

 

 

［正题名］ローヌ河歴史紀行 

［第一责任人］笹本駿二著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1980.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-132 



［主题词］フランス/紀行 

［主题词］ローヌ川 

［知识责任］笹本駿二 著 

 

 

［正题名］幻の声 

［第一责任人］白井久夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 236 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］原子爆弾 

［知识责任］白井久夫 著 

 

 

［正题名］戦争と美術 

［第一责任人］司修著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 237 

［附注内容］参考文献: p203-208 

［主题词］戦争画 

［知识责任］司修 著 

 

 

［正题名］ニュートン 

［第一责任人］島尾永康著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 88 

［附注内容］ニュートン年譜: p205-212 

［知识责任］島尾永康 著 

 

 

［正题名］壬申の内乱 

［第一责任人］北山茂夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 56 

［附注内容］略年表: p216-228 



［主题词］壬申の乱 

［知识责任］北山茂夫 著 

 

 

［正题名］修道院 

［第一责任人］今野國雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1981.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-151 

［主题词］修道院 

［知识责任］今野國雄 著 

 

 

［正题名］茶の文化史 

［第一责任人］村井康彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-89 

［主题词］茶道/歴史 

［知识责任］村井康彦 著 

 

 

［正题名］モンテーニュ 

［第一责任人］原二郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1980.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 120 

［附注内容］モンテーニュの肖像あり 

［附注内容］年譜: p199-209 

［知识责任］原二郎 著 

 

 

［正题名］希望のヒロシマ 

［第一责任人］平岡敬著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1996.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 452 

［主题词］原水爆禁止運動 

［主题词］原子爆弾/被害 

［主题词］平和 



［主题词］原子爆弾 

［主题词］原水爆禁止運動 

［知识责任］平岡敬 

 

 

［正题名］フランスの憂鬱 

［第一责任人］清水弟著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 240 

［附注内容］巻末: 略年表第五共和制発足からミッテラン時代まで (6p) 

［主题词］フランス 

［知识责任］清水弟 著 

 

 

［正题名］小津安二郎 

［第一责任人］浜野保樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1993.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 265 

［附注内容］巻末: 参考文献 (7p) 

［知识责任］浜野保樹 著 

 

 

［正题名］ジャンヌ·ダルクと蓮如 

［第一责任人］大谷暢順著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1996.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 439 

［附注内容］略年表: p225-229 

［知识责任］大谷暢順 著 

 

 

［正题名］謎解き洛中洛外図 

［第一责任人］黒田日出男著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1996.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 435 

［附注内容］主要参考文献: p207-213 

［主题词］洛中洛外図 



［知识责任］黒田日出男 著 

 

 

［正题名］現代を読む 

［第一责任人］佐高信著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 243 

［附注内容］巻末: この本で取り上げた 100 冊 (4p) 

［主题词］読書 

［知识责任］佐高信 著 

 

 

［正题名］近代の超克 

［第一责任人］河上徹太郎 [ほか] 著 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1979.2 

［丛编题名］冨山房百科文庫 

［丛编题名］フザンボウ ヒャッカ ブンコ 23 

［主题词］日本思想/歴史/明治以後 

［主题词］日本と西洋 

［知识责任］河上徹太郎 著 

 

 

［正题名］現代のプライバシー 

［第一责任人］堀部政男著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1980.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-130 

［主题词］プライバシー 

［知识责任］堀部政男 著 

 

 

［正题名］内村鑑三 

［第一责任人］鈴木範久著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 287 

［知识责任］鈴木範久 著 

 

 



［正题名］中世の開幕 

［第一责任人］林屋辰三郎著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1976.4 

［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 425 新書日本史 3 

［附注内容］年表: p208-215 

［知识责任］林屋辰三郎 著 

 

 

［正题名］明治維新三大政治家 

［第一责任人］池辺三山[述] 

［译者］滝田樗陰編 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1975.11 

［丛编题名］中公文庫 

［丛编题名］チュウコウ ブンコ 

［知识责任］池辺三山 [述] 

［次知识责任］滝田樗陰 編 

 

 

［正题名］コンスタンティノープル千年 

［第一责任人］渡辺金一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1985.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-304 

［主题词］ビザンチン帝国 

［主题词］イスタンブール/歴史 

［知识责任］渡辺金一 著 

 

 

［正题名］生命を探る 

［第一责任人］江上不二夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1980.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-112 

［主题词］生命 

［知识责任］江上不二夫 著 

 

 

［正题名］冤罪 

［第一责任人］後藤昌次郎著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-81 

［主题词］刑事事件 

［知识责任］後藤昌次郎 著 

 

 

［正题名］都市と交通 

［第一责任人］岡並木著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1981.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-155 

［主题词］都市交通 

［知识责任］岡並木 著 

 

 

［正题名］自由民主主義は生き残れるか 

［第一责任人］C·B·マクファーソン著 

［译者］田口富久治訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-60 

［主题词］民主主義 

［主题词］自由 

［知识责任］マクファーソン 著 

［知识责任］Macpherson 著 

［次知识责任］田口富久治 訳 

 

 

［正题名］倭国の世界 

［第一责任人］上田正昭著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1976.2 

［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 423 新書日本史 1 

［主题词］邪馬台国 

［知识责任］上田正昭 著 

 

 

［正题名］政治改革 

［第一责任人］山口二郎著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1993.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 281 

［附注内容］参考文献: p216-217 

［附注内容］巻末: 政治改革年表 (2p) 

［知识责任］山口二郎 著 

 

 

［正题名］日本における近代国家の成立 

［第一责任人］E·H·ノーマン著 

［译者］大窪愿二訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1993.1 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青(33)-437-2 

［附注内容］底本: 「日本における近代国家の成立」(「ハーバート·ノーマン全集」第 1

巻(岩波書店 1977 年刊)所収) 

［附注内容］参考文献: p320～332 

［附注内容］附: ノーマン史学の評価の問題(遠山茂樹) 

［知识责任］ノーマン 著 

［知识责任］Norman 著 

［次知识责任］大窪愿二 訳 

 

 

［正题名］血圧の話 

［第一责任人］尾前照雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1996.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 447 

［主题词］血圧 

［知识责任］尾前照雄 著 

 

 

［正题名］気になることば 

［第一责任人］中村雄二郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版-276 術語集 [1] 

［附注内容］文献: p201-215 

［附注内容］『術語集 2』(1997 年発行)の前書きにより、術語集[1]の扱いとなる 

［主题词］哲学 



［知识责任］中村雄二郎 著 

 

 

［正题名］日本の階級構成 

［第一责任人］大橋隆憲編著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-789 

［主题词］階級 

［知识责任］大橋隆憲 編著 

 

 

［正题名］私の戦後史 

［第一责任人］袴田里見著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1978.12 

［附注内容］年表: p301-343 

［主题词］日本共産党 

［知识责任］袴田里見 著 

 

 

［正题名］昭和史再考 

［第一责任人］いいだもも著 

［出版者］創樹社 

［出版日期］1979.2 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］いいだもも 著 

 

 

［正题名］水俣病は終っていない 

［第一责任人］原田正純著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1985.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-293 

［主题词］水俣病 

［知识责任］原田正純 著 

 

 

［正题名］太平洋戦争の歴史 

［第一责任人］黒羽清隆著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1985 



［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 778 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］黒羽清隆 著 

 

 

［正题名］律令制の虚実 

［第一责任人］村井康彦著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1976.3 

［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 424 新書日本史 2 

［附注内容］年表: p234-238 

［主题词］律令 

［知识责任］村井康彦 著 

 

 

［正题名］ことばと国家 

［第一责任人］田中克彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1981.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-175 

［主题词］言語 

［主题词］言語学 

［知识责任］田中克彦 著 

 

 

［正题名］近代の潮流 

［第一责任人］飛鳥井雅道著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1976.8 

［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 429 新書日本史 7 

［附注内容］年表:p.186-197 

［知识责任］飛鳥井雅道 著 

 

 

［正题名］改革と維新 

［第一责任人］原田伴彦著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1976.7 

［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 428 新書日本史 6 



［附注内容］参考文献·年表: p203-211 

［主题词］藩制改革 

［主题词］明治維新 

［知识责任］原田伴彦 著 

 

 

［正题名］近世の日本 

［第一责任人］高尾一彦著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1976.6 

［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 427  新書日本史 5 

［附注内容］参考文献·年表:p.208-217 

［知识责任］高尾一彦 著 

 

 

［正题名］美の近代 

［第一责任人］粟津則雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1986.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-353 

［主题词］芸術家 

［知识责任］粟津則雄 著 

 

 

［正题名］私の大学 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1966.6 

［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 79 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］万葉群像 

［第一责任人］北山茂夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1980.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 140 

［附注内容］略年表: p215-218 

［主题词］万葉集/歌人 

［知识责任］北山茂夫 著 



 

 

［正题名］月に祈る 

［第一责任人］いまい·げんじ編著 

［出版者］[出版社不详] 

［出版日期］1990.2 

［附注内容］取次所: 引揚を記念する舞鶴全国友の会 

［附注内容］大木英一の肖像あり 

［主题词］引揚者 

［主题词］引揚 

［知识责任］いまい·げんじ 編著 

 

 

［正题名］口伝亜砒焼き谷 

［第一责任人］川原一之著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1980.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 137 

［主题词］鉱害 

［知识责任］川原一之 著 

 

 

［正题名］教育とは何かを問いつづけて 

［第一责任人］大田尭著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 217 

［主题词］日本/教育/歴史/昭和時代 

［知识责任］大田尭 著 

 

 

［正题名］イスラーム哲学の原像 

［第一责任人］井筒俊彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1980.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 119 

［主题词］アラビア哲学 

［知识责任］井筒俊彦 著 

 

 

［正题名］歴史的環境 



［第一责任人］木原啓吉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-216 

［主题词］町屋 

［主题词］文化財保護 

［知识责任］木原啓吉 著 

 

 

［正题名］明治大正の民衆娯楽 

［第一责任人］倉田喜弘著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1980.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-114 

［附注内容］付:略年表 

［主题词］大衆演芸/歴史 

［主题词］芸能 

［知识责任］倉田喜弘 著 

 

 

［正题名］オーギュスト·コント 

［第一责任人］清水幾太郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 59 

［附注内容］文献案内: p213-217 

［知识责任］清水幾太郎 著 

 

 

［正题名］ドストエフスキー 

［第一责任人］江川卓著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-286 

［附注内容］巻末:ドストエフスキー関係年表 

［知识责任］江川卓 著 

 

 

［正题名］地方自治法 

［第一责任人］兼子仁著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄 283 

［主题词］地方自治法 

［知识责任］兼子仁 著 

 

 

［正题名］戦乱と一揆 

［第一责任人］上島有著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1976.5 

［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 426 新書日本史 4 

［附注内容］年表: p202-212 

［知识责任］上島有 著 

 

 

［正题名］明治維新 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1974.7 

［丛编题名］中公文庫 

［丛编题名］チュウコウ ブンコ 日本の歴史 20 

［附注内容］年表:[p.452-455] 

［附注内容］索引:p.456-460 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］スペイン現代史 

［第一责任人］若松隆著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 217 

［附注内容］参考文献: p231-232 

［附注内容］巻末: スペイン現代史略年表 (5p) 

［知识责任］若松隆 著 

 

 

［正题名］行政指導 

［第一责任人］新藤宗幸著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.3 



［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 218 

［附注内容］参考文献: p207-211 

［主题词］行政指導 

［主题词］行政指導 

［知识责任］新藤宗幸 著 

 

 

［正题名］ロシア経済事情 

［第一责任人］小川和男著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1998.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 589 

［知识责任］小川和男 著 

 

 

［正题名］日本人はなぜ英語ができないか 

［第一责任人］鈴木孝夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1999.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 622 

［主题词］英語教育 

［知识责任］鈴木孝夫 著 

 

 

［正题名］現代日本の保守政治 

［第一责任人］内田健三著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1989.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 61 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［知识责任］内田健三 著 

 

 

［正题名］スイスを愛した人びと 

［第一责任人］笹本駿二著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 46 

［主题词］ヨーロッパ/伝記 



［主题词］スイス 

［知识责任］笹本駿二 著 

 

 

［正题名］ことば散策 

［第一责任人］山田俊雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1999.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 628 

［主题词］日本語 

［知识责任］山田俊雄 著 

 

 

［正题名］憲法と国家 

［第一责任人］樋口陽一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1999.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 626 

［主题词］憲法 

［主题词］国家と個人 

［知识责任］樋口陽一 著 

 

 

［正题名］経済学の考え方 

［第一责任人］宇沢弘文著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1989.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 53 

［主题词］経済学 

［知识责任］宇沢弘文 著 

 

 

［正题名］戦後ドイツ 

［第一责任人］三島憲一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 158 

［附注内容］巻末: 年表 (8p) 

［主题词］ドイツ/歴史 

［主题词］ドイツ哲学/歴史 



［主题词］知識階級/ドイツ 1949-1990 ドイツ連邦共和国 

［知识责任］三島憲一 著 

 

 

［正题名］藤原定家の時代 

［第一责任人］五味文彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 178 

［附注内容］年表: 巻末 p1-2 

［主题词］明月記 

［主题词］日本/文化/歴史/鎌倉時代 

［知识责任］五味文彦 著 

 

 

［正题名］キャッチフレーズの戦後史 

［第一责任人］深川英雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 195 

［附注内容］巻末: 戦後キャッチフレーズ 500 選(昭和 20～63 年) (16p) 

［主题词］広告/歴史 

［知识责任］深川英雄 著 

 

 

［正题名］国境を越える労働者 

［第一责任人］桑原靖夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 196 

［主题词］移民·植民 

［主题词］外国人労働者 

［知识责任］桑原靖夫 著 

 

 

［正题名］上海 1930 年 

［第一责任人］尾崎秀樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1989.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 99 



［附注内容］参考文献: p196 

［附注内容］尾崎秀実の伝記 

［主题词］中国/歴史/近代 

［主题词］上海 

［知识责任］尾崎秀樹 著 

 

 

［正题名］ポピュラー音楽の世紀 

［第一责任人］中村とうよう著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1999.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 636 

［附注内容］参考文献: 巻末 p9-12 

［主题词］軽音楽 

［主题词］民族音楽 

［知识责任］中村東洋 著 

 

 

［正题名］芭蕉の門人 

［第一责任人］堀切実著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 190 

［主题词］俳句 

［主题词］俳諧 

［知识责任］堀切実 著 

 

 

［正题名］竹の民俗誌 

［第一责任人］沖浦和光著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 187 

［附注内容］主要参考文献: p235-238 

［主题词］竹 

［主题词］竹細工 

［知识责任］沖浦和光 著 

 

 

［正题名］土石流災害 

［第一责任人］池谷浩著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1999.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 640 

［主题词］土石流 

［知识责任］池谷浩 著 

 

 

［正题名］諸葛孔明 

［第一责任人］立間祥介著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 146 

［附注内容］略年表: p247-256 

［知识责任］立間祥介 著 

 

 

［正题名］香港 

［第一责任人］岡田晃著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1985.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-309 

［主题词］香港 

［知识责任］岡田晃 著 

 

 

［正题名］東京の都市計画 

［第一责任人］越沢明著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 200 

［附注内容］参考文献: p259-262 

［主题词］東京都 

［主题词］都市計画 

［知识责任］越沢明 著 

 

 

［正题名］歌い来しかた 

［第一责任人］近藤芳美著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1986.8 



［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-348 

［知识责任］近藤芳美 著 

 

 

［正题名］光に向って咲け 

［第一责任人］粟津キヨ著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1986.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-342 

［附注内容］主な参考文献: p218-219 

［附注内容］斎藤百合年譜: 巻末 p1-6 

［知识责任］粟津キヨ 著 

 

 

［正题名］実戦·世界言語紀行 

［第一责任人］梅棹忠夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 205 

［附注内容］言語名·文字名索引: 巻末 

［主题词］言語 

［知识责任］梅棹忠夫 著 

 

 

［正题名］都庁 

［第一责任人］佐々木信夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 160 

［附注内容］参考文献: p257-258 

［主题词］東京都/行政 

［知识责任］佐々木信夫 著 

 

 

［正题名］戦中用語集 

［第一责任人］三國一朗著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1985.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版-310 



［附注内容］巻末:略年表 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］三国一朗 著 

 

 

［正题名］異邦人は君ケ代丸に乗って 

［第一责任人］金賛汀著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1985.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-311 

［主题词］朝鮮人日本在留 

［知识责任］金賛汀 著 

 

 

［正题名］新地方自治法 

［第一责任人］兼子仁著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1999.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 633 

［主题词］地方自治/法令 

［主题词］地方自治法 

［知识责任］兼子仁 著 

 

 

［正题名］量子力学入門 

［第一责任人］並木美喜雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 210 

［主题词］量子力学 

［知识责任］並木美喜雄 著 

 

 

［正题名］平泉 

［第一责任人］斉藤利男著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 214 

［附注内容］参考文献: p235-238 



［附注内容］巻末: 平泉略年表 (3p) 

［知识责任］斉藤利男 著 

 

 

［正题名］民族という名の宗教 

［第一责任人］なだいなだ著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 204 

［主题词］民族問題 

［主题词］民族主義 

［知识责任］なだいなだ 著 

 

 

［正题名］西郷隆盛を語る 

［第一责任人］司馬遼太郎他著 

［出版者］大和書房 

［出版日期］1990.2 

［附注内容］西郷隆盛関係年表:p255～264 

［知识责任］司馬遼太郎 著 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 



［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］幸徳一派大逆事件顛末 

［第一责任人］宮武外骨編 

［出版者］龍吟社 

［出版日期］1946.12 

［丛编题名］明治社會主義文獻叢書 

［丛编题名］メイジ シャカイ シュギ ブンケン ソウショ 4 

［知识责任］宮武外骨 編 

 

 

［正题名］斷章 

［第一责任人］ノワ゛ーリス著 

［译者］小牧健夫，渡邊格司譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1942 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2625ー2629 

［知识责任］ノワ゛ーリス 著 

［知识责任］Novalis 著 

［次知识责任］渡辺格司 譯 

［次知识责任］小牧健夫 譯 

 

 

［正题名］黙移 

［第一责任人］相馬黒光著 

［出版者］東和社 

［出版日期］1950.6 

［知识责任］相馬黒光 著 

 

 

［正题名］わが精神の冒険 

［第一责任人］サタデー·イヴニング·ポスト編 

［译者］オッペンハイマー[ほか著] 

［译者］ 西村孝次[ほか]訳 

［出版者］荒地出版社 

［出版日期］1961.10 

［附注内容］原書の抄訳 

［知识责任］ポスト 編 



［知识责任］Oppenheimer 編 

［次知识责任］オッペンハイマー [著] 

［次知识责任］西村孝次 訳 

 

 

［正题名］藻の花 

［第一责任人］浜田喜代子著 

［出版者］春苑堂書店 

［出版日期］1974.7 

［知识责任］浜田喜代子 著 

 

 

［正题名］山びこ学校 

［第一责任人］無着成恭編 

［出版者］青銅社 

［出版日期］1951.3 

［知识责任］無着成恭 編 

 

 

［正题名］仏像 

［第一责任人］望月信成，佐和隆研，梅原猛著 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1965 

［丛编题名］NHK ブックス 

［丛编题名］NHK ブックス 20,30 

［主题词］仏像 

［主题词］仏教美術 

［知识责任］望月信成 著 

［知识责任］佐和隆研 著 

［知识责任］梅原猛 著 

 

 

［正题名］アメリカの若者たち 

［第一责任人］谷口陸男著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-425 

［知识责任］谷口陸男 著 

 

 

［正题名］土 

［第一责任人］伊藤貞助著 

［译者］神山茂夫解説 



［出版者］青木書店 

［出版日期］1953.11 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 第 151 

［附注内容］(日本プロレタリア文学体系) 

［知识责任］伊藤貞助 著 

［次知识责任］神山茂夫 解説 

 

 

［正题名］火山灰地 

［第一责任人］久保栄著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1952 

［丛编题名］新潮文庫 

［丛编题名］シンチョウ ブンコ 第 293 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［知识责任］久保栄 著 

 

 

［正题名］東ヨーロッパとの対話 

［第一责任人］宮川寅雄著 

［出版者］校倉書房 

［出版日期］1963.2 

［主题词］ヨーロッパ東部/紀行 

［知识责任］宮川寅雄 著 

 

 

［正题名］条約改正 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-203 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］日本経済四季報 

［第一责任人］日本経済調査会編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1953- 

［附注内容］第 1 集:1952-53 年 3 月特集 

 

 



［正题名］日本の政治·経済·労働分析 

［第一责任人］総評調査部編 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1960 

［主题词］日本/経済 

［主题词］労働問題/日本 

［主题词］日本/政治 

 

 

［正题名］日本の政治·経済·労働分析 

［第一责任人］総評調査部編 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1961 

［主题词］日本/経済 

［主题词］労働問題/日本 

［主题词］日本/政治 

 

 

［正题名］戦後朝·日関係史 

［第一责任人］高峻石著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1974.4 

［主题词］朝鮮/外国関係/日本/歴史 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 

［知识责任］高峻石 著 

 

 

［正题名］EEC の発展と展望 

［第一责任人］外務省経済局経済調査室[編] 

［出版者］日本国際問題研究所 

［出版日期］1963.3 

［丛编题名］国際問題シリーズ 

［丛编题名］コクサイ モンダイ シリーズ 32 

［主题词］欧州経済共同体 

 

 

［正题名］日本農業年報 

［第一责任人］民主主義科学者協会農業部会編 

［出版者］月曜書房 

［出版日期］1949 

［主题词］日本/農業/年鑑 

 

 

［正题名］労働過程論ノート 



［第一责任人］内山節著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1976.9 

［主题词］労働 

［知识责任］内山節 著 

 

 

［正题名］祇園祭 

［第一责任人］民主主義科学者協会京都支部歴史部会編 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1953.7 

［附注内容］附:祇園祭について 林屋辰三郎著 

 

 

［正题名］大学を守ろう 

［第一责任人］末川博 [ほか] 著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1950.4 

［主题词］大学/論説 

［知识责任］末川博 著 

 

 

［正题名］日本における経済力集中の実態 

［第一责任人］公正取引委員会調査部編 

［出版者］実業之日本社 

［出版日期］1951.12 

［正题名］貧困なる精神 

［第一责任人］本多勝一著 

［出版者］すずさわ書店 

［出版日期］1974.2 

［知识责任］本多勝一 著 

 

 

［正题名］米 

［第一责任人］福島要一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-86 

［知识责任］福島要一 著 

 

 

［正题名］オネーギン 

［第一责任人］プーシュキン作 



［译者］米川正夫譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］[1939.12] 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 119-120 

［附注内容］242p に補遺あり 

［附注内容］記述は第 4 刷(1939.12)による 

［附注内容］初刷年:1927 年 

［知识责任］プーシュキン 作 

［知识责任］Pushkin 作 

［次知识责任］米川正夫 譯 

 

 

［正题名］ローマ人盛衰原因論 

［第一责任人］モンテスキュー著 

［译者］大岩誠譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2693-2694 

［附注内容］Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur d

écadence.の翻訳 

［知识责任］モンテスキュー 著 

［知识责任］Montesquieu 著 

［次知识责任］大岩誠 譯 

 

 

［正题名］マルクス主義と統計 

［第一责任人］上杉正一郎著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1951.11 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 21 

［知识责任］上杉正一郎 著 

 

 

［正题名］アメリカの當面する政治問題 

［第一责任人］アメリカ政治經濟研究會譯 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1954.6 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 181 

 

 



［正题名］労働戦線異状あり 

［第一责任人］矢加部勝美著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1949.12 

［附注内容］ヒュー·ディーン序 

［知识责任］矢加部勝美 著 

 

 

［正题名］エピクテートス 

［第一责任人］鹿野治助著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 24 

［主题词］ストア学派 

［知识责任］鹿野治助 著 

 

 

［正题名］在日朝鮮人の基本的人権のはく奪をねらう《韓日会談》の陰謀 

［第一责任人］《韓日会談》反対在日本朝鮮人闘争委員会編 

［出版者］《韓日会談》反対在日本朝鮮人闘争委員会 

［出版日期］1965.3 

［正题名］「韓日会談」の諸「協定」は無効である 

［第一责任人］在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会[編] 

［出版者］在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会 

［出版日期］1965.7 

［丛编题名］朝鮮問題資料シリーズ 

［丛编题名］チョウセン モンダイ シリョウ シリーズ 第 25 集 

［附注内容］朝鮮民主主義人民共和国政府声明(1965 年 6 月 23 日) 「韓日会談」の犯罪的

内幕について 朝鮮民主主義人民共和国政府覚え書(1965 年 6 月 18 日) 

 

 

［正题名］「韓日会談」を論ず :『祖国統一』紙の論説 

［第一责任人］在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会編 

［出版者］在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会 

［出版日期］1965.3 

［丛编题名］朝鮮問題資料シリーズ 

［丛编题名］チョウセン モンダイ シリョウ シリーズ 第 23 集 

 

 

［正题名］六十万の切実なねがい 

［第一责任人］日本朝鮮人祖国往来要請委員会編 

［出版者］在日本朝鮮人祖国往来要請委員会 

［出版日期］1965.2 



［知识责任］日本朝鮮人祖国往来要請委員会 編 

 

 

［正题名］北緯三十八度線 

［第一责任人］朝鮮事情研究会編纂 

［出版者］朝鮮事情研究会 

［出版者］暁書房(発売) 

［出版日期］1950.6 

［附注内容］折り込み図 1 枚あり 

［主题词］朝鮮/政治 

 

 

［正题名］朝鮮 

［第一责任人］金達寿著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-324 

［主题词］朝鮮/歴史 

［知识责任］金達寿 著 

 

 

［正题名］在日朝鮮人の教育について 

［第一责任人］「民族教育」編集委員会編 

［出版者］「民族教育」編集委員会 

［出版日期］1965.5 

［丛编题名］在日朝鮮人教育問題資料 

［丛编题名］ザイニチ チョウセンジン キョウイク モンダイ シリョウ 「民族教育」編集

委員会編 第 1 集 

 

 

［正题名］アメリカ帝国主義の朝鮮戦争挑発 15 周年と関連して 

［第一责任人］日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会編 

［出版者］在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会 

［出版日期］1965.7 

［丛编题名］朝鮮問題資料シリーズ 

［丛编题名］チョウセン モンダイ シリョウ シリーズ 第 26 集 

 

 

［正题名］日韓問題 

［第一责任人］韓国問題研究会编 

［出版者］韓国問題研究会 

［出版日期］1962 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 1948- 大韓民国 



［主题词］朝鮮 1948- 大韓民国/外国関係/日本 

 

 

［正题名］私たちの生活と日韓会談 

［第一责任人］寺尾五郎，野口肇，畑田重夫編集 

［出版者］日本朝鮮研究所 1962.12 

［知识责任］寺尾五郎 編集 

［知识责任］野口肇 編集 

［知识责任］畑田重夫 編集 

 

 

［正题名］わが国の社会主義農村問題にかんするテーゼ 

［第一责任人］金日成 [著] 

［出版者］在日本朝鮮人総連合会中央常任委員会 

［出版日期］1964 

［附注内容］朝鮮労働党中央委員会第四期第八回総会で採択 (1964·2·25) 

［主题词］農業政策/朝鮮 1948- 民主主義人民共和国 

［知识责任］金日成 著 

 

 

［正题名］「韓日会談」の本質を衝く 

［第一责任人］日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会[編] 

［出版者］在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会 

［出版日期］1965.2 

［丛编题名］朝鮮問題資料シリーズ 

［丛编题名］チョウセン モンダイ シリョウ シリーズ 第 22 集 

 

 

［正题名］高畠素之 

［第一责任人］田中真人著 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1978.11 

［附注内容］高畠素之の肖像あり 

［附注内容］高畠素之略年譜: p313-322 

［附注内容］巻末: 高畠素之関係資料目録 

［主题词］社会運動/日本/歴史/明治以後 

［主题词］国家社会主義 

［知识责任］田中真人 著 

 

 

［正题名］国家体制と階級意識 

［第一责任人］日本政治学会編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.3 



［丛编题名］年報政治学 

［丛编题名］ネンポウ セイジガク 1957 年度 

［主题词］国家 

 

 

［正题名］私は中国で何をしたか 

［第一责任人］西谷稔[著] 

［出版者］中国·アジア侵略歴史研究会 

［出版日期］[1972] 

［知识责任］西谷稔 著 

 

 

［正题名］挽歌 

［第一责任人］(日)原田康子著 

［译者］林少华 ，张洁梅译 

［出版者］北京十月文芸出版社 

［出版日期］2000.9 

［丛编题名］曾经轰动的 20 世纪外国女性小说丛书 

［丛编题名］ソケイ ゴウドウ テキ 20 セイキ ガイコク ジョセイ ショウセツ ソウショ 

［知识责任］原田康子 著 

［次知识责任］林少華 译 

［次知识责任］张洁梅 译 

 

 

［正题名］女の一生 

［第一责任人］和歌森太郎著 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1976.9 

［丛编题名］日本の民俗 

［丛编题名］ニホン ノ ミンゾク 6 

［主题词］婦人 

［知识责任］和歌森太郎 著 

 

 

［正题名］五輪書 

［第一责任人］宮本武蔵著 

［译者］神子侃訳 

［出版者］経営思潮研究会 

［出版者］徳間書店(発売) 

［出版日期］1963.8 

［附注内容］付:兵法三十五箇条, 二天記 

［知识责任］宮本武蔵 著 

［次知识责任］神子侃 訳 

 



 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］国民教育の諸問題 

［第一责任人］国民教育研究所編 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1960 

［丛编题名］国民教育研究所論稿 

［丛编题名］コクミン キョウイク ケンキュウジョ ロンコウ 国民教育研究所編 第 2 号,

第 3 号 

［主题词］教育/論説 

 

 

［正题名］六年間の記録 

［第一责任人］カメラ編集部編 

［出版者］アルス 

［出版日期］1952.7 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］カメラ編集部 編 

 

 

［正题名］日本の学校白書 

［第一责任人］日本教職員組合編 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1958 

［正题名］山の民 

［第一责任人］江馬修著 

［出版者］理论社 

［出版日期］1958 

［附注内容］地図(折込)各 1 枚 

［知识责任］江馬修 著 

 



 

［正题名］よみがえる日本 

［第一责任人］蠟山政道著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.11 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 26 

［附注内容］巻末に年表あり 

［附注内容］1984 年発行のものには折り込み図 1 枚あり 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］蝋山政道 著 

 

 

［正题名］元禄時代 

［第一责任人］児玉幸多著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.6 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 16 

［附注内容］1984 年発行のものには折り込み図 1 枚あり 

［附注内容］年表:p478～481 

［主题词］日本/歴史/江戸初期 

［知识责任］児玉幸多 著 

 

 

［正题名］奈良の都 

［第一责任人］青木和夫著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1970.12 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 3 

［附注内容］巻末に年表あり 

［附注内容］1983 年発行のものには折り込み図 1 枚あり 

［主题词］日本/歴史/奈良時代 

［知识责任］青木和夫 著 

 

 

［正题名］図録原始から平安 

［第一责任人］井上光貞，竹内理三責任編集 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.12 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 別巻 1 

［主题词］日本/歴史/古代 



［知识责任］井上光貞 編集 

［知识责任］竹内理三 編集 

 

 

［正题名］大名と百姓 

［第一责任人］佐々木潤之介著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.6 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 15 

［附注内容］1984 年発行のものには折り込み図 1 枚あり 

［附注内容］巻末に年表あり 

［主题词］日本/歴史/江戸初期 

［知识责任］佐々木潤之介 著 

 

 

［正题名］大正デモクラシー 

［第一责任人］今井清一著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.10 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 23 

［附注内容］1984 年発行のものには折り込み図 1 枚あり 

［附注内容］年表:p500～503 

［主题词］日本/歴史/大正時代 

［知识责任］今井清一 著 

 

 

［正题名］図録織豊から幕末 

［第一责任人］児玉幸多責任編集 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1972.1 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 別巻 3 

［主题词］日本/歴史/安土桃山時代 

［主题词］日本/歴史/江戸時代 

［知识责任］児玉幸多 編集 

 

 

［正题名］鎖国 

［第一责任人］岩生成一著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.5 

［丛编题名］中公バックス 



［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 14 

［附注内容］年表:p465～469 

［主题词］日本/外国関係/歴史/江戸時代 

［知识责任］岩生成一 著 

 

 

［正题名］年表·地図 

［第一责任人］児玉幸多責任編集 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1972.2 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 別巻 5 

［附注内容］1984 年発行のものは 517p 

［主题词］日本/歴史/年表 

［主题词］日本/歴史地図 

［知识责任］児玉幸多 編集 

 

 

［正题名］蒙古襲来 

［第一责任人］黒田俊雄著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.2 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 8 

［附注内容］年表:p510～513 

［主题词］日本/歴史/鎌倉時代 

［主题词］元寇 

［知识责任］黒田俊雄 著 

 

 

［正题名］江戸開府 

［第一责任人］辻達也著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.5 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 13 

［附注内容］巻末に年表あり 

［附注内容］1984 年発行のものには折り込み図 1 枚あり 

［主题词］日本/歴史/江戸初期 

［知识责任］辻達也 著 

 

 

［正题名］町人の実力 

［第一责任人］奈良本辰也著 



［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.7 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 17 

［附注内容］1984 年発行のものには折り込み図 1 枚あり 

［附注内容］巻末に年表あり 

［主题词］日本/歴史/江戸中期 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］図録維新から現代 

［第一责任人］小西四郎，林茂責任編集 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1972.1 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 別巻 4 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］小西四郎 編集 

［知识责任］林茂 編集 

 

 

［正题名］武士の登場 

［第一责任人］竹内理三著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.1 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 6 

［附注内容］巻末に年表あり 

［附注内容］1983 年発行のものには折り込み図 1 枚あり 

［主题词］日本/歴史/平安時代 

［主题词］武士 

［知识责任］竹内理三 著 

 

 

［正题名］鎌倉幕府 

［第一责任人］石井進著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.2 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 7 

［附注内容］年表:p490～493 

［主题词］日本/歴史/鎌倉時代 

［知识责任］石井進 著 

 



 

［正题名］幕藩制の苦悶 

［第一责任人］北島正元著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.7 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 18 

［附注内容］1984 年発行のものには折り込み図 1 枚あり 

［附注内容］巻末に年表あり 

［主题词］日本/歴史/江戸中期 

［知识责任］北島正元 著 

 

 

［正题名］ファシズムへの道 

［第一责任人］大内力著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.10 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 24 

［附注内容］1984 年発行のものには折り込み図 1 枚あり 

［附注内容］巻末に年表あり 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］満州事変 

［知识责任］大内力 著 

 

 

［正题名］古代国家の成立 

［第一责任人］直木孝次郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1970.11 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 2 

［附注内容］巻末に年表あり 

［附注内容］1983 年発行のものには折り込み図 1 枚あり 

［主题词］日本/歴史/飛鳥時代 

［主题词］日本/歴史/大化改新時代 

［知识责任］直木孝次郎 著 

 

 

［正题名］神話から歴史へ 

［第一责任人］井上光貞著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1970.11 

［丛编题名］中公バックス 



［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 1 

［附注内容］巻末に年表あり 

［附注内容］折り込み図 1 枚 

［主题词］日本/歴史/大和時代 

［知识责任］井上光貞 著 

 

 

［正题名］平安京 

［第一责任人］北山茂夫著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1970.12 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 4 

［附注内容］巻末に年表あり 

［附注内容］1983 年発行のものには折り込み図 1 枚あり 

［主题词］日本/歴史/平安時代 

［知识责任］北山茂夫 著 

 

 

［正题名］近代国家の出発 

［第一责任人］色川大吉著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.9 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 21 

［附注内容］巻末に年表あり 

［附注内容］1984 年発行のものには折り込み図 1 枚あり 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［知识责任］色川大吉 著 

 

 

［正题名］王朝の貴族 

［第一责任人］土田直鎮著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.1 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 5 

［附注内容］巻末に年表あり 

［附注内容］1983 年発行のものには折り込み図 1 枚あり 

［主题词］日本/歴史/平安時代 

［知识责任］土田直鎭 著 

 

 

［正题名］図録鎌倉から戦国 



［第一责任人］竹内理三，永原慶二責任編集 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.12 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 別巻 2 

［主题词］日本/歴史/中世 

［知识责任］竹内理三 著 

［知识责任］永原慶二 著 

 

 

［正题名］大日本帝国の試煉 

［第一责任人］隅谷三喜男著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.9 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 22 

［附注内容］巻末に年表あり 

［附注内容］1984 年発行のものには折り込み図 1 枚あり 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［知识责任］隅谷三喜男 著 

 

 

［正题名］開国と攘夷 

［第一责任人］小西四郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.8 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 19 

［附注内容］1984 年発行のものには折り込み図 1 枚あり 

［附注内容］巻末に年表あり 

［主题词］日本/歴史/江戸末期 

［知识责任］小西四郎 著 

 

 

［正题名］天下一統 

［第一责任人］林屋辰三郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.4 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 12 

［附注内容］巻末に年表あり 

［附注内容］1984 年発行のものには折り込み図 1 枚あり 

［主题词］日本/歴史/安土桃山時代 

［知识责任］林屋辰三郎 著 



 

 

［正题名］南北朝の動乱 

［第一责任人］佐藤進一著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.3 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 9 

［附注内容］巻末に年表あり 

［附注内容］1984 年発行のものには折り込み図 1 枚あり 

［主题词］日本/歴史/南北朝時代 

［知识责任］佐藤進一 著 

 

 

［正题名］太平洋戦争 

［第一责任人］林茂著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.11 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 25 

［附注内容］巻末に年表あり 

［附注内容］1984 年発行のものには折り込み図 1 枚あり 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］林茂 著 

 

 

［正题名］下剋上の時代 

［第一责任人］永原慶二著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.3 

［丛编题名］中公バックス 

［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 10 

［附注内容］巻末に年表あり 

［附注内容］1984 年発行のものには折り込み図 1 枚あり 

［主题词］日本/歴史/室町時代 

［知识责任］永原慶二 著 

 

 

［正题名］戦国大名 

［第一责任人］杉山博著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.4 

［丛编题名］中公バックス 



［丛编题名］チュウコウ バックス 日本の歴史 11 

［附注内容］北条早雲の肖像あり 

［附注内容］年表:p494～497 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］杉山博 著 

 

 

［正题名］橋と日本人 

［第一责任人］上田篤著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-277 

［主题词］橋梁/歴史 

［主题词］日本/史跡名勝 

［知识责任］上田篤 著 

 

 

［正题名］フルトヴェングラー 

［第一责任人］脇圭平， 芦津丈夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-282 

［附注内容］参考文献:p209～210 

［附注内容］巻末:フルトヴェングラー年譜 

［知识责任］脇圭平 著 

［知识责任］芦津丈夫 著 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1934 

［附注内容］奥付の版表示: 3 版 

［附注内容］外務省蔵版 

［附注内容］品切れの巻を編年順に復刻刊行 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1932 



［附注内容］外務省蔵版 

［附注内容］品切れの巻を編年順に復刻刊行 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1933 

［附注内容］外務省蔵版 

［附注内容］品切れの巻を編年順に復刻刊行 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1933 

［附注内容］外務省蔵版 

［附注内容］品切れの巻を編年順に復刻刊行 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1937 

［附注内容］外務省蔵版 

［附注内容］品切れの巻を編年順に復刻刊行 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1934 

［附注内容］外務省蔵版 

［附注内容］品切れの巻を編年順に復刻刊行 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］ブレヒト詩集 

［第一责任人］[ブレヒト著] 

［译者］長谷川四郎訳 



［出版者］みすず書房 

［出版日期］1978.8 

［附注内容］ブレヒトの肖像あり 

［知识责任］ブレヒト 著 

［知识责任］Brecht 著 

［次知识责任］長谷川四郎 訳 

 

 

［正题名］サッコ,ヴァンゼッティ事件 

［第一责任人］守川正道著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1977.1 

［主题词］サッコ·ヴァンゼッティ事件 

［知识责任］守川正道 著 

 

 

［正题名］家庭用説教集 

［第一责任人］ベルトルト·ブレヒト著 

［译者］野村修，長谷川四郎訳 

［出版者］晶文社 

［出版日期］1981.6 

［丛编题名］ブレヒト·コレクション 

［丛编题名］ブレヒト コレクション 3 

［附注内容］楽譜:pi～x 

［知识责任］ブレヒト 著 

［知识责任］Brecht 著 

［次知识责任］野村修 訳 

［次知识责任］長谷川四郎 訳 

 

 

［正题名］政治神学 

［第一责任人］C·シュミット著 

［译者］田中浩，原田武雄訳 

［出版者］未来社 

［出版日期］1971.9 

［附注内容］「政治神学」は原著第 2 版の翻訳 

［附注内容］付: シュミットの機会原因論的決定主義, ヴェーバーとシュミット (K. レヴ

ィット [著]) ; 「神話」と「独裁」の政治理論 (田中浩 [著]) 

［主题词］政治学 

［知识责任］シュミット 著 

［知识责任］Schmitt 著 

［次知识责任］田中浩 訳 

［次知识责任］原田武雄 訳 

 



 

［正题名］国家思想史 

［第一责任人］田口富久治，田中浩編 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1974 

［主题词］国家 

［知识责任］田口富久治 編 

［知识责任］田中浩 編 

 

 

［正题名］ブレヒト青春日記 

［第一责任人］ベルトルト·ブレヒト著 

［译者］野村修訳 

［出版者］晶文社 

［出版日期］1981.4 

［丛编题名］ブレヒト·コレクション 

［丛编题名］ブレヒト コレクション 1 

［知识责任］ブレヒト 著 

［知识责任］Brecht 著 

［次知识责任］野村修 訳 

 

 

［正题名］中国女性史 

［第一责任人］小野和子著 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1978.11 

［丛编题名］平凡社選書 

［丛编题名］ヘイボンシャ センショ 61 

［附注内容］参考文献·中国女性史関係年表:p266～280 

［主题词］婦人/中国/歴史 

［知识责任］小野和子 著 

 

 

［正题名］中国服のブレヒト 

［第一责任人］長谷川四郎 [著] 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1973.2 

［知识责任］長谷川四郎 著 

 

 

［正题名］科学史からみた中国文明 

［第一责任人］藪内清著 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1982.2 



［丛编题名］NHK ブックス 

［丛编题名］NHK ブックス 409 

［附注内容］付:参考文献 

［主题词］科学技術/中国/歴史 

［知识责任］薮内清 著 

 

 

［正题名］アリランの歌 

［第一责任人］金山，ニム·ウェイルズ著 

［译者］安藤次郎訳 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1965.9 

［丛编题名］みすず叢書 

［丛编题名］ミスズ ソウショ 11 

［知识责任］金山 著 

［知识责任］ウェイルズ 著 

［知识责任］Wales 著 

［次知识责任］安藤次郎 訳 

 

 

［正题名］目覚めへの旅 

［第一责任人］エドガー·スノー著 

［译者］松岡洋子訳 

［出版者］紀伊国屋書店 

［出版日期］1963.9 

［知识责任］スノー 著 

［知识责任］Snow 著 

［次知识责任］松岡洋子 訳 

 

 

［正题名］ブレヒト 

［第一责任人］ヴァルター·ベンヤミン著 

［译者］石黒英男編集解説 

［出版者］晶文社 

［出版日期］1971.5 

［丛编题名］ヴァルター·ベンヤミン著作集 

［丛编题名］ヴァルター ベンヤミン チョサクシュウ 9 

［知识责任］ベンヤミン 著 

［知识责任］Benjamin 著 

［次知识责任］石黒英男 解說 

 

 

［正题名］亡命者の対話 

［第一责任人］ベルトルト·ブレヒト著 



［译者］野村修訳 

［出版者］晶文社 

［出版日期］1981.8 

［丛编题名］ブレヒト·コレクション 

［丛编题名］ブレヒト コレクション 4 

［知识责任］ブレヒト 著 

［知识责任］Brecht 著 

［次知识责任］野村修 訳 

 

 

［正题名］目まいのする散歩 

［第一责任人］武田泰淳著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1976 

［知识责任］武田泰淳 著 

 

 

［正题名］ブレヒト戯曲選集 

［第一责任人］千田是也編集 

［出版者］白水社 

［出版日期］1958 

［知识责任］千田是也 編集 

 

 

［正题名］實存主義かマルクス主義か 

［第一责任人］G·ルカーチ [著] 

［译者］城塚登，生松敬三譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.7 

［丛编题名］岩波現代叢書 

［丛编题名］イワナミ ゲンダイ ソウショ 

［主题词］実存主義 

［知识责任］ルカーチ [著] 

［知识责任］LukácsGy◆U00F6◆rgy [著] 

［次知识责任］城塚登 譯 

［次知识责任］生松敬三 譯 

 

 

［正题名］今日の世界は演劇によって再現できるか 

［第一责任人］千田是也訳編 

［出版者］白水社 

［出版日期］1962.12 

［主题词］演劇 

［知识责任］千田是也 訳編 



 

 

［正题名］中国民衆叛乱史 

［第一责任人］谷川道雄，森正夫編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1982 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 336,351,408,419 

［附注内容］注記あり 

［附注内容］参考文献: 各巻章末 

［附注内容］折込図: 各巻(1 枚) 

［附注内容］諸叛乱関係年表: 各巻末 

［知识责任］谷川道雄 編 

［知识责任］森正夫 編 

 

 

［正题名］帝室制度史 

［第一责任人］帝國学士院編 

［出版者］帝國学士院 

［出版日期］1937-1945 

［附注内容］第 5 巻に別冊附圖あり 

［附注内容］第 4 巻: 第 1 編天皇 第 2 章皇位繼承. - 第 5 巻: 第 1 編天皇 第 3 章神器. - 

第 6 巻: 第 1 編天皇 第 4 章稱號 

［附注内容］第六册含一副本，共五册六本。 

［主题词］皇室/歴史 

 

 

［正题名］日本歴史講座 

［第一责任人］歴史學研究會，日本史研究會編 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1956 

［正题名］日本歴史講座 

［第一责任人］歴史學研究會，日本史研究會編 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1956 

［正题名］日本歴史講座 

［第一责任人］歴史學研究會，日本史研究會編 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1956 

［正题名］日本歴史講座 

［第一责任人］歴史學研究會，日本史研究會編 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1956 

［正题名］日本歴史講座 



［第一责任人］歴史學研究會，日本史研究會編 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1956 

［正题名］日本歴史講座 

［第一责任人］歴史學研究會，日本史研究會編 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1957 

［正题名］日本歴史講座 

［第一责任人］歴史學研究會，日本史研究會編 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1957 

［正题名］日本歴史講座 

［第一责任人］歴史學研究會，日本史研究會編 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1957 

［正题名］帝室林野局五十年史 

［第一责任人］帝室林野局 [編] 

［出版者］帝室林野局 

［出版日期］1939.10 

［附注内容］附録年表(51p):明治 18 年～昭和 12 年 

［附注内容］附録:御料地位置図 1 枚 

［主题词］林業経営 

 

 

［正题名］農村史 

［第一责任人］小野武夫著 

［出版者］東洋經濟新報社 

［出版日期］1941.4 

［丛编题名］現代日本文明史 

［丛编题名］ゲンダイ ニホン ブンメイシ 第 9 卷 

［主题词］農村/日本/歴史 

［知识责任］小野武夫 著 

 

 

［正题名］自由黨史 

［第一责任人］宇田友猪，和田三郎編 

［出版者］五車楼 

［出版日期］1910.3 

［附注内容］監修:板垣退助 

［主题词］自由党 

［知识责任］宇田友猪 編 

［知识责任］和田三郎 編 

 

 



［正题名］鹿児島県郷土資料総合目録 

［第一责任人］鹿児島県立図書館編 

［出版者］鹿児島県立図書館 

［出版日期］1967 

［附注内容］公共図書館所蔵編の編集·発行: 鹿児島県史料刊行会 

［附注内容］[第 1 集]:昭和 53 年 3 月 31 日現在 

［附注内容］第 2 集:自昭和 53 年 4 月 1 日 至昭和 63 年 3 月 31 日 

［主题词］鹿児島県/書目 

 

 

［正题名］日本における資本主義の発達 

［第一责任人］楫西光速 [ほか] 共編 

［出版者］東大協同組合出版部 

［出版日期］1950 

［附注内容］出版者名の変更:「下」巻発行時(1950.5)は「東京大学出版部」→「年表」発

行時(1953.1)は「東京大学出版会」 

［主题词］資本主義/日本 

［知识责任］楫西光速 編 

 

 

［正题名］日本農業發達史 

［第一责任人］農業發達史調査會編 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1953 

［附注内容］監修: 東畑精一, 盛永俊太郎 

［附注内容］別巻副書名: 明治以降における農業生産力の地域的展開 

 

 

［正题名］自伝の文学 

［第一责任人］中川久定著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-71 

［主题词］自叙伝 

［知识责任］中川久定 著 

 

 

［正题名］自由民権運動 

［第一责任人］後藤靖著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1958 

［丛编题名］創元歴史選書 

［丛编题名］ソウゲン レキシ センショ 



［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代 

［主题词］議会政治 

［知识责任］後藤靖 著 

 

 

［正题名］日本帝国主義の現段階 

［第一责任人］鎌倉孝夫著 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1970 

［主题词］日本/経済/歷史/昭和時代 

［主题词］資本主義/日本 

［知识责任］鎌倉孝夫 著 

 

 

［正题名］加波山事件 

［第一责任人］野島幾太郎著 

［译者］林基，遠藤鎮雄編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1966.11 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 79 

［附注内容］覆刻 

［附注内容］注: 各話末 

［主题词］加波山事件 

［主题词］自由民権運動 

［知识责任］野島幾太郎 著 

［次知识责任］林基 編 

［次知识责任］遠藤鎮雄 編 

 

 

［正题名］親愛なる同志 

［第一责任人］ワヂム·コジエフニコフ著 

［译者］岡澤秀虎譯 

［出版者］七星書院 

［出版日期］1946.9 

［丛编题名］現代ソ聯文學選 

［丛编题名］ゲンダイ ソレン ブンガク セン 3 

［知识责任］コジエフニコフ 著 

［知识责任］Kozhevnikov 著 

［次知识责任］岡沢秀虎 譯 

 

 

［正题名］自由民権運動 



［第一责任人］明治史料研究連絡会編 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1956.9 

［丛编题名］明治史研究叢書 

［丛编题名］メイジシ ケンキュウ ソウショ 明治史料研究連絡会編 3 

［附注内容］年表: p237～250 

 

 

［正题名］日韓交渉 

［第一责任人］真崎光晴著 

［出版者］日本国際問題研究所 

［出版日期］1962 

［丛编题名］国際問題シリーズ 

［丛编题名］コクサイ モンダイ シリーズ 第 27 号 

［主题词］国際政治 

［知识责任］真崎光晴 著 

 

 

［正题名］世界反戦詩集 

［第一责任人］木島始[ほか]編 

［出版者］太平出版社 

［出版日期］1970.6 

［主题词］詩/詩集 

［知识责任］木島始 編 

 

 

［正题名］昨日の同志宮本顕治へ 

［第一责任人］袴田里見著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1978.11 

［主题词］日本共産党 

［知识责任］袴田里見 著 

 

 

［正题名］權力と暴力 

［第一责任人］能勢克男著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1950.2 

［主题词］弁論 

［知识责任］能勢克男 著 

 

 

［正题名］戦後日本の大衆文化史 

［第一责任人］鶴見俊輔著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.2 

［主题词］日本/文化/歴史/昭和時代 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］壬午軍乱と近代東アジア世界の成立 

［第一责任人］藤間生大著 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1987.3 

［丛编题名］東アジア世界の形成 

［丛编题名］ヒガシアジア セカイ ノ ケイセイ 藤間生大著 第 3 巻 

［附注内容］近代東アジア史年表:p384～392 

［主题词］京城事変 

［主题词］アジア東部/歴史 

［知识责任］藤間生大 著 

 

 

［正题名］日本の山林大地主 

［第一责任人］福本和夫著 

［出版者］青銅社 

［出版日期］1954 

［主题词］森林経済 

［主题词］地主 

［知识责任］福本和夫 著 

 

 

［正题名］福島自由民権運動史 

［第一责任人］高橋哲夫著 

［出版者］理論社 

［出版日期］1954.2 

［主题词］自由民権運動 

［知识责任］高橋哲夫 著 

 

 

［正题名］原子論 

［第一责任人］末吉寛訳註 

［出版者］三修社 

［出版日期］1953.6 

［丛编题名］ドイツ語文庫 

［丛编题名］ドイツゴ ブンコ 2 

［附注内容］記述は第 7 版(1958.10)による 

［主题词］ドイツ語/読本 

［知识责任］末吉寛 訳註 



 

 

［正题名］七番さん御用だよ 

［第一责任人］関口存男校閲 

［译者］吉住和子訳註 

［出版者］三修社 

［出版日期］1957.8 

［丛编题名］ドイツ語文庫 

［丛编题名］ドイツゴ ブンコ 26 

［附注内容］記述は第 5 版(1959.6)による 

［主题词］ドイツ語/読本 

［知识责任］関口存男 校閲 

［次知识责任］吉住和子 訳註 

 

 

［正题名］林檎のみのる頃 

［第一责任人］Theodor Storm[著] 

［译者］常木実，立川洋三共訳 

［出版者］三修社 

［出版日期］1956.11 

［丛编题名］ドイツ語文庫 

［丛编题名］ドイツゴ ブンコ 18 

［附注内容］記述は第 5 版(1959.6)による 

［主题词］ドイツ語/読本 

［知识责任］Storm [著] 

［次知识责任］立川洋三 訳 

［次知识责任］常木実 訳 

 

 

［正题名］自然科学論文集 

［第一责任人］藤田五郎訳注 

［出版者］三修社 

［出版日期］1957.8 

［丛编题名］ドイツ語文庫 

［丛编题名］ドイツゴ ブンコ 14 

［附注内容］記述は第 3 版(1959.6)による 

［主题词］ドイツ語/読本 

［知识责任］藤田五郎 訳注 

 

 

［正题名］密輸入者の話 

［第一责任人］大野勇二訳註 

［出版者］三修社 

［出版日期］1953.6 



［丛编题名］ドイツ語文庫 

［丛编题名］ドイツゴ ブンコ 5 

［附注内容］記述は第 6 版(1958.6)による 

［主题词］ドイツ語/読本 

［知识责任］大野勇二 訳註 

 

 

［正题名］ドイツ珠玉詩集 

［第一责任人］中村浩三訳註 

［出版者］三修社 

［出版日期］1956.6 

［丛编题名］ドイツ語文庫 

［丛编题名］ドイツゴ ブンコ 1007 

［附注内容］記述は第 4 版(1959.7)による 

［主题词］ドイツ語/読本 

［知识责任］中村浩三 訳註 

 

 

［正题名］虚心文集 

［第一责任人］黒板勝美著 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1939 

［知识责任］黒板勝美 著 

 

 

［正题名］有島武郎集 

［第一责任人］有島武郎著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1967.11 

［丛编题名］現代日本文学全集 

［丛编题名］ゲンダイ ニホン ブンガク ゼンシュウ テイホン 43 

［附注内容］年譜: p437-443 

［主题词］日本文学/叢書 

［知识责任］有島武郎 著 

 

 

［正题名］婦人のあゆみ八十年 

［第一责任人］日本婦人団体連合会編 

［出版者］日本婦人団体連合会 

［出版日期］1960 

［附注内容］発売:新読書社 

 

 

［正题名］山島民譚集 



［第一责任人］柳田國男著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1942 

［丛编题名］日本文化名著選 

［丛编题名］ニホン ブンカ メイチョ セン 

［知识责任］柳田国男 著 

 

 

［正题名］奥村五百子 

［第一责任人］神崎清著 

［出版者］國民社 

［出版日期］1944.4 

［知识责任］神崎清 著 

 

 

［正题名］矢島楫子 

［第一责任人］守屋東著 

［出版者］婦人新報社 

［出版日期］1923 

［附注内容］肖像あり 

［知识责任］守屋東 著 

 

 

［正题名］婦人論 

［第一责任人］ベーベル著 

［译者］草間平作訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 白-103～104,395-397a,398-399a, 34-132-2 

［附注内容］改訳(上巻奥付, 下巻標題紙ほか) 

［知识责任］ベーベル 著 

［知识责任］Bebel 著 

［次知识责任］草間平作 訳 

 

 

［正题名］婦人の解放 

［第一责任人］勝目テル著 

［出版者］社会書房 

［出版日期］1948.2 

［附注内容］***遡及データによる流用入力である 

［知识责任］勝目テル 著 

 

 



［正题名］明治大正文學全集 

［第一责任人］森田草平著 

［出版者］春陽堂 

［出版日期］1927 

［知识责任］森田草平 著 

 

 

［正题名］久保栄全集 

［第一责任人］久保栄著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1961 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］久保栄 著 

 

 

［正题名］宮本顕治派の変節 

［第一责任人］神山茂夫著 

［出版者］広済堂出版 

［出版日期］1970.10 

［主题词］日本共産党 

［知识责任］神山茂夫 著 

 

 

［正题名］放射線と健康 

［第一责任人］舘野之男著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］2001.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 745 

［附注内容］引用文献·参考文献: 巻末 p1-5 

［主题词］放射線医学 

［知识责任］舘野之男 著 

 

 

［正题名］現代イラン 

［第一责任人］桜井啓子著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］2001.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 742 

［附注内容］年表: pxvi-xvii 

［附注内容］主要参考文献: p207-212 

［知识责任］桜井啓子 著 

 



 

［正题名］本よみの虫干し 

［第一责任人］関川夏央著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］2001.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 753 

［附注内容］朝日新聞に掲載されたコラム(1998.9.6～1999.8.29)と「図書」(岩波書店)

に連載されたコラム(2000.7～2001.6)に加筆訂正したもの 

［附注内容］作者·作品年表: 巻頭 

［主题词］日本文学/歴史/近代 

［主题词］日本文学/歴史/明治以後 

［知识责任］関川夏央 著 

 

 

［正题名］私の脳科学講義 

［第一责任人］利根川進著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］2001.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 755 

［附注内容］人名·科学用語解説: 巻末 p1-9 

［主题词］脳 

［知识责任］利根川進 著 

 

 

［正题名］プラハを歩く 

［第一责任人］田中充子著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］2001.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 757 

［附注内容］主な参考文献: p232 

［附注内容］地図あり 

［主题词］建築/チェコ 

［知识责任］田中充子 著 

 

 

［正题名］漂着船物語 

［第一责任人］大庭脩著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］2001.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 746 



［知识责任］大庭脩 著 

 

 

［正题名］現代日本の偏見と差別 

［第一责任人］新泉社編集部編 

［出版者］新泉社 

［出版日期］1981.12 

［附注内容］各章末:参考文献 

［附注内容］執筆:小山弘健ほか 

［主题词］社会的差別 

 

 

［正题名］天安門事件と鄧小平 

［第一责任人］程翔著 

［译者］辻田堅次郎訳 

［出版者］花伝社 

［出版者］共栄書房 (発売) 

［出版日期］1990.6 

［主题词］中国/政治·行政 

［知识责任］程翔 著 

［次知识责任］辻田堅次郎 訳 

 

 

［正题名］下山·三鷹·松川事件と日本共産党 

［第一责任人］佐藤一著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1981.7 

［主题词］下山事件 

［主题词］日本共産党 

［知识责任］佐藤一 著 

 

 

［正题名］部落解放運動 

［第一责任人］部落解放同盟中央本部編 

［出版者］部落解放同盟中央出版局 

［出版日期］1971 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］大阪交通労働組合史年表 

［第一责任人］大交史編纂委員会編 

［出版者］大阪交通労働組合 

［出版日期］1965.11 

［主题词］大阪交通労働組合 



 

 

［正题名］部落問題事典 

［第一责任人］部落解放研究所編 

［出版者］部落解放研究所 

［出版者］解放出版社 (発売) 

［出版日期］1986.9 

［附注内容］索引: 巻末 

［主题词］部落問題/辞典 

［主题词］部落問題/辞書 

 

 

［正题名］差別を考える 

［第一责任人］土方鉄編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1984.10 

［主题词］部落問題 

［知识责任］土方鐵 編 

 

 

［正题名］益軒十訓 

［第一责任人］[貝原益軒著] 

［译者］西田敬止編 

［出版者］博文館 

［出版日期］1893.3 

［附注内容］益軒先生の伝: 巻頭 

［附注内容］記述は 22 版(1914.3)による 

［知识责任］貝原益軒 著 

［次知识责任］西田敬止 編 

 

 

［正题名］狭山差別裁判 

［第一责任人］部落解放同盟中央本部編 

［出版者］部落解放同盟中央出版局 

［出版日期］1972.4 

［主题词］狭山事件 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］部落解放と今日の労働運動 

［第一责任人］平垣美代司編著 

［出版者］解放出版社 

［出版日期］1977.6 

［主题词］部落問題 



［知识责任］平垣美代司 編著 

 

 

［正题名］部落解放理論の根本問題 

［第一责任人］大賀正行著 

［出版者］解放出版社 

［出版日期］1977.8 

［主题词］部落問題 

［知识责任］大賀正行 著 

 

 

［正题名］大不況 

［第一责任人］岡部寛之著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1968 

［主题词］景気 

［知识责任］岡部寛之 著 

 

 

［正题名］都市部落 

［第一责任人］部落問題研究所編 

［出版者］部落問題研究所 

［出版日期］1959 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］台湾処分と日本人 

［第一责任人］林景明著 

［出版者］林景明氏支援の会 

［出版日期］1972.6 

［主题词］台湾/政治/歴史 

［知识责任］林景明 著 

 

 

［正题名］同和対策の現況 

［第一责任人］総理府編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1973 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］部落解放理論の創造に向けて 

［第一责任人］師岡佑行，大賀正行，沖浦和光著 

［译者］解放新聞社編 



［出版者］解放新聞社 

［出版日期］1981.3 

［主题词］部落問題 

［知识责任］師岡佑行 著 

［知识责任］大賀正行 著 

［知识责任］沖浦和光 著 

 

 

［正题名］野坂参三のあゆんだ道 

［第一责任人］野坂参三資料編纂委員会編 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1964.9 

［附注内容］野坂参三略歴: p197-202 

 

 

［正题名］天安門事件の真相 

［第一责任人］矢吹晋編著 

［出版者］蒼蒼社 

［出版日期］1990.6-9 

［丛编题名］蒼蒼スペシャル·ブックレット 

［丛编题名］ソウソウ スペシャル · ブックレット No.26,28 

［主题词］中国/政治 

［主题词］天安門事件 

［主题词］中国/歴史/1949 年以降 

［知识责任］矢吹晋 著 

 

 

［正题名］激震の天安門北京大学からの手紙 

［第一责任人］諸山弘著 

［出版者］ペップ出版 

［出版日期］1989.8 

［附注内容］年譜-中国民主化運動の記録:p92～97 

［主题词］中国/政治·行政 

［主题词］学生運動 

［知识责任］諸山弘 著 

 

 

［正题名］思想方法論 

［第一责任人］中国共産党幹部必読文献編集委員会編 

［出版者］五月書房 

［出版日期］1950.10 

［主题词］共産主義 

 

 



［正题名］女人の書 

［第一责任人］前田詇子著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1974.11 

［主题词］書/歴史 

［知识责任］前田詇子 著 

 

 

［正题名］部落解放の思想と行動 

［第一责任人］部落解放同盟中央本部編 

［出版者］解放出版社 

［出版日期］1977.11 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］支那古代家族制度研究 

［第一责任人］加藤常賢著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.9 

［主题词］家族制度/中国/歴史 

［主题词］中国/歴史/古代 

［知识责任］加藤常賢 著 

 

 

［正题名］渡辺武日記 

［第一责任人］渡辺武著 

［译者］大蔵省財政史室編 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1983.3 

［附注内容］解説: 中村隆英 

［主题词］日本管理政策 

［知识责任］渡辺武 編 

［知识责任］中村隆英 解說 

 

 

［正题名］米国教育使節団報告書 

［第一责任人］国際特信社訳 

［出版者］国際特信社 

［出版日期］1946.9 

［附注内容］英文併記 

［主题词］日本/教育/歴史/昭和時代 

 

 

［正题名］教科書白書 



［第一责任人］日本教職員組合[編] 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1961.2 

［主题词］教科書 

 

 

［正题名］教科書白書 

［第一责任人］日本教職員組合编 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1965 

［正题名］入江相政日記 

［第一责任人］入江相政[著] 

［译者］朝日新聞社編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1990.4-1991.7 

［附注内容］監修: 入江為年 

［附注内容］付: 関連資料集(20p ; 22cm) 第 1 巻別冊付録 

［附注内容］この小冊子の作成に当たり参考にした図書など: 別冊付録 p20 

［主题词］皇室 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］入江相政 [著] 

［知识责任］入江為年 監修 

 

 

［正题名］日本国憲法「改正」史 

［第一责任人］渡辺治著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1987.3 

［丛编题名］東京大学社会科学研究所研究叢書 

［丛编题名］トウキョウ ダイガク シャカイ カガク ケンキュウジョ ケンキュウ ソウシ

ョ 第 70 冊 

［附注内容］引用·参照文献:p674-686 

［主题词］憲法/日本 

［主题词］憲法改正 

［知识责任］渡辺治 著 

 

 

［正题名］日本国憲法成立史 

［第一责任人］佐藤達夫著 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1962.11-1994.7 

［主题词］憲法/日本 

［知识责任］佐藤達夫 著 

 



 

［正题名］側近日誌 

［第一责任人］木下道雄著 

［译者］高橋紘解説 

［出版者］文藝春秋 

［出版日期］1990.6 

［附注内容］参考文献: 巻末 

［主题词］日本/歴史/昭和時代/史料 

［主题词］皇室 

［知识责任］木下道雄 著 

［次知识责任］高橋紘 解説 

 

 

［正题名］昭和天皇独白録 

［第一责任人］寺崎英成，マリコ·テラサキ·ミラー編著 

［出版者］文藝春秋 

［出版日期］1991.3 

［附注内容］付(巻末): GHQ/SCAP 組織図,年表 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］寺崎英成 編著 

［知识责任］ミラー 編著 

［知识责任］Miller 編著 

 

 

［正题名］戰時戰後の日本經濟 

［第一责任人］J·B·コーヘン著 

［译者］大内兵衛譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951 

［知识责任］コーヘン 著 

［知识责任］Cohen 著 

［次知识责任］大内兵衛 譯 

 

 

［正题名］日本国憲法制定の過程 

［第一责任人］高柳賢三，大友一郎，田中英夫編著 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1972.11 

［附注内容］1:原文と翻訳. 2:解説 

［附注内容］1:英文併記 

［附注内容］日本国憲法制定過程年表: 2 巻末 p[27]-59 

［知识责任］大友一郎 編著 

［知识责任］高柳賢三 編著 

［知识责任］田中英夫 編著 



 

 

［正题名］日の丸·君が代 

［第一责任人］繁下和雄監修 

［出版者］大空社 

［出版日期］1989.8 

［附注内容］日の丸·君が代関連年表:巻末 p36-41 

［附注内容］監修:繁下和雄 

［主题词］教育政策 

［主题词］国旗 

［主题词］国歌 

［知识责任］繁下和雄 監修 

 

 

［正题名］戦国の動乱 

［第一责任人］鈴木良一著 

［出版者］文英堂 

［出版日期］1968 

［丛编题名］国民の歴史 

［丛编题名］コクミン ノ レキシ カラー版 カラーバン 第 11 

［附注内容］参考文献: p336-337 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］鈴木良一 著 

 

 

［正题名］部落の歴史と解放理論 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1969.12 

［主题词］部落問題 

［主题词］水平社運動 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］チョゴリザ登頂 

［第一责任人］桑原武夫著 

［出版者］文藝春秋新社 

［出版日期］1959.3 

［知识责任］桑原武夫 著 

 

 

［正题名］戦後思想への視角 

［第一责任人］竹内成明著 

［出版者］筑摩書房 



［出版日期］1972.4 

［主题词］社会思想/日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］竹内成明 著 

 

 

［正题名］日本資本主義とナショナリズム 

［第一责任人］早稲田大学社会科学研究所編 

［出版者］早稲田大学社会科学研究所 

［出版日期］1970.4 

［丛编题名］社会科学討究 

［丛编题名］シャカイ カガク トウキュウ 15 巻 3 号別冊 

［附注内容］特定研究(日本近代化)と表紙に有り 

 

 

［正题名］文学理論の研究 

［第一责任人］桑原武夫編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1967.12 

［丛编题名］京都大学人文科学研究所報告 

［丛编题名］キョウト ダイガク ジンブン カガク ケンキュウジョ ホウコク 

［主题词］文学 

［知识责任］桑原武夫 編 

 

 

［正题名］新居浜産業経済史 

［第一责任人］新居浜市編 

［出版者］新居浜市 

［出版日期］1973.3 

［附注内容］新居浜市の委託による愛媛産業経済研究会調査報告書 

［附注内容］新居浜産業経済史年表:p510～539 

［附注内容］参考文献:p545～548 

［主题词］愛媛県/経済/歴史 

［主题词］新居浜市 

 

 

［正题名］日本近代の出発 

［第一责任人］飛鳥井雅道著 

［出版者］塙書房 

［出版日期］1973.9 

［主题词］日本文学/歴史/明治時代 

［知识责任］飛鳥井雅道 著 

 

 

［正题名］憲法 



［第一责任人］大石義雄[著] 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1950.5 

［知识责任］大石義雄 [著] 

 

 

［正题名］機械 

［第一责任人］吉田光邦著 

［出版者］法政大学出版局 

［出版日期］1974.12 

［丛编题名］ものと人間の文化史 

［丛编题名］モノ ト ニンゲン ノ ブンカシ 13 

［附注内容］参考文献: p231 

［主题词］技術/歴史 

［主题词］機械/歴史 

［知识责任］吉田光邦 著 

 

 

［正题名］倭の五王 

［第一责任人］和歌森太郎著 

［出版者］文英堂 

［出版日期］1968 

［丛编题名］国民の歴史 

［丛编题名］コクミン ノ レキシ カラー版 カラーバン 第 2 

［知识责任］和歌森太郎 著 

 

 

［正题名］中国に於ける近代思惟の挫折 

［第一责任人］島田虔次著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1949 

［主题词］陽明学 

［知识责任］島田虔次 著 

 

 

［正题名］清末政治思想研究 

［第一责任人］小野川秀美著 

［出版者］東洋史研究會 

［出版日期］1960.3 

［丛编题名］東洋史研究叢刊 

［丛编题名］トウヨウシ ケンキュウ ソウカン 8 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［主题词］政治学/歴史 

［知识责任］小野川秀美 著 



 

 

［正题名］地に呪われたる者 

［第一责任人］フランツ·ファノン [著] 

［译者］鈴木道彦，浦野衣子訳 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1996.9 

［丛编题名］みすずライブラリー 

［丛编题名］ミスズ ライブラリー 

［附注内容］原著(Maspero, 1961)の全訳 

［主题词］民族問題/アフリカ 

［主题词］植民地 

［主题词］黒人/アフリカ 

［主题词］人種差別/アフリカ 

［知识责任］ファノン [著] 

［知识责任］Fanon [著] 

［次知识责任］鈴木道彦 訳 

［次知识责任］浦野衣子 訳 

 

 

［正题名］社會科學の諸系譜 

［第一责任人］弘文堂編集部編 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1950 

［丛编题名］社會科學講座 

［丛编题名］シャカイ カガク コウザ 第 2 巻 

 

 

［正题名］処女峰アンナプルナ 

［第一责任人］モーリス·エルゾーグ[著] 

［译者］近藤等訳 

［出版者］白水社 

［出版日期］1960.8 

［主题词］ヒマラヤ山脈/登山 

［知识责任］エルゾーグ [著] 

［知识责任］Herzog [著] 

［次知识责任］近藤等 訳 

 

 

［正题名］日清·日露戦争 

［第一责任人］藤井松一著 

［出版者］文英堂 

［出版日期］1969 

［丛编题名］国民の歴史 



［丛编题名］コクミン ノ レキシ カラー版 カラーバン 第 20 

［附注内容］参考文献:p.326-327 

［主题词］日本/歷史 

［知识责任］藤井松一 著 

 

 

［正题名］大御所時代 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］文英堂 

［出版日期］1969.9 

［丛编题名］国民の歴史 

［丛编题名］コクミン ノ レキシ カラー版 カラーバン 第 17 

［附注内容］参考文献:p342～343 

［附注内容］年表:p344～347 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］大仏開眼 

［第一责任人］上田正昭著 

［出版者］文英堂 

［出版日期］1968 

［丛编题名］国民の歴史 

［丛编题名］コクミン ノ レキシ カラー版 カラーバン 第 4 

［主题词］仏像 

［知识责任］上田正昭 著 

 

 

［正题名］明治維新 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1974.7 

［丛编题名］中公文庫 

［丛编题名］チュウコウ ブンコ 日本の歴史 20 

［附注内容］年表:[p.452-455] 

［附注内容］索引:p.456-460 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］人間を考える 

［第一责任人］藤岡喜愛編 

［出版者］社会思想社 

［出版日期］1973 

［附注内容］[正]1,2 対談者:小原秀雄ほか 12 名 『放送朝日』の昭和 47 年 1 月号から 12



月号にわたって連載されたもの 

［主题词］人間生態学 

［主题词］人類 

［知识责任］藤岡喜愛 編 

 

 

［正题名］日本の古銭 

［第一责任人］小川浩編 

［译者］松好貞夫解説 

［出版者］人物往来社 

［出版日期］1966 

［知识责任］小川浩 編 

［次知识责任］松好貞夫 解說 

 

 

［正题名］シートン動物記 

［第一责任人］シートン[原作] 

［译者］白木茂著 

［第一责任人］ファーブル[原作] 

［译者］中村浩著 

［出版者］偕成社 

［出版日期］1961.10 

［丛编题名］児童世界文学全集 

［丛编题名］ジドウ セカイ ブンガク ゼンシュウ 23 

［知识责任］シートン [原作] 

［知识责任］Seton [原作] 

［知识责任］ファーブル [原作] 

［知识责任］Fabre [原作] 

［知识责任］中村浩 著 

［次知识责任］白木茂 著 

 

 

［正题名］西洋の没落 

［第一责任人］オスヴァルト·シュペングラー著 

［译者］村松正俊訳 

［出版者］五月書房 

［出版日期］1975 

［主题词］歴史哲学 

［主题词］文化/歴史 

［知识责任］シュペングラー 著 

［知识责任］Spengler 著 

［次知识责任］村松正俊 訳 

 

 



［正题名］人文科学の論理 

［第一责任人］E·カッシーラー著 

［译者］中村正雄訳 

［出版者］創文社 

［出版日期］1975 

［主题词］人文科学 

［知识责任］カッシーラー 

［知识责任］Cassirer 著 

［次知识责任］中村正雄 訳 

 

 

［正题名］海底二万里 

［第一责任人］ジュール·ヴェルヌ作 

［译者］石川湧訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963 

［丛编题名］岩波少年少女文学全集 

［丛编题名］イワナミ ショウネン ショウジョ ブンガク ゼンシュウ 5 

［知识责任］ヴェルヌ 作 

［知识责任］Verne 作 

［次知识责任］石川湧 訳 

 

 

［正题名］黄金のパラオ 

［第一责任人］K·ブルックナー作 

［译者］北条元一訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.2 

［丛编题名］岩波少年少女文学全集 

［丛编题名］イワナミ ショウネン ショウジョ ブンガク ゼンシュウ 30 

［知识责任］ブルックナー 作 

［知识责任］Bruckner 作 

［次知识责任］北条元一 訳 

 

 

［正题名］近世部落の史的研究 

［第一责任人］部落解放研究所編 

［出版者］解放出版社 

［出版日期］1979.6 

［附注内容］監修:原田伴彦 

［主题词］部落問題/歴史 

 

 

［正题名］被差別部落と天皇制 



［第一责任人］稲田陽一著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1977.11 

［主题词］部落問題/歴史 

［主题词］天皇制 

［知识责任］稲田陽一 著 

 

 

［正题名］未解放部落における勞働經濟事情 

［第一责任人］住谷悦治著 

［译者］京都府労働経済研究所編 

［出版者］京都府勞働經濟研究所 

［出版日期］1951.4 

［知识责任］住谷悦治 著 

 

 

［正题名］世界の人権と日本の部落問題 

［第一责任人］国際人権規約大阪府民会議〔ほか〕編 

［出版者］〔国際人権規約大阪府民会議〕 

［出版日期］1980.12 

［附注内容］付(別冊 23p): 別冊資料 

［主题词］人権 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］人間のたたかいの砦から 

［第一责任人］上田卓三，小田実他著 

［出版者］教育·政治研究所出版部 

［出版日期］1975 

［主题词］部落問題 

［知识责任］上田卓三 著 

［知识责任］小田実 著 

 

 

［正题名］現代世界の差別問題 

［第一责任人］磯村英一編 

［出版者］明石書房 

［出版日期］1985.10 

［丛编题名］世界差別問題叢書 

［丛编题名］セカイ サベツ モンダイ ソウショ 4 

［主题词］社会的差別 

［知识责任］磯村英一 編 

 

 



［正题名］いま部落解放に問われているもの 

［第一责任人］師岡佑行著 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1987.6 

［主题词］部落問題 

［知识责任］師岡佑行  著 

 

 

［正题名］同和教育の基礎理論 

［第一责任人］東義和著 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1982.5 

［主题词］同和教育 

［知识责任］東義和 著 

 

 

［正题名］現代の部落差別と天皇制 

［第一责任人］菅孝行著 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1978.12 

［主题词］部落問題 

［主题词］天皇制 

［知识责任］菅孝行 著 

 

 

［正题名］部落の解放と人間の復権 

［第一责任人］上田卓三著 

［出版者］明治図書出版 

［出版日期］1974.3 

［丛编题名］双書部落解放 

［丛编题名］ソウショ ブラク カイホウ 4 

［主题词］部落問題 

［主题词］同和教育 

［知识责任］上田卓三 著 

 

 

［正题名］現代部落解放試論 

［第一责任人］師岡佑行著 

［出版者］柘植書房 

［出版日期］1984.3 

［主题词］部落問題 

［知识责任］師岡佑行 著 

 

 



［正题名］新たな解放理論の創造にむけて 

［第一责任人］部落解放同盟中央本部編 

［出版者］部落解放同盟中央本部 

［出版者］解放出版社 (発売) 

［出版日期］1993.11 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］田岡嶺雲選集 

［第一责任人］田岡嶺雲 [著] 

［译者］西田勝編 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1956.2 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 278 

［附注内容］田岡嶺雲略年譜: p[221]-235 

［附注内容］著作目録: p236-240 

［知识责任］田岡嶺雲 [著] 

［次知识责任］西田勝 編 

 

 

［正题名］荊逆星霜史 

［第一责任人］吉川守圀著 

［译者］岸本英太郎編·解説 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1957.8 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 307 { 資料日本社会運動思想史 明治後期第 9 集別巻 

［主题词］社会運動/歴史 

［知识责任］吉川守圀 著 

［次知识责任］岸本英太郎 編·解説 

 

 

［正题名］明治社會主義史論 

［第一责任人］岸本英太郎編·解説 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1955.4 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 224 資料日本社会運動思想史 明治後期 第 3 集 

［主题词］社会主義/歴史 

［主题词］社会運動/歴史 

［知识责任］岸本英太郎 編·解説 

 

 



［正题名］帝國主義 

［第一责任人］幸徳秋水著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.12 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 白-112, 4804, 青(33)-125-1 

［主题词］帝国主義 

［知识责任］幸徳秋水 著 

 

 

［正题名］日本の勞働運動 

［第一责任人］片山潜著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 4363-4366, 33-129-1 

［主题词］労働運動 

［知识责任］片山潜 著 

 

 

［正题名］部落史に關する綜合的研究 

［第一责任人］部落問題研究所編 

［出版者］柳原書店 

［出版日期］1956 

［正题名］明治天皇紀 

［第一责任人］宮内庁編 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1968 

［附注内容］嘉永 5 年 9 月-明治元年 12 月 

 

 

［正题名］日本婚姻史 

［第一责任人］中山太郎著 

［出版者］日文社 

［出版日期］1956 

［知识责任］中山太郎 著 

 

 

［正题名］統一朝鮮年鑑 

［第一责任人］統一朝鮮新聞社編 

［出版者］統一朝鮮新聞社 

［出版日期］1964 

［附注内容］1964年:収録期間 1964年 8月まで. 1965-66年:収録期間 1964年 8月から 1965

年 8 月まで. 1967-68 年:収録期間 1965 年から 1967 年 6 月まで 



［主题词］朝鮮/年鑑 

 

 

［正题名］日本農業論 

［第一责任人］磯辺俊彦〔ほか〕編 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1986.2 

［丛编题名］有斐閣ブックス 

［丛编题名］ユウヒカク ブックス 

［附注内容］参考文献:p314～325 

［主题词］日本/農業 

［主题词］農業経済 

［知识责任］磯辺俊彦 編 

 

 

［正题名］女の一生 

［第一责任人］丸岡秀子著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.10 

［丛编题名］村の図書室 

［丛编题名］ムラ ノ トショシツ 

［主题词］婦人問題 

［主题词］農村 

［知识责任］丸岡秀子 著 

 

 

［正题名］経済協力の現状と問題点 

［第一责任人］通商産業省貿易振興局編 

［出版者］通商産業調査会 

［出版日期］1975 

［附注内容］1971-1977 の発売者:丸善 

［主题词］後進国開発 

［主题词］国際投資 

 

 

［正题名］通商白書 

［第一责任人］通商産業省編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1975 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/貿易 

 

 

［正题名］経済協力の現状と問題点 



［第一责任人］通商産業省貿易振興局編 

［出版者］通商産業調査会 

［出版日期］1973 

［附注内容］1971-1977 の発売者:丸善 

［主题词］後進国開発 

［主题词］国際投資 

 

 

［正题名］機械のなかの青春 

［第一责任人］呉羽紡績労働組合文教部編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1953.4 

［主题词］日本詩/詩集 

 

 

［正题名］妾の半生涯 

［第一责任人］福田英子著 

［出版者］實業之日本社 

［出版日期］1949.1 

［丛编题名］近代日本文化叢書 

［丛编题名］キンダイ ニホン ブンカ ソウショ 

［知识责任］福田英子 著 

 

 

［正题名］戦後世界の経済過程 

［第一责任人］大島清編 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1968.12 

［主题词］国際経済 

［主题词］ドル 

［知识责任］大島清 編 

 

 

［正题名］学問に架ける橋 

［第一责任人］京都大学人文科学研究所編 

［出版者］小学館 

［出版日期］1976.1 

［丛编题名］100 万人の創造選書 

［丛编题名］100 マンニン ノ ソウゾウ センショ 15 

 

 

［正题名］日本における構造改革 

［第一责任人］佐藤昇編 

［出版者］三一書房 



［出版日期］1961 

［主题词］共産主義 

［知识责任］佐藤昇 編 

 

 

［正题名］海外市場白書 

［第一责任人］日本貿易振興会編 

［出版者］日本貿易振興会 

［出版日期］1974 

［主题词］貿易 

 

 

［正题名］世界経済白書 

［第一责任人］経済企画庁編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1968 

［附注内容］子書誌あり 

［附注内容］『年次世界経済報告』(経済企画庁刊)と同内容 

［主题词］経済/歴史 

［主题词］国際経済 

 

 

［正题名］わが国企業の海外事業活動 

［第一责任人］通商産業省産業政策局編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1973 

［附注内容］本標題変更: わが国企業の海外事業活動(2 回)→我国企業の海外事業活動(3

回)→我が国企業の海外事業活動(第 4 回-) 

［附注内容］第 26 回: 平成 8 年海外企業活動基本調査(第 6 回) 

［附注内容］第 27 回: 平成 9 年度海外事業活動動向調査 

［附注内容］第 28 回: 平成 10 年度海外事業活動動向調査 

［附注内容］第 29 回: 平成 11 年度海外事業活動基本調査(第 7 回) 

［附注内容］第 30 回: 平成 12 年度海外事業活動動向調査 

［附注内容］第 10·11 回以降の編集者: 通商産業省産業政策局国際企業課 

［附注内容］第 26-28 回の第 26-28 回の共編者: 通商産業大臣官房調査統計部企業統計課 

［附注内容］第 29 回以降の編集者: 経済産業省経済産業政策局調査統計部企業統計室, 経

済産業省貿易経済協力局貿易振興課 

［附注内容］第 10·11 回, 第 12·13 回の出版者: 東洋法規出版 

［附注内容］第 15 回, 第 16 回の出版者: ケイブン出版 

［附注内容］第 29 回以降の出版者: 財務省印刷局 

［主题词］企業 

 

 

［正题名］戦後日本の農業と農民 



［第一责任人］井野隆一，暉峻衆三，重富健一編 

［出版者］新評論 

［出版日期］1968.5 

［主题词］農業経済 

［知识责任］井野隆一 編 

［知识责任］暉峻衆三 編 

［知识责任］重富健一 編 

 

 

［正题名］外資系企業 

［第一责任人］通商産業省企業局編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1968.11 

［主题词］合弁会社 

［主题词］外国会社 

［主题词］外資導入 

 

 

［正题名］日本の統計 

［第一责任人］総理府統計局編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1972 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本経済入門 

［第一责任人］長洲一二著 

［出版者］光文社 

［出版日期］1967.4 

［丛编题名］カッパ·ブックス 

［丛编题名］カッパ ブックス 

［主题词］日本/経済 

［知识责任］長洲一二 著 

 

 

［正题名］日本資本地図 

［第一责任人］安藤良雄著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1963.10 

［丛编题名］ポケット·ライブラリ 

［丛编题名］ポケット ライブラリ 

［附注内容］折り込み図 1 枚 

［主题词］日本/経済 

［知识责任］安藤良雄 著 



 

 

［正题名］日本の国家独占資本主義 

［第一责任人］今井則義[ほか]著 

［出版者］合同出版 

［出版日期］1960.11 

［丛编题名］現代日本資本主義分析双書 

［丛编题名］ゲンダイ ニホン シホン シュギ ブンセキ ソウショ 

［主题词］国家独占資本主義/日本 

［知识责任］今井則義 著 

 

 

［正题名］安保·1960 

［第一责任人］臼井吉見編 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1969 

［附注内容］内容:“安保改訂"のすべて(毎日新聞政治部編) 安保改訂·八つの疑問(安保

問題研究会) 安保問題への所信(藤山愛一郎) 日本の外交を憂える(西春彦) ロッキー

ド·賠償·黒いジェット機(司会:臼井吉見) 「極東の範囲」を追求する(朝日ジャーナル編

集部編) いまこそ国会へ(清水幾太郎) 安保改訂をどうしたらよいか(笠信太郎) 五月十九

日から六月二日まで(安藤良一等) 六月四日前後(ラジオ東京等) 六月十日(江藤淳等) 六

月十五日から十九日午前零時まで(藤田省三等) 変則国会·政治部記者のメモから(遠藤剛

介,一柳東一郎) 果して言論は自由であるか(荒瀬豊) 

［附注内容］いくつもの太鼓のあいだにもっと見事な調和を(鶴見俊輔) もう一歩前進しよ

う(大内兵衛) 安保の嵐の中で考えたこと(渡辺信夫) 政治の“アラシ"の中から(朝日新聞

政治部編) 安保改訂の経済構想(隅谷三喜男) “スパイ"も調達されている(赤井和夫) 安保

-かくたたかえり(司会:「月刊労働問題」編集部) 現在の政治状況(石田雄等) 池田内閣の

本質はなにか(覆面座談会) 解説(臼井吉見) 参考文献:426-428p 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［主题词］日米安全保障条約 

［知识责任］臼井吉見 編 

 

 

［正题名］戦後風俗史 

［第一责任人］戸川猪佐武著 

［出版者］雪華社 

［出版日期］1960.4 

［附注内容］引用および参考にした諸作品:p413-416 

［附注内容］年表:p420-427 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］戸川猪佐武 著 

 

 

［正题名］現代家族の研究 



［第一责任人］小山隆 [編] 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1960.4 

［附注内容］1962 年発行分では標題関連情報が「実態と調整」となっている 

［主题词］家族 

［主题词］家族制度 

［知识责任］小山隆 [編] 

 

 

［正题名］日本の経済統計 

［第一责任人］経済企画庁調査局統計課編著 

［译者］経済企画庁統計課監修 

［出版者］至誠堂 

［出版日期］1964.4 

［丛编题名］経済教室 

［丛编题名］ケイザイ キョウシツ 5,5ˊ 

 

 

［正题名］自民党疑獄史 

［第一责任人］現代政治問題研究会編 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1973 

［主题词］自由民主党 

［主题词］政治資金 

 

 

［正题名］アジアの貿易統計 

［第一责任人］有馬駿二編 

［出版者］アジア経済研究所 

［出版者］東京大学出版会 (発売) 

［出版日期］1963.4 

［丛编题名］調査研究報告双書 

［丛编题名］チョウサ ケンキュウ ホウコク ソウショ 第 39 集 

［知识责任］有馬駿二 編 

［知识责任］宮本正 著 

 

 

［正题名］日本若者史 

［第一责任人］中山太郎著 

［出版者］春陽堂 

［出版日期］1930.7 

［主题词］若者組 

［知识责任］中山太郎 著 

 



 

［正题名］変貌する農村 

［第一责任人］近藤康男 [ほか] 編 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1965.11 

［丛编题名］日本農業年報 

［丛编题名］ニホン ノウギョウ ネンポウ 近藤康男編集代表 14 

［附注内容］1964 年主要文献解説と批評: 巻末 

［知识责任］近藤康男 編 

 

 

［正题名］複合不況 

［第一责任人］宮崎義一著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1992.6 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 1078 

［主题词］景気 

［知识责任］宮崎義一 著 

 

 

［正题名］劉少奇批判 

［第一责任人］東方書店出版部訳編 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1969 

［丛编题名］人民双書 

［丛编题名］ジンミン ソウショ 7 

［主题词］中国文化大革命 

［主题词］共産主義/中国 

 

 

［正题名］宮本修正主義批判 

［第一责任人］安斎庫治著 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1968.10 

［丛编题名］人民双書 

［丛编题名］ジンミン ソウショ 5 

［主题词］共産主義 

［主题词］日本共産党 

［知识责任］安斎庫治 著 

 

 

［正题名］明治の政治家たち 

［第一责任人］服部之総著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1950.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 31,188 

［主题词］政治家 

［知识责任］服部之総 著 

 

 

［正题名］維新と科学 

［第一责任人］武田楠雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-817 

［主题词］科学技術/日本/歴史 

［知识责任］武田楠雄 著 

 

 

［正题名］近代日本の思想家たち 

［第一责任人］林茂著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-302 

［知识责任］林茂 著 

 

 

［正题名］室町の王権 

［第一责任人］今谷明著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1990.7 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 978 

［附注内容］参考文献: p220-222 

［知识责任］今谷明 著 

 

 

［正题名］豐臣秀吉 

［第一责任人］鈴木良一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-171 

［附注内容］年表: p213-220 



［附注内容］折込地図あり 

［知识责任］鈴木良一 著 

 

 

［正题名］近代の政治思想 

［正题名］近代民主主義とその展望 

［第一责任人］福田歓一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1998.6 

［丛编题名］福田歓一著作集 

［丛编题名］フクダ カンイチ チョサクシュウ 福田歓一著 第 5 巻 

［附注内容］『近代の政治思想』は 1970 年,『近代民主主義とその展望』は 1977 年に岩波

新書として刊行された同書の全文を収録したもの 

［主题词］政治学 

［主题词］政治思想/ヨーロッパ 

［主题词］民主主義 

［主题词］政治思想/ヨーロッパ/歴史 

［知识责任］福田歓一 著 

 

 

［正题名］昭和の終焉 

［第一责任人］岩波新書編集部編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 別冊 4 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］天皇制 

［主题词］昭和天皇 

 

 

［正题名］日本教育小史 

［第一责任人］山住正己著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1987.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-363 

［附注内容］年表: p11-79 

［主题词］日本/教育/歴史 

［知识责任］山住正己 著 

 

 

［正题名］日本社会はどこへ行く 

［第一责任人］渡辺洋三著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 120 

［知识责任］渡辺洋三 著 

 

 

［正题名］日本外交 

［第一责任人］浅井基文著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1989.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 81 

［主题词］日本/外国関係 

［知识责任］浅井基文 著 

 

 

［正题名］関節炎と神経痛 

［第一责任人］佐々木智也著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-191 

［主题词］関節炎 

［主题词］神経痛 

［知识责任］佐々木智也 著 

 

 

［正题名］お伊勢まいり 

［第一责任人］西垣晴次著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-252 

［主题词］伊勢神宮 

［主题词］信仰 

［知识责任］西垣晴次 著 

 

 

［正题名］日本町人道 

［第一责任人］原田伴彦著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1968.4 

［丛编题名］講談社現代新書 



［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 146 

［主题词］日本/歴史/江戸時代 

［主题词］町人 

［知识责任］原田伴彦 著 

 

 

［正题名］藩校と寺子屋 

［第一责任人］石川松太郎著 

［出版者］教育社 

［出版日期］1978 

［丛编题名］教育社歴史新書 

［丛编题名］キョウイクシャ レキシ シンショ 日本史 87 

［附注内容］資料·研究文献: p241-246 

［主题词］日本/教育/歴史/江戸時代 

［主题词］藩学 

［主题词］寺子屋 

［知识责任］石川松太郎 著 

 

 

［正题名］日本人と近代科学 

［第一责任人］渡辺正雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-952 

［附注内容］参考文献: p209-212 

［主题词］科学技術/日本/歴史 

［知识责任］渡辺正雄 著 

 

 

［正题名］日本の科学思想 

［第一责任人］辻哲夫著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1973.7 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 330 

［附注内容］参考文献案内: p219-220 

［附注内容］年表: p221-226 

［主题词］自然科学/歴史/日本 

［知识责任］辻哲夫 著 

 

 

［正题名］琉球王国 

［第一责任人］高良倉吉著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1993.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 261 

［附注内容］参考文献: p191-192 

［附注内容］巻末: 琉球·沖縄歴史年表 (13p) 

［主题词］沖縄県/歴史 

［知识责任］高良倉吉 著 

 

 

［正题名］小判·生糸·和鉄 

［第一责任人］奥村正二著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-863 江戸時代技術史 続 

［主题词］貨幣/日本/歴史 

［主题词］蚕業/日本/歴史 

［主题词］鉄/ 金/ 史 

［知识责任］奥村正二 著 

 

 

［正题名］日本をきずいた科学 

［第一责任人］吉田光邦著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1966 

［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 99 

［主题词］自然科学/歴史 

［知识责任］吉田光邦 著 

 

 

［正题名］革命思想の先駆者 

［第一责任人］家永三郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-224 

［知识责任］家永三郎 著 

 

 

［正题名］酸性雨 

［第一责任人］石弘之著 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1992.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 230 

［主题词］酸性雨 

［知识责任］石弘之 著 

 

 

［正题名］現代日本の思想 

［第一责任人］久野収，鶴見俊輔共著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-257 

［主题词］日本思想/歴史/明治以後 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

［知识责任］久野収 著 

 

 

［正题名］世界史のなかの明治維新 

［第一责任人］芝原拓自著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-3 

［主题词］明治維新 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代 

［知识责任］芝原拓自 著 

 

 

［正题名］独身のすべて 

［第一责任人］ジョルジュ·モーコ著 

［译者］寺内礼，小杉恵子訳 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1979.12 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］独身 

［知识责任］モーコ 著 

［知识责任］Mauco 著 

［次知识责任］寺内礼 訳 

［次知识责任］小杉恵子 訳 

 

 

［正题名］自由民權思想 

［第一责任人］後藤靖編·解説 



［出版者］青木書店 

［出版日期］1957.7 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 306,309,316 { 資料日本社会運動思想史 明治前期第 1-3 集 

［附注内容］編·解説: 上: 後藤靖. 中: 家永三郎, 庄司吉之助. 下: 下山三郎 

［主题词］政治学/歴史 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代 

［主题词］民主政治 

［知识责任］後藤靖 編·解説 

 

 

［正题名］「脱亜」の明治維新 

［第一责任人］田中彰著 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1984.3 

［丛编题名］NHK ブックス 

［丛编题名］NHK ブックス 452 

［附注内容］岩倉使節団米欧回覧·帰航年表:p227～230 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代 

［知识责任］田中彰 著 

 

 

［正题名］西学東漸と中国事情 

［第一责任人］増田渉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.2 

［主题词］日本/文化/歴史/江戸時代 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/江戸時代 

［主题词］東洋と西洋 

［主题词］阿片戦争 

［知识责任］増田渉 著 

 

 

［正题名］共同研究日本占領 

［第一责任人］思想の科学研究会編 

［出版者］徳間書店 

［出版日期］1972.12 

［附注内容］内容:占領と日本人 日本人の被占領観(布川清司) 占領とビジネスマンー高度

成長へのバネとして(大野明男) 国鉄労組と鈴木市蔵にみる占領下労働運動(久米茂) 軍需

産業労働者の敗戦への対応(茅原潤) 占領のなかの庶民 基地のまわりでの聞き書(牧瀬菊

枝) ヨコハマからの証言(佃実夫) 戦後デモクラシーと英会話ー「カムカム英語」の役割(竹

前栄治) 反民主主義の転換過程ー戦犯追放からレッドパージまで(松浦総三) 占領と世代

(高原健吉) 占領の周辺 占領とジャーナリズム 占領政策とジャーナリズム(新井直之) も

う一つの言論の潰滅ー朝鮮戦争下の狂躁と沈黙(田村紀雄) わがレッドパージ体験ー地方



紙と占領軍の影(渡辺喜蔵) 知られざる占領下の言論弾圧ーいわゆる“戦犯図書"をめぐっ

て(松浦総三) 追放解除を要請する論理ー暉峻義等を中心にして(しまね·きよし) 

［附注内容］日本占領と朝鮮人(呉林俊) 軍政時代の風俗(加太こうじ) 「占領と性」研究

序説(上野博正) わたしの証言(神山茂夫,しまね·きよし) 占領と沖縄 伊江島の島ぐるみ

の闘い(牧瀬菊枝) 沖縄からの照射ーその二重構造(木下順二) 「日の丸復帰」から「異族

の論理」へー復帰の時点で問い直す「沖縄の占領」(大野明男) 占領と裁判 BC 級戦犯と戦

後思想(筑波常治) 占領下の軍事裁判(佃実夫) 原爆裁判の意味するもの(丸山睦男) 占領

と知識人(市井三郎) 占領政策をめぐって 対日労働政策(竹前栄治) 教育改革の渦のなか

でー「学校調査」と富山教育会議(日野敬) 占領政策の転換時代 ニューディーラーの退場

(渡辺喜蔵) 徳田球一論(久米茂) 

［附注内容］共同討議 日本占領再検討(大野明男等) 資料 重要指令·通達(抄),重要指

令·覚書(解題),連合軍総司令部·日本占領管理機構図,『日本占領』関係年表(しまね·き

よし編) 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

 

 

［正题名］大日本戰史 

［第一责任人］高柳光壽編 

［出版者］三教書院 

［出版日期］1942 

［主题词］戦争/歴史 

［知识责任］高柳光寿 編 

 

 

［正题名］西南の役薩軍口供書 

［第一责任人］小寺鉄之助編 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1967.6 

［主题词］西南戦争 

［知识责任］小寺鉄之助 編 

 

 

［正题名］南紀徳川史 

［第一责任人］堀内信編 

［出版者］名著出版 

［出版日期］1932 

［附注内容］南紀徳川史刊行会昭和 5-8 年刊の複製 

［主题词］日本/歴史/江戸時代/史料 

［主题词］徳川家 

［主题词］和歌山藩 

［知识责任］堀内信 編 

 

 

［正题名］日本中世の非農業民と天皇 



［第一责任人］網野善彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.2 

［附注内容］収録および関係論文: p590-591 

［主题词］天皇 

［知识责任］網野善彦 著 

 

 

［正题名］日本文化史之研究 

［第一责任人］長沼賢海著 

［出版者］教育研究會 

［出版日期］1937.7 

［知识责任］長沼賢海 著 

 

 

［正题名］日本兵食史 

［第一责任人］陸軍糧秣本廠編 

［出版者］糧友會 

［出版日期］1934.1 

［主题词］兵糧 

 

 

［正题名］新人口論入門 

［第一责任人］ラーシュ·ボンデスタム，スタファン·ベリストローム編 

［译者］奥田孝晴訳 

［出版者］第三書館 

［出版日期］1982 

［主题词］人口論 

［知识责任］ボンデスタム 編 

［知识责任］Bondestam 編 

［知识责任］ベリストローム 編 

［知识责任］Bergstr◆U00F6◆mStaffan 編 

［次知识责任］奥田孝晴 訳 

 

 

［正题名］創価学会の真実 

［第一责任人］野崎勲著 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1983.3 

［主题词］創価学会 

［知识责任］野崎勲 著 

 

 

［正题名］何が権力か 



［第一责任人］秦野章著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1984.7 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］マス·コミュニケーション 

［主题词］日本/政治 

［知识责任］秦野章 著 

 

 

［正题名］羊の怒る時 

［第一责任人］江馬修著 

［出版者］影書房 

［出版日期］1989.10 

［附注内容］聚芳閣 1925 年刊の復刻 

［知识责任］江馬修 著 

 

 

［正题名］珠玉 

［第一责任人］開高健著 

［出版者］文藝春秋 

［出版日期］1990.2 

［知识责任］開高健 著 

 

 

［正题名］初期論文集 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］思文閣出版 

［出版日期］1982.11 

［丛编题名］奈良本辰也選集 

［丛编题名］ナラモト タツヤ センシュウ 別巻 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［主题词］日本/歴史/江戸時代 

［主题词］明治維新 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］マスコミの内側 

［第一责任人］丸山実著 

［出版者］幸洋出版 

［出版日期］1980.10 

［主题词］ジャーナリズム 

［主题词］マス·コミュニケーション 

［知识责任］丸山実 著 

 



 

［正题名］「月刊ペン」事件の内幕 

［第一责任人］丸山実著 

［出版者］幸洋出版 

［出版日期］1982.9 

［主题词］創価学会 

［知识责任］丸山実 著 

 

 

［正题名］箱根の坂 

［第一责任人］司馬遼太郎著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1984.4 

［知识责任］司馬遼太郎 著 

 

 

［正题名］エコロジスト宣言 

［第一责任人］アンドレ·ゴルツ著 

［译者］高橋武智訳 

［出版者］技術と人間 

［出版日期］1980.5 

［主题词］人間生態学 

［主题词］環境問題 

［知识责任］ゴルツ 著 

［知识责任］GorzAndré 著 

［次知识责任］高橋武智 訳 

 

 

［正题名］文明の基軸 

［第一责任人］吉田光邦著 

［出版者］思文閣出版 

［出版日期］1982.8 

［丛编题名］吉田光邦評論集 

［丛编题名］ヨシダ ミツクニ ヒョウロンシュウ 3 

［主题词］日本/文化 

［知识责任］吉田光邦 著 

 

 

［正题名］現代日本における右傾化の構造 

［第一责任人］民衆の表現の自由を確立する会編 

［出版者］JCA 出版 

［出版日期］1982.6 

［主题词］政治思想/日本 

［主题词］右翼 



 

 

［正题名］ある運命について 

［第一责任人］司馬遼太郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1984.6 

［知识责任］司馬遼太郎 著 

 

 

［正题名］危機を演出する人々 

［第一责任人］吉原公一郎著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1984.3 

［知识责任］吉原公一郎 著 

 

 

［正题名］世界史の現段階と日本 

［第一责任人］江口朴郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1986.4 

［丛编题名］世界歴史叢書 

［丛编题名］セカイ レキシ ソウショ 

［主题词］世界史/20 世紀 

［主题词］世界史/近代 

［知识责任］江口朴郎 著 

 

 

［正题名］中国の緑の星 

［第一责任人］高杉一郎著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1980.11 

［丛编题名］朝日選書 

［丛编题名］アサヒ センショ 169 

［附注内容］参考文献:p199～200 

［知识责任］高杉一郎 著 

 

 

［正题名］解放文学の土壌 

［第一责任人］土方鉄著 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1987.1 

［主题词］日本文学/歴史/近代 

［主题词］部落問題 

［知识责任］土方鐵 著 



 

 

［正题名］転落の「大学」 

［第一责任人］田川精三著 

［出版者］蒼人社 

［出版者］勁草書房 (発売) 

［出版日期］1983.9 

［附注内容］関連略年表: p284～293 

［主题词］教員/大学 

［主题词］大学/管理·運営 

［知识责任］田川精三 著 

 

 

［正题名］和魂論ノート 

［第一责任人］古在由重著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.6 

［主题词］日本精神 

［主题词］哲学 

［主题词］唯物論 

［知识责任］古在由重 著 

 

 

［正题名］これが最後の「カミさんと私」の物語 

［第一责任人］土岐雄三著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1989.12 

［知识责任］土岐雄三 著 

 

 

［正题名］丹後に生きる 

［第一责任人］中嶋利雄，原田久美子編 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1987.6 

［丛编题名］日本民衆の歴史 

［丛编题名］ニホン ミンシュウ ノ レキシ 地域編 10 

［附注内容］参照文献·参考文献·史料紹介·本書関連年表:p249～269 

［主题词］京都府/歴史 

［知识责任］中嶋利雄 編 

［知识责任］原田久美子 編 

 

 

［正题名］現代史の選択 

［第一责任人］江口朴郎著 



［出版者］青木書店 

［出版日期］1984.7 

［主题词］歴史学 

［知识责任］江口朴郎 著 

 

 

［正题名］日本革命の展望 

［第一责任人］宮本顕治著 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版日期］1974 

［主题词］共産党日本 

［知识责任］宮本顕治 著 

 

 

［正题名］日本労働運動 歴史と教訓 

［第一责任人］樋口篤三著 

［出版者］第三書館 

［出版日期］1990.7 

［丛编题名］シリーズ「労働者の未来をつくる」 

［丛编题名］シリーズ ロウドウシャ ノ ミライ オ ツクル 第 1 巻 

［附注内容］年表:p425-435 

［主题词］労働運動/日本/歴史 

［知识责任］樋口篤三 著 

 

 

［正题名］戦後日本共産党史 

［第一责任人］小山弘健著 

［出版者］芳賀書店 

［出版日期］1966.11 

［附注内容］付録:戦後日本共産党史年表,戦後日本共産党史文献 427-431p 

［主题词］日本共産党/歴史 

［知识责任］小山弘健 著 

 

 

［正题名］日はまた沈む 

［第一责任人］ビル·エモット著 

［译者］鈴木主税訳 

［出版者］草思社 

［出版日期］1990.3 

［主题词］日本/経済 

［主题词］日本/経済関係 

［知识责任］エモット 著 

［知识责任］Emmott 著 

［次知识责任］鈴木主税 訳 



 

 

［正题名］日本国家の仮面をはがす 

［第一责任人］武藤一羊著 

［出版者］社会評論社 

［出版日期］1984.11 

［主题词］日本/政治 

［知识责任］武藤一羊 著 

 

 

［正题名］歴史の舞台 

［第一责任人］司馬遼太郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1984.3 

［知识责任］司馬遼太郎 著 

 

 

［正题名］中世の武家と農民 

［第一责任人］北山茂夫著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1982.11 

［丛编题名］ちくま少年図書館 

［丛编题名］チクマ ショウネン トショカン 69 歴史の本 2 

［知识责任］北山茂夫 著 

 

 

［正题名］街道をゆく 

［第一责任人］司馬遼太郎著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1986 

［附注内容］27: 因幡·伯耆のみち, 檮原街道。 

［附注内容］31 以降は別書誌 (BN05171844) 

［知识责任］司馬遼太郎 著 

 

 

［正题名］生きるってすばらしい 

［第一责任人］宇津木澄編著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1982.2 

［附注内容］田原米子の肖像あり 

［知识责任］宇津木澄 編著 

 

 

［正题名］戦後労働組合運動史 



［第一责任人］板東慧著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1975.1 

［主题词］労働運動/日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］板東慧 著 

 

 

［正题名］原爆投下への道 

［第一责任人］荒井信一著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1985.11 

［附注内容］使用した主な文献一覧: 巻末 p1-6 

［主题词］世界戦争 

［主题词］原子爆弾 

［知识责任］荒井信一 著 

 

 

［正题名］日米共同作戦 

［第一责任人］西沢優著 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1987 

［主题词］日本/国防 

［主题词］国防政策 

［知识责任］西沢優 著 

 

 

［正题名］自家製文章読本 

［第一责任人］井上ひさし著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1984.4 

［主题词］文章 

［主题词］作文 

［知识责任］井上ひさし 著 

 

 

［正题名］現代の労働運動と日本共産党 

［第一责任人］平垣美代司編著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1972.12 

［主题词］日本共産党 

［主题词］労働運動/日本 

［知识责任］平垣美代司 編著 

 

 



［正题名］中国の地震予知 

［第一责任人］尾池和夫著 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1978.12 

［丛编题名］NHK ブックス 

［丛编题名］NHK ブックス 333 

［附注内容］参考文献: p231-232 

［主题词］地震予知 

［知识责任］尾池和夫 著 

 

 

［正题名］国鉄民営化の疑惑 

［第一责任人］佐藤達也著 

［出版者］第三書館 

［出版日期］1986.5 

［主题词］国鉄 

［知识责任］佐藤達也 著 

 

 

［正题名］基本法農政の展開 

［第一责任人］阪本楠彦編集 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1965.8 

［丛编题名］講座現代日本の農業 

［丛编题名］コウザ ゲンダイ ニホン ノ ノウギョウ 第 4 巻 

［主题词］農業/日本 

［知识责任］阪本楠彦 編集 

 

 

［正题名］日本人口の分析 

［第一责任人］岡崎文規著 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1957.1 

［主题词］日本/人口 

［知识责任］岡崎文規 著 

 

 

［正题名］占領秘録 

［第一责任人］住本利男著 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1965.7 

［主题词］日本管理政策 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］住本利男 著 



 

 

［正题名］日本の農業問題 

［第一责任人］山崎春成著 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1961.7 

［丛编题名］現代日本資本主義分析双書 

［丛编题名］ゲンダイ ニホン シホン シュギ ブンセキ ソウショ 

［主题词］日本/農業 

［知识责任］山崎春成 著 

 

 

［正题名］第二次世界戦争後の資本主義諸国の経済構造 

［第一责任人］ソ同盟科学院経済研究所編 

［译者］古畑義和，寺村鉄三共訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1955.6 

［主题词］資本主義 

［主题词］経済/統計 

［次知识责任］古畑義和 訳 

［次知识责任］寺村鉄三 訳 

 

 

［正题名］ドイツ社会民主党 

［第一责任人］日本国際問題研究所編 

［出版者］日本国際問題研究所 

［出版日期］1962.11 

［丛编题名］国際問題シリーズ 

［丛编题名］コクサイ モンダイ シリーズ 第 28 号 

［主题词］ドイツ社会民主党 

 

 

［正题名］戦争と恐慌 

［第一责任人］堀江忠男著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1951.9 

［主题词］恐慌 

［主题词］戦時経済 

［知识责任］堀江忠男 著 

 

 

［正题名］労働白書 

［第一责任人］労働省編 

［出版者］労働法令協会 



［出版日期］1974 

［附注内容］市販版 

［附注内容］子書誌あり 

［附注内容］編者名変更：労働省労働統計調査部 → 労働省(昭和 43 年版-) 

［附注内容］発行者変更：昭和 40 年版からは大蔵省印刷局発行, 昭和 50 年版からは日本

労働協会発行, 平成 2 年からは日本労働研究機構発行 

［附注内容］昭和 40 年版-昭和 45 年版，昭和 49 年版は表紙と標題紙の書名の表記が異な

る。 

［附注内容］昭和 40 年版-昭和 45 年版は標題紙の年度表示が異なる。 

［附注内容］昭和 46 年版-昭和 48 年版，昭和 50 年版からの表紙，標題紙の書名は「労働

白書」 

［附注内容］昭和 44 年版から表紙に個別タイトルあり 

［主题词］労働問題/日本 

 

 

［正题名］現代日本経済史 

［第一责任人］山崎隆三編 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1985.3 

［丛编题名］有斐閣ブックス 

［丛编题名］ユウヒカク ブックス 346 

［附注内容］執筆:山崎隆三ほか 

［附注内容］参考文献:p347～350 

［主题词］日本/経済/歴史/昭和時代 

［知识责任］山崎隆三 編 

 

 

［正题名］経済白書 

［第一责任人］経済安定本部編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1965 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/経済 

 

 

［正题名］日本の貧困 

［第一责任人］日本社会福祉学会編 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1958.12 

［主题词］貧民/日本 

［主题词］貧困/日本 

 

 

［正题名］恐竜たちの地球 



［第一责任人］冨田幸光著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1999.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 637 

［附注内容］主な参考·引用文献: 巻末 p1-2 

［主题词］恐竜 

［知识责任］冨田幸光 著 

 

 

［正题名］子どもの社会力 

［第一责任人］門脇厚司著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1999.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 648 

［附注内容］参考文献: p209-213 

［主题词］青少年問題 

［主题词］社会化 

［主题词］児童研究 

［知识责任］門脇厚司 著 

 

 

［正题名］ジャーナリズムの思想 

［第一责任人］原寿雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1997.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 494 

［主题词］ジャーナリズム 

［知识责任］原寿雄 著 

 

 

［正题名］現代社会と教育 

［第一责任人］堀尾輝久著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1997.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 521 

［主题词］教育と社会 

［知识责任］堀尾輝久 著 

 

 

［正题名］薬物依存 



［第一责任人］宮里勝政著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1999.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 612 

［附注内容］参考文献: 巻末 p1-3 

［主题词］薬品中毒 

［知识责任］宮里勝政 著 

 

 

［正题名］転換期の国際政治 

［第一责任人］武者小路公秀著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1996.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 434 

［主题词］国際政治 

［知识责任］武者小路公秀 著 

 

 

［正题名］太宰治 

［第一责任人］細谷博著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1998.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 560 

［附注内容］参考文献: p212-215 

［知识责任］細谷博 著 

 

 

［正题名］読みなおし日本文学史 

［第一责任人］高橋睦郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1998.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 550 

［主题词］日本文学/歴史 

［主题词］和歌/歴史 

［知识责任］高橋睦郎 著 

 

 

［正题名］「風と共に去りぬ」のアメリカ 

［第一责任人］青木冨貴子著 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1996.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 442 

［附注内容］アメリカ合衆国の地図掲載 

［附注内容］主要参考文献: 巻末 p1-4 

［主题词］人種問題 

［主题词］人種差別 

［知识责任］青木冨貴子 著 

 

 

［正题名］ビルマ 

［第一责任人］田辺寿夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1996.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 444 

［附注内容］巻末: 主要年表 p1～4 

［附注内容］巻末: 参考文献 p8～11 

［主题词］ビルマ/経済 

［主题词］ビルマ/政治 

［主题词］ビルマ/社会 

［知识责任］田辺寿夫 著 

 

 

［正题名］イギリス美術 

［第一责任人］高橋裕子著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1998.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 555 

［主题词］イギリス美術/歴史 

［主题词］絵画イギリス/歴史 

［知识责任］高橋裕子 著 

 

 

［正题名］政治·行政の考え方 

［第一责任人］松下圭一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1998.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 552 

［主题词］日本/政治·行政 

［主题词］行政改革 

［知识责任］松下圭一 著 



 

 

［正题名］日本社会の歴史 

［第一责任人］網野善彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1997.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 500-502 

［附注内容］参考·参照文献: 下:p165-169 

［主题词］日本/歴史 

［主题词］日本/社会/歴史 

［知识责任］網野善彦 著 

 

 

［正题名］相対化の時代 

［第一责任人］坂本義和著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1997.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 525 

［主题词］国際政治 

［知识责任］坂本義和 著 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1978.10 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1984 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1987 

［主题词］地名辞典/日本 

 



 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1987 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1989 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1985 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1985 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1979 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］日本の憲法 

［第一责任人］長谷川正安著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-995 

［主题词］憲法/日本 

［知识责任］長谷川正安 著 



 

 

［正题名］愛と真実 

［第一责任人］大竹悠紀子著 

［出版者］あざみ書房 

［出版日期］1976.8 

［知识责任］大竹悠紀子 著 

 

 

［正题名］人民中国への道 

［第一责任人］小野信爾著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1977.5 

［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 455 新書東洋史 5 中国の歴史 5 

［附注内容］参考文献·年表: p197-205 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］小野信爾 著 

 

 

［正题名］アイヌの文学 

［第一责任人］久保寺逸彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-989 

［主题词］アイヌ文学 

［知识责任］久保寺逸彦 著 

 

 

［正题名］アリストテレス 

［第一责任人］山本光雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 21 

［知识责任］山本光雄 著 

 

 

［正题名］ナチ·エリート 

［第一责任人］山口定著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1976.10 



［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 446 

［附注内容］参考文献: p261-265 

［主题词］ナチス 

［主题词］エリート/ドイツ 

［知识责任］山口定 著 

 

 

［正题名］ジャン·クリストフ 

［第一责任人］ロマン·ローラン著 

［译者］豐島與志雄譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤-624-630 

［知识责任］ローラン 著 

［知识责任］Rolland 著 

［知识责任］豊島与志雄 訳 

 

 

［正题名］日本歴史大辞典 

［第一责任人］日本歴史大辞典編集委員会編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1956 

［附注内容］各巻に折込あり 

 

 

［正题名］現代イタリア史 

［第一责任人］山崎功著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-201 

［知识责任］山崎功 著 

 

 

［正题名］神秘な宇宙 

［第一责任人］ジーンズ著 

［译者］鈴木敬信譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤-14 

［知识责任］ジーンズ 著 



［知识责任］Jeans 著 

［次知识责任］鈴木敬信 譯 

 

 

［正题名］女のしごと·女の職場 

［第一责任人］竹中恵美子，西口俊子共著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1962.1 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 332 

［知识责任］竹中恵美子 著 

［知识责任］西口俊子 著 

 

 

［正题名］夢 

［第一责任人］宮城音弥著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-139 

［附注内容］巻末:参考文献 

［主题词］夢 

［知识责任］宮城音弥 著 

 

 

［正题名］地震の話 

［第一责任人］坪井忠二著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤-80 

［知识责任］坪井忠二 著 

 

 

［正题名］BG 学ノート 

［第一责任人］上坂冬子，志賀寛子，加藤尚文共著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1961 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 295 

［主题词］職業婦人 

［知识责任］上坂冬子 著 

［知识责任］志賀寛子 著 

［知识责任］加藤尚文 著 



 

 

［正题名］労働者のチャンピオン 

［第一责任人］H·フェイガン著 

［译者］大前朔郎訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 392 { 自由を求めたイギリスの人びと H·フェイガ

ン著 その 2 

［附注内容］参考文献: 巻末 p1-2 

［主题词］イギリス/歴史 

［知识责任］フェイガン 著 

［知识责任］Fagan 著 

［次知识责任］大前朔郎 訳 

 

 

［正题名］數奇なる思想家の生涯 

［第一责任人］家永三郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 190 

［附注内容］参考文献: p203-204 

［附注内容］略年譜: p205-216 

［知识责任］家永三郎 著 

 

 

［正题名］武家の歴史 

［第一责任人］中村吉治著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1967.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 647 

［主题词］日本/歴史 

［主题词］武家/歴史 

［知识责任］中村吉治 著 

 

 

［正题名］接着の科学 

［第一责任人］井本稔，黄慶雲著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.10 

［丛编题名］岩波新書 



［丛编题名］イワナミ シンショ 青-575 

［主题词］接着剤 

［知识责任］井本稔 著 

［知识责任］黄慶雲 著 

 

 

［正题名］世界の歩み 

［第一责任人］林健太郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1949.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-15 

［主题词］西洋/歴史/近代 

［知识责任］林健太郎 著 

 

 

［正题名］ドイツ戦歿学生の手紙 

［第一责任人］ヴィットコップ著 

［译者］高橋健二訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤版 22, 12 

［附注内容］原書の抜粋訳 

［主题词］世界戦争 

［知识责任］ヴィットコップ 著 

［知识责任］Witkop 著 

［次知识责任］高橋健二 訳 

 

 

［正题名］世界大戦 

［第一责任人］和岛诚一，北山茂夫，林屋辰三郎著 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1962 

［丛编题名］日本歴史物語 

［丛编题名］ニホン レキシ モノガタリ 喜田貞吉[ほか]著 第 7 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］和岛诚一 著 

［知识责任］北山茂夫 著 

［知识责任］林屋辰三郎 著 

 

 

［正题名］ピカソ 

［第一责任人］富永惣一著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-157 

［知识责任］富永惣一 著 

 

 

［正题名］江戸時代 

［第一责任人］北島正元著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-332 

［附注内容］年表: p243-248 

［知识责任］北島正元 著 

 

 

［正题名］現代世界の民主主義 

［第一责任人］C·B·マクファーソン著 

［译者］粟田賢三訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1967.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-635 

［主题词］民主主義 

［知识责任］マクファーソン 著 

［知识责任］Macpherson 著 

［次知识责任］粟田賢三 訳 

 

 

［正题名］紡績 

［第一责任人］横井雄一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-228 

［附注内容］折り込み表 1 枚 

［知识责任］横井雄一 著 

 

 

［正题名］暗い谷間の労働運動 

［第一责任人］大河内一男著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1970.12 



［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-771 

［主题词］労働運動/日本/歴史 

［知识责任］大河内一男 著 

 

 

［正题名］勞働法 

［第一责任人］磯田進著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-77 

［知识责任］磯田進 著 

 

 

［正题名］戦後日本の労働運動 

［第一责任人］大河内一男著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-217 

［附注内容］戦後労働運動年表: p219-226 

［主题词］労働運動/日本 

［知识责任］大河内一男 著 

 

 

［正题名］回想の日本外交 

［第一责任人］西春彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-550 

［知识责任］西春彦 著 

 

 

［正题名］日本文学の古典 

［第一责任人］西郷信綱，永積安明，広末保著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-586 

［主题词］日本文学 

［知识责任］西郷信綱 著 

［知识责任］永積安明 著 



［知识责任］広末保 著 

 

 

［正题名］民話 

［第一责任人］関敬吾著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-202 

［知识责任］関敬吾 著 

 

 

［正题名］日本資本主義の形成者 

［第一责任人］東畑精一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-513 

［主题词］資本主義/日本 

［知识责任］東畑精一 著 

 

 

［正题名］山 

［第一责任人］辻村太郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ [赤版] 63 

［主题词］山岳 

［知识责任］辻村太郎 著 

 

 

［正题名］奴隷とは 

［第一责任人］ジュリアス·レスター著 

［译者］木島始，黄寅秀訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1970.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-757 

［附注内容］参考文献: p203-205 

［主题词］奴隷/アメリカ合衆国 

［知识责任］レスター 著 

［知识责任］Lester 著 

［次知识责任］木島始 訳 



［次知识责任］黄寅秀 訳 

 

 

［正题名］福田英子 

［第一责任人］村田静子著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-345 

［附注内容］略年表·史料と参考文献:p213～232 

［知识责任］村田静子 著 

 

 

［正题名］平民の叛徒たち 

［第一责任人］H·フェイガン著 

［译者］秦玄龍訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 384 { 自由を求めたイギリスの人びと H·フェイガ

ン著 その 1 

［主题词］イギリス/歴史 

［知识责任］フェイガン 著 

［知识责任］Fagan 著 

［次知识责任］秦玄龍 訳 

 

 

［正题名］女子勞働者 

［第一责任人］嶋津千利世著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-138 

［主题词］婦人労働 

［知识责任］嶋津千利世 著 

 

 

［正题名］昭和史 

［第一责任人］遠山茂樹，今井清一， 藤原彰著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-355 

［附注内容］昭和史略年表: p305-310 



［知识责任］遠山茂樹 著 

［知识责任］今井清一 著 

［知识责任］藤原彰 著 

 

 

［正题名］人間とはなにか 

［第一责任人］J·B·S·ホールデン著 

［译者］八杉龍一譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-99 

［主题词］人類 

［知识责任］ホールデン 著 

［知识责任］Haldane 著 

［次知识责任］八杉竜一 譯 

 

 

［正题名］独立への苦悶 

［第一责任人］斎藤正躬著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-79 

［知识责任］斎藤正躬 著 

 

 

［正题名］奇跡の友情 

［第一责任人］エリ·シャフナザロワ著 

［译者］柳田謙十郎編 

［出版者］光文社 

［出版日期］1959 

［丛编题名］カッパ·ブックス 

［丛编题名］カッパ ブックス 

［附注内容］遡及 

［知识责任］シャフナザロワ 著 

［知识责任］Shakhnazarova, 著 

［次知识责任］柳田謙十郎 編 

 

 

［正题名］政治 

［第一责任人］新名丈夫著 

［出版者］光文社 

［出版日期］1956.8 



［丛编题名］カッパ·ブックス 

［丛编题名］カッパ ブックス 

［知识责任］新名丈夫 著 

 

 

［正题名］台風の話 

［第一责任人］大谷東平著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-214 

［主题词］台風 

［知识责任］大谷東平 著 

 

 

［正题名］資本主義經濟の歩み 

［第一责任人］レオ·ヒューバーマン著 

［译者］小林良正，雪山慶正譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.1-1953.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-121, 127 

［附注内容］付: 引用文献 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］資本主義 

［知识责任］ヒューバーマン 著 

［知识责任］Huberman 著 

［次知识责任］雪山慶正 譯 

［次知识责任］小林良正 譯 

 

 

［正题名］平和の證言 

［第一责任人］杉捷夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-109 

［知识责任］杉捷夫 著 

 

 

［正题名］日本の新興宗教 

［第一责任人］高木宏夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.11 



［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 365 

［附注内容］参考文献: p207-209 

［主题词］類似宗教 

［知识责任］高木宏夫 著 

 

 

［正题名］エスペラント国周遊記 

［第一责任人］出口京太郎著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1965.7 

［丛编题名］アサヒ·アドベンチュア·シリーズ 

［丛编题名］アサヒ·アドベンチュア·シリーズ 9 

［主题词］エスペラント 

［主题词］紀行 

［主题词］大本教 

［知识责任］出口京太郎 著 

 

 

［正题名］変革者の思想 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1970.10 

［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 242 

［附注内容］第 3 刷には,標題関連情報の記載なし 

［主题词］日本思想/歴史/江戸時代 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］戦略経営者列伝 

［第一责任人］大江志乃夫著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1963 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 406 

［主题词］実業家 

［知识责任］大江志乃夫 著 

 

 

［正题名］戦争と人間 

［第一责任人］五味川純平著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1983-1984 



［丛编题名］五味川純平著作集 

［丛编题名］ゴミカワ ジュンペイ チョサクシュウ 第 12 巻-第 20 巻 

［附注内容］著者の肖像あり 付(地図 3 枚 袋入) 表(折込) 

［知识责任］五味川純平 著 

 

 

［正题名］人間の条件 

［第一责任人］五味川純平著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1956.8 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 50 

［主题词］原爆 

［知识责任］五味川純平 著 

 

 

［正题名］歴史の教訓 

［第一责任人］田中惣五郎著 

［出版者］文理書院 

［出版日期］1951.5 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］田中惣五郎 著 

 

 

［正题名］流行歌 (はやりうた) 百年史 

［第一责任人］藤澤衛彦著 

［出版者］第一出版社 

［出版日期］1951.10 

［知识责任］藤沢衛彦 著 

 

 

［正题名］政変 

［第一责任人］山本四郎著 

［出版者］塙書房 

［出版日期］1982.1 

［丛编题名］塙新書 

［丛编题名］ハナワ シンショ 

［附注内容］政変参考年表:p201～207 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［知识责任］山本四郎 著 

 

 

［正题名］日本政党史 

［第一责任人］山本四郎著 



［出版者］教育社 

［出版日期］1979 

［丛编题名］教育社歴史新書 

［丛编题名］キョウイクシャ レキシ シンショ 日本史 132 

［附注内容］研究史と参考文献 

［附注内容］政党史関係年表 

［主题词］政党/歴史 

［知识责任］山本四郎 著 

 

 

［正题名］近世軍縮史觀 

［第一责任人］安富正造著 

［出版者］國際聯盟協會 

［出版日期］1932.1 

［丛编题名］國際聯盟協會叢書 

［丛编题名］コクサイ レンメイ キョウカイ ソウショ 第 113 輯 

［附注内容］折り込図 4 枚 

［主题词］軍備縮小 

［知识责任］安富正造 著 

 

 

［正题名］政界五十年古島一雄回顧録 

［第一责任人］鷲尾義直編 

［出版者］海音書房 

［出版日期］1951.8 

［附注内容］海音書房:跋の記述による. 発売所: 三元社 

［附注内容］古島一雄翁略年譜: p296-310 

［知识责任］鷲尾義直 編 

［知识责任］古島一雄 編 

 

 

［正题名］家族論 

［第一责任人］玉城肇著 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1947.10 

［丛编题名］唯物論全書 

［丛编题名］ユイブツロン ゼンショ 24 

［知识责任］玉城肇 著 

 

 

［正题名］転向 

［第一责任人］思想の科学研究会編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1959.1 



［附注内容］上巻：戦前 

［主题词］転向 

 

 

［正题名］山本達雄 

［第一责任人］山本達雄先生伝記編纂会［小坂順造］編 

［出版者］山本達雄先生伝記編纂会［信越化学工業株式会社内］ 

［出版日期］1951.3 

［附注内容］年譜: 巻末 p1-39 

［附注内容］山本達雄の肖像あり 

［知识责任］小坂順造 編 

 

 

［正题名］南京事件 

［第一责任人］洞富雄著 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1972 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］洞富雄 著 

 

 

［正题名］「南京大虐殺」のまぼろし 

［第一责任人］鈴木明著 

［出版者］文芸春秋 

［出版日期］1973.3 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］鈴木明 著 

 

 

［正题名］世界に先駆する日本 

［第一责任人］永井柳太郎著 

［出版者］照文閣 

［出版日期］1942 

［知识责任］永井柳太郎 著 

 

 

［正题名］随感録 

［第一责任人］浜口富士子編 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1931.9 

［附注内容］濱口雄幸略歴: 巻末 1～4p 

［知识责任］浜口富士子 編 

［知识责任］濱口雄幸 編 

 



 

［正题名］古風庵回顧録 

［第一责任人］若槻礼次郎著 

［出版者］讀賣新聞社 

［出版日期］1950 

［知识责任］若槻礼次郎 著 

 

 

［正题名］昭和思想集 

［第一责任人］松田道雄編集·解説 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1974.10 

［丛编题名］近代日本思想大系 

［丛编题名］キンダイ ニホン シソウ タイケイ 35,36 

［附注内容］参考文献: 1:p485. 2:p434-436 

［附注内容］年表: 1:p486-487. 2:p437-441 

［主题词］日本思想/歴史/昭和時代 

［知识责任］松田道雄 解說 

 

 

［正题名］関東大震災 

［第一责任人］姜徳相著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1975.11 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 414 

［主题词］関東大震災 

［主题词］朝鮮人虐殺事件 

［知识责任］姜徳相 著 

 

 

［正题名］現代ナショナリズム辞典 

［第一责任人］木下半治編 

［出版者］酣燈社 

［出版日期］1951.6 

［丛编题名］學生文庫 

［丛编题名］ガクセイ ブンコ 

［附注内容］遡及 

［主题词］民族主義/辞書 

［知识责任］木下半治 編 

 

 

［正题名］演歌の明治大正史 

［第一责任人］添田知道著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-501 

［主题词］演歌 

［知识责任］添田知道 著 

 

 

［正题名］昭和時代 

［第一责任人］中島健蔵著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-275 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］中島健蔵 著 

 

 

［正题名］野中楠吉翁 

［第一责任人］野中楠吉翁伝記編纂委員会編 

［出版者］高知新聞社 

［出版日期］1963.9 

［正题名］世界政治と支那事變 

［第一责任人］具島兼三郎著 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1940.11 

［主题词］日中戦争 

［主题词］イギリス/外国関係 

［主题词］ロシア/外国関係 

［知识责任］具島兼三郎 著 

 

 

［正题名］日中戰争史 

［第一责任人］秦郁彦著 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1961.9 

［附注内容］参考文献: 巻末 p1-5 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］秦郁彦 著 

 

 

［正题名］濱口雄幸日記·随感録 

［第一责任人］[濱口雄幸著] 

［译者］池井優，波多野勝，黒沢文貴編 



［出版者］みすず書房 

［出版日期］1991.3 

［附注内容］浜口雄幸略歴: p[575]-579 

［知识责任］濱口雄幸 [著] 

［次知识责任］池井優 編 

［次知识责任］波多野勝 編 

［次知识责任］黒沢文貴 編 

 

 

［正题名］大正昭和政治史の一断面 

［第一责任人］片岡直温[著] 

［出版者］西川百子居文庫 

［出版日期］1934.9 

［丛编题名］回想録 

［丛编题名］カイソウロク 伊藤·中井·井上·桂諸公·其の他 イトウ ナカイ イノウエ カ

ツラ ショコウ ソノタ 片岡直温著 続 

［附注内容］著者ほかの肖像あり 

［知识责任］片岡直温 [著] 

 

 

［正题名］日中戦争史資料 

［第一责任人］日中戦争史資料編集委員会編 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1975.3 

 

 

［正题名］日中戦争史資料 

［第一责任人］日中戦争史資料編集委員会編 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1973.11 

 

 

［正题名］坂西利八郎書翰·報告集 

［第一责任人］坂西利八郎 [著] 

［译者］山本四郎編 

［出版者］刀水書房 

［出版日期］1989.5 

［丛编题名］神戸女子大学東西文化研究所叢書 

［丛编题名］コウベ ジョシ ダイガク トウザイ ブンカ ケンキュウジョ ソウショ 第七冊 

［主题词］日本/対外関係/中国/歴史 

［知识责任］坂西利八郎 [著] 

［次知识责任］山本四郎 編 

 

 



［正题名］中央公論社七十年史 

［第一责任人］中央公論社編 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1955.11 

［附注内容］附:「中央公論」総目次(昭和 10 年 11 月以後), 出版総目録(昭和 4-30 年) 

［主题词］中央公論社 

 

 

［正题名］回顾与展望 

［第一责任人］李家振主编 

［出版者］黄河出版社 

［出版日期］1991.11 

［附注内容］責任編輯: 侯洪焔 

［知识责任］李家振 主编 

［知识责任］侯洪焔 編輯 

 

 

［正题名］満州関係立案計画書類目録 

［第一责任人］現代史研究会[編] 

［出版者］現代史研究会 

［出版日期］1977.3 

［附注内容］『経済調査会立案調査書目録 第 1 巻 立案調査書類文献目録』(南満州鉄道産

業部昭和 12 年刊)の一部複製 

［附注内容］付:参考文献 

［主题词］植民地政策 

［主题词］満州/経済政策 

 

 

［正题名］日本文學大辭典 

［第一责任人］藤村作編 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1951 

［主题词］日本文学/辞書 

［知识责任］藤村作 編 

 

 

［正题名］講座日本文化史 

［第一责任人］日本史研究会編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1961 

［附注内容］編集委員：井上清ほか 

 

 

［正题名］水平社運動 



［第一责任人］[秋定嘉和，西田秀秋編] 

［出版者］神戸部落史研究会 

［出版日期］1970 

［主题词］同和教育 

［知识责任］秋定嘉和 編 

［知识责任］西田秀秋 編 

 

 

［正题名］メッケル少佐 

［第一责任人］宿利重一著 

［出版者］日本軍用図書 

［出版日期］1944.3 

［丛编题名］日本陸軍史研究 

［丛编题名］ニホン リクグンシ ケンキュウ 第 2 巻 

［知识责任］宿利重一 著 

 

 

［正题名］海女記 

［第一责任人］瀬川清子著 

［出版者］三國書房 

［出版日期］1942.11 

［丛编题名］女性叢書 

［丛编题名］ジョセイ ソウショ 

［主题词］海女 

［主题词］婦人 

［知识责任］瀬川清子 著 

 

 

［正题名］古事記新釋 

［第一责任人］植松安著 

［出版者］大同館書店 

［出版日期］1919.2 

［主题词］古事記 

［知识责任］植松安 著 

 

 

［正题名］岩倉使節の研究 

［第一责任人］大久保利謙編 

［出版者］宗高書房 

［出版日期］1976.12 

［附注内容］特命全権大使米欧回覧実記年譜: p327-361 

［附注内容］岩倉使節関係研究文献目録: p366-368 

［知识责任］大久保利謙 編 

 



 

［正题名］西南戦争 

［第一责任人］圭室諦成著 

［出版者］至文堂 

［出版日期］1966.11 

［丛编题名］日本歴史新書 

［丛编题名］ニホン レキシ シンショ 

［主题词］西南戦争 

［知识责任］圭室諦成 著 

 

 

［正题名］村の婦人生活 

［第一责任人］熊谷元一著 

［出版者］新評論社 

［出版日期］1954 

［知识责任］熊谷元一 著 

 

 

［正题名］婦人文化講座 

［第一责任人］日本民主主義文化連盟編 

［出版者］ナウカ社 

［出版日期］1947 

［正题名］現代婦人運動史年表 

［第一责任人］三井礼子[ほか]編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1963.3 

［丛编题名］日本現代史年表 

［丛编题名］ニホン ゲンダイシ ネンピョウ 

［附注内容］巻末: 索引 

［主题词］婦人問題/歴史/年表 

［知识责任］三井禮子 編 

 

 

［正题名］獨逸の婦人勞働奉仕運動 

［第一责任人］下松桂馬著 

［出版者］刀江書院 

［出版日期］1938.11 

［知识责任］下松桂馬 著 

 

 

［正题名］婦人の歴史 

［第一责任人］玉城肇...［等］著 

［出版者］理論社 

［出版日期］1956 



［丛编题名］私の大学 

［丛编题名］ワタクシ ノ ダイガク 歴史の教室 第 6 

［主题词］婦人問題/歴史 

［知识责任］玉城肇 著 

［知识责任］带刀貞代 著 

［知识责任］小林登美枝 著 

［知识责任］村田静子 著 

 

 

［正题名］人間悟性論 

［第一责任人］ジョン·ロック著 

［译者］加藤卯一郎譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.1 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2191-2195 青(33)-653-1 

［知识责任］ロック 著 

［知识责任］Locke 著 

［次知识责任］加藤卯一郎 譯 

 

 

［正题名］人文地理學原理 

［第一责任人］ブラーシュ著 

［译者］飯塚浩二譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2318-2323, 青-175-176 

［附注内容］Principes de géographie humaine.の翻訳 

［知识责任］ブラーシュ 著 

［知识责任］Vidal de La Blache 著 

［次知识责任］飯塚浩二 譯 

 

 

［正题名］本居宣長 

［第一责任人］吉川幸次郎，佐竹昭広，日野龍夫校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.1 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 40 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］吉川幸次郎 校註 

［知识责任］佐竹昭広 校註 



［知识责任］日野龍夫 校註 

［知识责任］本居宣長 著 

 

 

［正题名］古代歌謡集 

［第一责任人］土橋寛，小西甚一校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.7 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 3 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［知识责任］土橋寛 校注 

［知识责任］小西甚一 校注 

［知识责任］高木市之助 校注 

 

 

［正题名］古今和歌集 

［第一责任人］佐伯梅友校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.3 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 8 

［附注内容］監修:高木市之助ほか 

［知识责任］佐伯梅友 校注 

 

 

［正题名］天皇制国家と部落差別 

［第一责任人］菅孝行著 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1987.9 

［主题词］部落問題 

［知识责任］菅孝行 著 

 

 

［正题名］賤民文化と天皇制 

［第一责任人］菅孝行著 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1984.2 

［主题词］部落問題 

［主题词］社会的差別 

［知识责任］菅孝行 著 

 

 

［正题名］人間·故郷·文化 



［第一责任人］林屋辰三郎著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1980.2 

［主题词］日本/歴史 

［主题词］日本/文化/歴史 

［知识责任］林屋辰三郎 著 

 

 

［正题名］象徴天皇という物語 

［第一责任人］赤坂憲雄著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1990.9 

［丛编题名］ちくまライブラリー 

［丛编题名］チクマ ライブラリー 46 

［主题词］天皇制 

［知识责任］赤坂憲雄 著 

 

 

［正题名］中世の民衆と芸能 

［第一责任人］京都部落史研究所編 

［出版者］阿吽社 

［出版日期］1986.6 

［附注内容］参考文献:p240～242 

［附注内容］執筆:横井清ほか 

［主题词］芸能/歴史 

 

 

［正题名］西方見聞録 

［第一责任人］林屋辰三郎著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1984.9 

［主题词］アジア/紀行 

［主题词］フランス/紀行 

［知识责任］林屋辰三郎 著 

 

 

［正题名］菊池一族の興亡 

［第一责任人］荒木栄司著 

［出版者］熊本出版文化会館 

［出版日期］1988.4 

［附注内容］菊池一族史関係年表:巻末 p1～33 

［附注内容］発売 : 亜紀書房 

［主题词］菊池氏 

［知识责任］荒木栄司 著 



 

 

［正题名］新人会の研究 

［第一责任人］H·スミス著 

［译者］松尾尊兌，森史子訳 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1978.12 

［附注内容］参考文献:p309～322 

［主题词］新人会 

［主题词］学生運動/歴史 

［知识责任］スミス 著 

［知识责任］Smith 著 

［次知识责任］松尾尊兊 訳 

［次知识责任］森史子 訳 

 

 

［正题名］中国人の生活風景 

［第一责任人］内山完造著 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1979.6 

［丛编题名］東方選書 

［丛编题名］トウホウ センショ 3 

［主题词］中国/風俗·習慣 

［主题词］中国人 

［知识责任］内山完造 著 

 

 

［正题名］PVZ 普及のための CM 小説 

［第一责任人］いとうかんじ著 

［出版者］永末書店 

［出版日期］1983 

［丛编题名］ザメンホフ 

［丛编题名］ザメンホフ いとうかんじ著 9-2 

［主题词］エスペラント 

［知识责任］いとうかんじ 著 

 

 

［正题名］私の記録 

［第一责任人］岡崎嘉平太著 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1979.3 

［丛编题名］東方選書 

［丛编题名］トウホウ センショ 1 

［主题词］日本/外国関係/中国 1949- 中華人民共和国 



［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/外国関係/日本 

［知识责任］岡崎嘉平太 著 

 

 

［正题名］日本部落史料 

［第一责任人］菊池山哉〔原作〕 

［译者］八切止夫編 

［出版者］日本シェル出版 

［出版日期］1981.3 

［附注内容］書名は奥付等による 

［附注内容］標題紙の書名:全国日本部落史料 

［附注内容］複製 

［附注内容］付:参考文献 

［附注内容］解説:西垣内堅佑 

［主题词］部落問題/歴史 

［知识责任］菊池山哉 作 

［次知识责任］八切止夫 編 

 

 

［正题名］維新から明治へ 

［第一责任人］冨成博著 

［出版者］長周新聞社 

［出版日期］1986 

［知识责任］冨成博 著 

 

 

［正题名］大久保利通 

［第一责任人］石原慎太郎〔ほか〕著 

［出版者］プレジデント社 

［出版日期］1989.11 

［知识责任］石原慎太郎 著 

 

 

［正题名］激動の中国と友好八十年 

［第一责任人］小澤正元[著] 

［出版者］谷沢書房 

［出版日期］1987 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］小沢正元 [著] 

 

 

［正题名］地域開発はこれでよいか 

［第一责任人］宮本憲一著 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1973.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-845 

［主题词］地域開発 

［知识责任］宮本憲一 著 

 

 

［正题名］潮風の町 

［第一责任人］松下竜一著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1985.4 

［丛编题名］講談社文庫 

［丛编题名］コウダンシャ ブンコ 

［知识责任］松下竜一 著 

 

 

［正题名］ザメンホフ原作全集完成記念仮想講演会 

［第一责任人］いとうかんじ著 

［出版者］永末書店 

［出版日期］c1983 

［丛编题名］ザメンホフ 

［丛编题名］ザメンホフ いとうかんじ著 9-1 

［主题词］エスペラント 

［知识责任］いとうかんじ 著 

 

 

［正题名］発掘 

［第一责任人］田辺昭三著 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1978.9 

［丛编题名］平凡社カラー新書 

［丛编题名］ヘイボンシャ カラー シンショ 96 

［附注内容］カメラ: 秋山忠右, 佐藤晴雄 

［主题词］考古学 

［知识责任］田辺昭三 著 

［知识责任］秋山忠右 著 

［知识责任］佐藤晴雄 著 

 

 

［正题名］日本の公害 

［第一责任人］庄司光，宮本憲一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1975.9 

［丛编题名］岩波新書 



［丛编题名］イワナミ シンショ 青-941 

［附注内容］巻末: 参考·引用文献 

［主题词］公害 

［知识责任］庄司光 著 

［知识责任］宮本憲一 著 

 

 

［正题名］自由は土佐の山間より 

［第一责任人］土佐自由民権研究会編 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1989.5 

［附注内容］自由民権百年第三回全国集会(1987 年 11 月 21-23 日:高知)の記録 

［主题词］自由民権運動 

［主题词］高知県/歴史 

 

 

［正题名］孫文と神戸 

［第一责任人］陳徳仁，安井三吉著 

［出版者］神戸新聞出版センター 

［出版日期］1985.10 

［丛编题名］シリーズ兵庫の歴史 

［丛编题名］シリーズ ヒョウゴ ノ レキシ 3 

［附注内容］孫文と神戸関係年表·参考文献: p275～290 

［知识责任］陳徳仁 著 

［知识责任］安井三吉 著 

 

 

［正题名］肥後国衆一揆 

［第一责任人］荒木栄司著 

［出版者］熊本出版文化会館 

［出版日期］1987.9 

［附注内容］関連年表:p191～195 

［主题词］熊本県/歴史 

［知识责任］荒木栄司 著 

 

 

［正题名］京大人文研 

［第一责任人］斎藤清明著 

［出版者］創隆社 

［出版日期］1986.1 

［主题词］京都大学人文科学研究所 

［知识责任］斎藤清明 著 

 

 



［正题名］無縁·公界·楽 

［第一责任人］網野善彦著 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1978.6 

［丛编题名］平凡社選書 

［丛编题名］ヘイボンシャ センショ 58 

［知识责任］網野善彦 著 

 

 

［正题名］宇津保物語 

［第一责任人］河野多麻校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.12 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 10 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［知识责任］河野多麻 校注 

 

 

［正题名］新井白石 

［第一责任人］松村明，尾藤正英，加藤周一校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1975.7 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 35 

［附注内容］挿図(1 図)あり 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］松村明 校注 

［知识责任］尾藤正英 校注 

［知识责任］加藤周一 校注 

［知识责任］新井白石 校注 

 

 

［正题名］近世政道論 

［第一责任人］奈良本辰也校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.5 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 38 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］政治道徳 

［知识责任］奈良本辰也 校注 



 

 

［正题名］近世神道論 

［第一责任人］平重道校注 

［第一责任人］阿部秋生校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.7 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 39 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］神道 

［主题词］国学 

［知识责任］平重道 校注 

［知识责任］阿部秋生 校注 

 

 

［正题名］自由と国家 

［第一责任人］樋口陽一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1989.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 93 

［主题词］憲法 

［主题词］議会政治 

［主题词］国家と個人 

［主题词］憲法 

［知识责任］樋口陽一 著 

 

 

［正题名］現代の新聞 

［第一责任人］桂敬一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 112 

［主题词］新聞 

［知识责任］桂敬一 著 

 

 

［正题名］略奪の海カリブ 

［第一责任人］増田義郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1989.6 



［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 75 

［附注内容］参考文献:p216-225 

［主题词］ラテン·アメリカ/歴史 

［主题词］イギリス/歴史 

［知识责任］増田義郎 著 

 

 

［正题名］暮らしの中の太平洋戦争 

［第一责任人］山中恒著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1989.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 78 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］山中恒 著 

 

 

［正题名］がんの予防 

［第一责任人］小林博著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1989.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 71 

［附注内容］参考文献: p190-192 

［主题词］癌 

［主题词］予防医学 

［知识责任］小林博 著 

 

 

［正题名］中国とソ連 

［第一责任人］毛里和子著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1989.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 69 

［附注内容］巻末: 主な参考文献 (1p) 

［附注内容］巻末: 中ソ関係略年表 (3p) 

［主题词］中国/外国関係/ロシア 

［主题词］ロシア/外国関係/中国 

［主题词］中国/外国関係/ロシア/歴史 

［知识责任］毛里和子 著 

 

 



［正题名］からだ·演劇·教育 

［第一责任人］竹内敏晴著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1989.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 67 

［主题词］教育 

［主题词］演劇 

［知识责任］竹内敏晴 著 

 

 

［正题名］ハイテク汚染 

［第一责任人］吉田文和著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1989.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 62 

［附注内容］文献:巻末 p1-4 

［主题词］水/汚濁 

［主题词］地下水 

［知识责任］吉田文和 著 

 

 

［正题名］コメを考える 

［第一责任人］祖田修著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1989.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 57 

［附注内容］文献一覧: 巻末 

［主题词］米 

［知识责任］祖田修 著 

 

 

［正题名］軍縮の政治学 

［第一责任人］坂本義和著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 47 

［主题词］軍備縮小 

［知识责任］坂本義和 著 

 

 



［正题名］中国改革最前線 

［第一责任人］天児慧著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 40 

［附注内容］現代中国年表: 巻末 p3-8 

［主题词］中国/政治 

［知识责任］天児慧 著 

 

 

［正题名］マリリン·モンロー 

［第一责任人］亀井俊介著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1987.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 381 

［附注内容］主要参考文献: 巻末 p2-3 

［知识责任］亀井俊介 著 

 

 

［正题名］集落への旅 

［第一责任人］原広司著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1987.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-374 

［主题词］集落 

［知识责任］原広司 著 

 

 

［正题名］女たちのアジア 

［第一责任人］松井やより著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1987.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-369 

［主题词］婦人問題/アジア 

［知识责任］松井やより 著 

 

 

［正题名］戒厳令下チリ潜入記 

［第一责任人］G·ガルシア=マルケス著 

［译者］後藤政子訳 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1986.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版-359 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］チリ 

［知识责任］ガルシア=マルケス 著 

［知识责任］García MárquezGabriel 著 

［次知识责任］後藤政子 訳 

 

 

［正题名］音楽の現代史 

［第一责任人］諸井誠著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1986.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 358 

［附注内容］「音楽の現代史」年表: 巻末 

［主题词］音楽西洋/歴史/20 世紀 

［知识责任］諸井誠 著 

 

 

［正题名］農民哀史から六十年 

［第一责任人］渋谷定輔著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1986.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-340 

［主题词］農民 

［主题词］農村 

［知识责任］渋谷定輔 著 

 

 

［正题名］法を学ぶ 

［第一责任人］渡辺洋三著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1986.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-338 

［主题词］法律 

［知识责任］渡辺洋三 著 

 

 

［正题名］ワーグナー 



［第一责任人］高辻知義著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1986.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-330 

［附注内容］ワーグナーの肖像あり 

［附注内容］巻末:リヒャルト·ワーグナー略年譜 

［知识责任］高辻知義 著 

 

 

［正题名］岸田劉生 

［第一责任人］富山秀男著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1986.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-334 

［知识责任］富山秀男 著 

 

 

［正题名］わが戦後俳句史 

［第一责任人］金子兜太著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1985.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-322 

［附注内容］略年譜:p225～227 

［主题词］俳諧 

［知识责任］金子兜太 著 

 

 

［正题名］花火 

［第一责任人］小勝郷右著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 237 

［附注内容］参考文献: p195-196 

［主题词］花火 

［知识责任］小勝郷右 著 

 

 

［正题名］転機に立つ石油化学工業 

［第一责任人］渡辺徳二，佐伯康治著 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1984.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-254 

［主题词］石油化学工業 

［知识责任］渡辺徳二 著 

［知识责任］佐伯康治 著 

 

 

［正题名］中学教師 

［第一责任人］太田昭臣著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-262 

［主题词］中学生 

［主题词］中学校 

［知识责任］太田昭臣 著 

 

 

［正题名］ああダンプ街道 

［第一责任人］佐久間充著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版-266 

［主题词］公害/千葉県 

［主题词］騒音 

［主题词］大気汚染 

［主题词］振動 

［知识责任］佐久間充 著 

 

 

［正题名］核廃絶は可能か 

［第一责任人］飯島宗一 [ほか] 編著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-267 

［主题词］原子兵器 

［知识责任］飯島宗一 編著 

 

 

［正题名］ごみと都市生活 

［第一责任人］吉村功著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-271 

［附注内容］ISBN は 1988 年発行のものによる 

［主题词］廃棄物処理 

［主题词］汚物処分 

［知识责任］吉村功 著 

 

 

［正题名］イワナの謎を追う 

［第一责任人］石城謙吉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-272 

［主题词］いわな 

［知识责任］石城謙吉 著 

 

 

［正题名］戦後教育を考える 

［第一责任人］稲垣忠彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-273 

［主题词］教育 

［主题词］日本/教育/歴史/昭和時代 

［知识责任］稲垣忠彦 著 

 

 

［正题名］国防婦人会 

［第一责任人］藤井忠俊著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1985.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-298 

［主题词］国防婦人会 

［主题词］日本/社会/歴史/昭和時代 

［主题词］市民生活 

［知识责任］藤井忠俊 著 

 

 

［正题名］近代日本の民間学 



［第一责任人］鹿野政直著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-249 

［主题词］学術 

［知识责任］鹿野政直 著 

 

 

［正题名］日本の巨大企業 

［第一责任人］中村孝俊著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-247 

［主题词］大企業 

［知识责任］中村孝俊 著 

 

 

［正题名］モーツァルトを聴く 

［第一责任人］海老沢敏著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 244 

［附注内容］モーツァルトの肖像あり 

［知识责任］海老沢敏 著 

 

 

［正题名］塩の道を探る 

［第一责任人］富岡儀八著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-243 

［附注内容］主な参考文献:p225～228 

［主题词］しお 

［主题词］製塩/歴史 

［知识责任］富岡儀八 著 

 

 

［正题名］日本的自我 

［第一责任人］南博著 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1983.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 241 

［主题词］日本人 

［主题词］自我 

［知识责任］南博 著 

 

 

［正题名］地震と建築 

［第一责任人］大崎順彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-240 

［主题词］耐震構造 

［主题词］地震 

［知识责任］大崎順彦 著 

 

 

［正题名］「ベトナム以後」を歩く 

［第一责任人］小田実著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-253 

［主题词］ベトナム/社会 

［主题词］インドシナ/政治 

［知识责任］小田実 著 

 

 

［正题名］J.S.バッハ 

［第一责任人］辻荘一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-213 

［附注内容］バッハの肖像あり 

［知识责任］辻荘一 著 

 

 

［正题名］フレームアップ 

［第一责任人］小此木真三郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.6 



［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-234 

［附注内容］巻末:参考文献 

［主题词］アメリカ合衆国/社会/歴史/20 世紀 

［知识责任］小此木真三郎 著 

 

 

［正题名］木簡が語る日本の古代 

［第一责任人］東野治之著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 231 

［主题词］日本/歴史/古代 

［主题词］木簡 

［知识责任］東野治之 著 

 

 

［正题名］新·核戦略批判 

［第一责任人］豊田利幸著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-229 

［主题词］戦略 

［主题词］原子兵器 

［知识责任］豊田利幸 著 

 

 

［正题名］エッフェル塔ものがたり 

［第一责任人］倉田保雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-228 

［附注内容］参考文献·エッフェル塔年表:p213～216 

［主题词］塔 

［知识责任］倉田保雄 著 

 

 

［正题名］海と乱開発 

［第一责任人］田尻宗昭著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.2 



［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-221 

［主题词］環境問題 

［主题词］海洋開発 

［知识责任］田尻宗昭 著 

 

 

［正题名］文化人類学への招待 

［第一责任人］山口昌男著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 204 

［主题词］文化人類学 

［知识责任］山口昌男 著 

 

 

［正题名］星の古記録 

［第一责任人］斉藤国治著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-207 

［主题词］星 

［知识责任］斉藤国治 著 

 

 

［正题名］現代史の幕あけ 

［第一责任人］河野健二著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-202 

［附注内容］巻末:1840 年代ヨーロッパ略年表 

［主题词］ヨーロッパ/歴史/19 世紀 

［知识责任］河野健二 著 

 

 

［正题名］隠された十字架 

［第一责任人］梅原猛著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1972.5 

［主题词］法隆寺 

［知识责任］梅原猛 著 



 

 

［正题名］小説哲学辞典 

［第一责任人］木村晃郎著 

［出版者］木村晃郎 

［出版日期］1975 

［附注内容］特別限定版 

［知识责任］木村晃郎 著 

 

 

［正题名］近代数寄者太平記 

［第一责任人］原田伴彦著 

［出版者］淡交社 

［出版日期］1971 

［丛编题名］淡交選書 

［丛编题名］タンコウ センショ 2 

［主题词］茶人 

［知识责任］原田伴彦 著 

 

 

［正题名］創価学会入門 

［第一责任人］創価学会教学部編 

［出版者］聖教新聞社 

［出版日期］1970 

［正题名］山谷 

［第一责任人］竹中労著 

［出版者］全国自治研修協会 

［出版日期］1969 

［丛编题名］都市と人間シリーズ 

［丛编题名］トシ ト ニンゲン シリーズ 2 

［主题词］貧民 

［主题词］スラム 

［知识责任］竹中労 著 

 

 

［正题名］平将門 

［第一责任人］山崎謙著 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1971 

［丛编题名］Sanseid◆U00F4◆ books 21 

［主题词］日本/歴史/平安時代 

［知识责任］山崎謙 著 

 

 



［正题名］戦車と自由 

［第一责任人］みすず書房編集部編 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1968 

［丛编题名］みすず叢書 

［丛编题名］ミスズ ソウショ 25 

 

 

［正题名］人間と物質のあいだ 

［第一责任人］中原佑介著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1972 

［主题词］芸術 

［知识责任］中原佑介 著 

 

 

［正题名］山宣 

［第一责任人］西口克己著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1959.4 

［知识责任］西口克己 著 

 

 

［正题名］歴史と人間 

［第一责任人］朝日新聞社編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1972.12 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］上田正昭 編 

 

 

［正题名］大杉栄研究 

［第一责任人］大沢正道著 

［出版者］同成社 

［出版日期］1968.7 

［附注内容］大杉栄年譜:p.366-375 

［知识责任］大沢正道 著 

 

 

［正题名］追われゆく坑夫たち 

［第一责任人］上野英信著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.8 

［丛编题名］岩波新書 



［丛编题名］イワナミ シンショ 青-391 

［主题词］鉱山労働 

［知识责任］上野英信 著 

 

 

［正题名］古代中国を読む 

［第一责任人］小倉芳彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-908 

［主题词］中国/歴史/古代 

［知识责任］小倉芳彦 著 

 

 

［正题名］南ヴェトナム戦争従軍記 

［第一责任人］岡村昭彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 548 

［主题词］ベトナム戦争 

［知识责任］岡村昭彦 著 

 

 

［正题名］新中国物語 

［第一责任人］大塚有章著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1957 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 90 

［主题词］中国/社会 

［主题词］中国共産党 

［知识责任］大塚有章 著 

 

 

［正题名］中国の数学 

［第一责任人］藪内清著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 906 

［主题词］数学/歴史 

［知识责任］薮内清 著 



 

 

［正题名］社会主義運動半生記 

［第一责任人］山辺健太郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 973 

［附注内容］略年譜: p226-230 

［主题词］社会運動/日本/歴史/明治以後 

［知识责任］山辺健太郎 著 

 

 

［正题名］唯物史観と現代 

［第一责任人］梅本克己著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-897 

［主题词］唯物史観 

［知识责任］梅本克己 著 

 

 

［正题名］堺市史 

［第一责任人］小葉田淳編集 

［出版者］堺市 

［出版日期］1971-1976 

［附注内容］続編 第 1 巻～第 6 巻の編集代表: 小葉田淳 

［主题词］堺市 

［知识责任］小葉田淳 编集 

 

 

［正题名］校本宮沢賢治全集 

［第一责任人］宮沢賢治著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1973.5-1977.10 

［附注内容］第 1 巻:短歌. 第 2-6 巻:詩 1-5. 第 7-10 巻:童話 1-4. 第 11 巻:童話 5·劇

その他. 第 12 巻(上,下):雑纂 1-3. 第 13 巻:書簡. 第 14 巻:補遺·補説 年譜 資料 

［附注内容］子書誌あり 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］宮沢賢治 著 

 

 

［正题名］鳥取県史 



［第一责任人］鳥取県編集 

［出版者］鳥取県 

［出版日期］1967 

［主题词］鳥取県/歴史 

 

 

［正题名］鳥取県史 

［第一责任人］鳥取県編集 

［出版者］鳥取県 

［出版日期］1967 

［主题词］鳥取県/歴史 

 

 

［正题名］鳥取県史 

［第一责任人］鳥取県編集 

［出版者］鳥取県 

［出版日期］1967.3-1982.3 

［主题词］鳥取県/歴史 

 

 

［正题名］よみがえる日本 

［第一责任人］蝋山政道著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1967.3 

［丛编题名］日本の歴史 

［丛编题名］ニホン ノ レキシ 26 

［附注内容］折り込図 1 枚 

［附注内容］年表: p[480]-[483] 

［知识责任］蝋山政道 著 

 

 

［正题名］図録原始から平安 

［第一责任人］井上光貞，竹内理三責任編集 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1967.5 

［丛编题名］日本の歴史 

［丛编题名］ニホン ノ レキシ 別巻 1 

［知识责任］井上光貞 責任編集 

［知识责任］竹内理三 責任編集 

 

 

［正题名］チャイナ·クライシス重要文献 

［第一责任人］矢吹晋編訳 

［出版者］蒼蒼社 



［出版日期］1989 

［丛编题名］蒼蒼スペシャル·ブックレット 

［丛编题名］ソウソウ スペシャル ブックレット No.20 

［主题词］中国/政治·行政 

［主题词］中国/政治 

［主题词］中国/行政 

［知识责任］矢吹晋 編訳 

 

 

［正题名］部落の過去·現在·そして… 

［第一责任人］こぺる編集部編 

［出版者］阿吽社 

［出版日期］1991.7 

［附注内容］執筆:今岡順二ほか 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］近江八幡の部落史 

［第一责任人］京都部落史研究所編 

［出版者］近江八幡市部落史編纂委員会 

［出版日期］1992.3 

［附注内容］発行所：近江八幡市 

［主题词］近江八幡市 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］世外井上公伝 

［第一责任人］井上馨侯伝記編纂会著 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1933.12 

［附注内容］井上馨の肖像あり 

 

 

［正题名］部落解放運動とイデオロギー問題 

［出版者］日本共産党中央委員会出版局 

［出版者］日本共産党中央委員会機関紙経営局 

［出版日期］1974 

［附注内容］記述は 2 版 5 刷による 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］部落問題研究所三十年史 

［第一责任人］部落問題研究所編 

［出版者］部落問題研究所出版部 



［出版日期］1979 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］百官履歴 

［第一责任人］大塚武松編 

［出版者］日本史籍協会 

［出版日期］1928 

［知识责任］大塚武松 編 

 

 

［正题名］現代部落差別の研究 

［第一责任人］杉之原寿一著 

［出版者］部落問題研究所出版部 

［出版日期］1983.3 

［附注内容］基礎資料:p271～277 戦後部落の現状(意識状況を含む)に関する文献目

録:p492～549 

［主题词］部落問題 

［知识责任］杉之原寿一 著 

 

 

［正题名］盛田嘉徳部落問題選集 

［第一责任人］部落解放研究所編 

［出版者］部落解放研究所 

［出版者］解放出版社 (発売) 

［出版日期］1982.7 

［主题词］部落問題 

［知识责任］盛田嘉徳 著 

 

 

［正题名］部落差別の歴史的研究 

［第一责任人］小林茂著 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1985.3 

［主题词］部落問題/歴史 

［知识责任］小林茂 著 

 

 

［正题名］東北·北越被差別部落史研究 

［第一责任人］原田伴彦，田中喜男編 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1981.6 

［附注内容］著者略歴:p403～404 

［主题词］部落問題/歴史 



［主题词］東北地方/歴史 

［主题词］北陸地方/歴史 

［知识责任］原田伴彦 编 

［知识责任］田中喜男 

 

 

［正题名］部落史研究文献目録 

［第一责任人］京都部落史研究所編 

［出版者］柏書房 

［出版日期］1982.4 

［主题词］部落問題/歴史/書目 

 

 

［正题名］維新日乘纂輯 

［第一责任人］岩崎英重編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1925.11 

［主题词］明治維新/史料 

［知识责任］岩崎英重 編輯 

 

 

［正题名］京都の部落史 

［第一责任人］井上清［ほか］編 

［出版者］京都部落史研究所 

［出版者］阿吽社［発売］ 

［出版日期］1984-1995.12 

［主题词］部落問題/歴史 

［主题词］賎民 

［知识责任］井上清 编 

 

 

［正题名］朝日年鑑 

［第一责任人］朝日新聞社編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1984 

［主题词］日本/年鑑 

 

 

［正题名］日本資本主義講座 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.9-1955.2 

［附注内容］総索引: 統計·事項 

［附注内容］月報あり 

 



 

［正题名］現代の思想的状況 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.11 

［丛编题名］岩波講座現代思想 

［丛编题名］イワナミ コウザ ゲンダイ シソウ 1 

［附注内容］執筆:清水幾太郎ほか 

［主题词］社会思想 

 

 

［正题名］人間の問題 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.12 

［丛编题名］岩波講座現代思想 

［丛编题名］イワナミ コウザ ゲンダイ シソウ 2 

［附注内容］執筆:務台理作ほか 

［主题词］社会思想 

 

 

［正题名］新しい社会 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.1 

［丛编题名］岩波講座現代思想 

［丛编题名］イワナミ コウザ ゲンダイ シソウ 4 

［附注内容］執筆:水田洋ほか 

［附注内容］参考文献:各章末 

［主题词］社会主義 

 

 

［正题名］反動の思想 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.7 

［丛编题名］岩波講座現代思想 

［丛编题名］イワナミ コウザ ゲンダイ シソウ 5 

［附注内容］執筆:丸山真男ほか 

［主题词］ファシズム 

 

 

［正题名］民衆と自由 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.9 

［丛编题名］岩波講座現代思想 

［丛编题名］イワナミ コウザ ゲンダイ シソウ 6 

［附注内容］執筆:松下圭一ほか 



［附注内容］第 5 巻補遺:反動の価値意識(承前)(横田地弘): p403-418 

［主题词］民主主義 

 

 

［正题名］科学と科学者 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.2 

［丛编题名］岩波講座現代思想 

［丛编题名］イワナミ コウザ ゲンダイ シソウ 7 

［主题词］科学と哲学 

 

 

［正题名］機械時代 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.3 

［丛编题名］岩波講座現代思想 

［丛编题名］イワナミ コウザ ゲンダイ シソウ 8 

［主题词］技術と文明 

［主题词］社会思想 

 

 

［正题名］戦争と平和 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.5 

［丛编题名］岩波講座現代思想 

［丛编题名］イワナミ コウザ ゲンダイ シソウ 9 

［主题词］世界戦争 

［主题词］世界戦争 

 

 

［正题名］現代日本の思想 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.11 

［丛编题名］岩波講座現代思想 

［丛编题名］イワナミ コウザ ゲンダイ シソウ 11 

［主题词］社会思想/日本/歴史/昭和時代 

 

 

［正题名］ファシズムと軍事国家 

［第一责任人］今中次麿著 

［译者］鈴木安蔵，浅田光輝編 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1954 

［丛编题名］政治學研究叢書 



［丛编题名］セイジガク ケンキュウ ソウショ 2 

［主题词］ファシズム 

［主题词］軍事/日本/歴史 

［知识责任］今中次麿 著 

［次知识责任］鈴木安蔵 编 

［次知识责任］浅田光輝 编 

［知识责任］JP 

 

 

［正题名］海外市場白書 

［第一责任人］日本貿易振興会編 

［出版者］日本貿易振興会 

［主题词］貿易 

 

 

［正题名］指導者と大衆 

［第一责任人］久野収，隅谷三喜男［編］ 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1960 

［丛编题名］近代日本思想史講座 

［丛编题名］キンダイ ニホン シソウシ コウザ 伊藤整 [ほか] 編 5 

［主题词］日本思想/歴史 

［知识责任］隅谷三喜男 编 

［知识责任］久野収 编 

［知识责任］伊藤整 编 

 

 

［正题名］陸羯南全集 

［第一责任人］陸羯南著 

［译者］西田長寿，植手通有編 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1971 

［附注内容］第 2-7 巻:「日本」社説,「大日本」社説 

［附注内容］内容: 陸羯南書簡. 陸羯南宛書簡. 歌·詩·絵詞. 追悼·回想. 補遺. 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］陸羯南 著 

［次知识责任］西田長寿 编 

［次知识责任］植手通有 编 

 

 

［正题名］戰後日本の賣春問題 

［第一责任人］神崎清著 

［出版者］社會書房 

［出版日期］1954 



［丛编题名］現代新書 

［丛编题名］ゲンダイ シンショ 5 

［知识责任］神崎清 著 

 

 

［正题名］近代日本と伊波普猷 

［第一责任人］比屋根照夫著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1981.4 

［附注内容］年譜·関係文献目録:p245～287 

［知识责任］比屋根照夫 著 

 

 

［正题名］沖縄歴史論序説 

［第一责任人］高良倉吉著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1980.11 

［附注内容］近世八重山派遣使者在番年譜: p124-153 

［主题词］沖縄県/歴史 

［知识责任］高良倉吉 著 

 

 

［正题名］近代日本と沖縄 

［第一责任人］我部政男著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1981.5 

［主题词］沖縄県/歴史 

［主题词］琉球問題 

［知识责任］我部政男 著 

 

 

［正题名］日本史の原点としての沖縄史 

［第一责任人］牧瀬恒二編著 

［出版者］本邦書籍 

［出版日期］1984.3 

［主题词］沖縄県/歴史 

［知识责任］牧瀬恒二 著 

 

 

［正题名］明治国家と沖縄 

［第一责任人］我部政男著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1979.10 

［主题词］琉球問題 



［知识责任］我部政男 著 

 

 

［正题名］沖縄県史 

［第一责任人］琉球政府編 

［出版者］琉球政府 

［出版日期］1965-1977 

［附注内容］子書誌あり 

［附注内容］編者変更: 琉球政府→沖縄県教育委員会 

［附注内容］第 1 巻: 通史. 第 2 巻: 各論編 1 政治. 第 3 巻各論編 2 経済. 第 4 巻: 各論

編3 教育. 第5巻: 各論編4 文化1. 第6巻: 各論編5 文化2. 第7巻: 各論編6 移民. 第

8 巻: 各論編 7 沖縄戦通史. 第 9 巻: 各論編 8 沖縄戦記録 1. 第 10 巻: 各論編 9 沖縄戦

記録 2. 

［附注内容］第 11 巻: 資料編 1 上杉県令関係日誌. 第 12 巻: 資料編 2 沖縄県関係各省公

文書. 第 13 巻: 資料編 3. 第 14 巻: 資料編 4 雑纂 1. 第 15 巻: 資料編 5 雑纂 2. 第 16

巻: 資料編 6 新聞集成(政治経済 1). 第 17巻: 資料編 7 新聞集成(政治経済 2). 第 18巻: 

資料編 8 新聞集成(教育). 第 19 巻: 資料編 9 新聞集成(社会文化). 第 20 巻: 資料編 10 

沖縄県統計集成. 

［附注内容］第 21巻: 資料編 11 旧慣調査資料. 第 22巻: 各論編 10 民俗 1. 第 23巻: 各

論編 11 民俗 2. 

［主题词］沖縄県/歴史 

［主题词］琉球/歴史 

 

 

［正题名］次郎物語 

［第一责任人］下村湖人〔著〕 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1954 

［丛编题名］角川文庫 

［丛编题名］カドカワ ブンコ 190 

［知识责任］下村湖人 著 

 

 

［正题名］アェネーイス 

［第一责任人］ウェルギリウス著 

［译者］田中秀央，木村滿三譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.11 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2551-2553 

［知识责任］ウェルギリウス 著 

［知识责任］Virgil 著 

［次知识责任］木村満三 译 

［次知识责任］田中秀央 译 



 

 

［正题名］三論玄義 

［第一责任人］嘉祥大師撰 

［译者］金倉圓照譯註 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2661ー2662 

［知识责任］吉蔵 撰 

［知识责任］金倉円照 譯註 

 

 

［正题名］流人 

［第一责任人］江馬修著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1953.6 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 121 

［知识责任］江馬修 著 

 

 

［正题名］譯註楚辭 

［第一责任人］橋本循譯註 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.11 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 

［知识责任］橋本循 譯註 

 

 

［正题名］ふらんす物語 

［第一责任人］永井荷風作 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.1 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 緑-163,4371ー4373 

［知识责任］永井荷風 作 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美, 國史大系編修會編 

［出版者］國史大系刊行會 : 吉川弘文館 : 日用書房 

［出版日期］1929- 



［正题名］明治天皇御集 

［第一责任人］［明治天皇著］ 

［译者］明治會謹纂 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1939.12 

［丛编题名］新潮文庫 

［丛编题名］シンチョウ ブンコ 第 400 編 

［附注内容］各句索引·類題索引 

［知识责任］明治天皇 [著] 

 

 

［正题名］第二次世界大戦下のヨーロッパ 

［第一责任人］笹本駿二著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1970.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-745 

［主题词］世界戦争 

［知识责任］笹本駿二 著 

 

 

［正题名］アベラールとエロイーズ 

［第一责任人］畠中尚志譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.10 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2117-2120 

［知识责任］Abelard 著 

［知识责任］畠中尚志 译 

 

 

［正题名］希臘羅馬神話 

［第一责任人］トマス·バルフィンチ作 

［译者］野上彌生子譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1927.10 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 106-109 

［知识责任］Bulfinch 著 

［知识责任］野上弥生子 譯 

 

 

［正题名］知られざる傑作 

［第一责任人］バルザック作 



［译者］水野亮譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1928.11 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 453-454 

［附注内容］刷により 220p のものもあり 

［附注内容］初版の表紙の書名(誤植): 知られざる傑作 : 他六篇 

［知识责任］BalzacHonoré de 著 

［次知识责任］水野亮, 譯 

 

 

［正题名］紫式部 

［第一责任人］清水好子著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-854 

［知识责任］清水好子 著 

 

 

［正题名］アンナ·カレーニナ 

［第一责任人］トルストイ作 

［译者］中村白葉譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.4- 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 

［知识责任］Tolstoy 著 

［次知识责任］中村白葉 譯 

 

 

［正题名］三人の追憶 

［第一责任人］ゴーリキィ作 

［译者］湯浅芳子訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.9 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1751-1752 

［知识责任］GorˊkiǐMaksim 著 

［次知识责任］湯浅芳子 訳 

 

 

［正题名］ピエルとジャン 

［第一责任人］モウパッサン作 



［译者］前田晁譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1928.12 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤(32)-457,448-449 

［知识责任］Maupassant 著 

［次知识责任］前田晁 譯 

 

 

［正题名］お医者さん 

［第一责任人］なだいなだ著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1970.2 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 208 

［主题词］医師 

［主题词］医療 

［知识责任］なだいなだ 著 

 

 

［正题名］鎖を斷つアフリカ 

［第一责任人］西野照太郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-169 

［知识责任］西野照太郎 著 

 

 

［正题名］戴恩記 

［第一责任人］小高敏郎校注 

［译者］蘭東事始 

［第一责任人］小高敏郎，松村明校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.10 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 

［知识责任］小高敏郎 校注 

［知识责任］松村明 校注 

 

 

［正题名］親鸞集 

［第一责任人］名畑應順，親鸞…［ほか］ 校注 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1964.4 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 82 

［知识责任］名畑應順 校注 

［知识责任］親鸞 校注 

［知识责任］日蓮 校注 

［知识责任］兜木正亨 校注 

 

 

［正题名］歌舞伎十八番集 

［第一责任人］郡司正勝校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.6 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 98 

［附注内容］監修：高木市之助[ほか] 

［主题词］歌舞伎 

［知识责任］郡司正勝 校注 

 

 

［正题名］五山文學集 

［正题名］江戸漢詩集 

［第一责任人］山岸徳平校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.2 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 89 

［附注内容］監修：高木市之助[ほか] 

［知识责任］山岸徳平 校注 

 

 

［正题名］江戸笑話集 

［第一责任人］小高敏郎校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.7 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 100 

［知识责任］小高敏郎 校注 

 

 

［正题名］神皇正統記 

［第一责任人］岩佐正，時枝誠記，木藤才藏校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.2 



［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 87 

［知识责任］岩佐正 校注 

［知识责任］時枝誠記 校注 

［知识责任］木藤才藏 校注 

 

 

［正题名］ザメンホフ 

［第一责任人］いとうかんじ著 

［出版者］永末書店 

［出版日期］1967-1977 

［附注内容］8 巻より固有の標題有り 

［附注内容］まちださちこ画 限定版 

［知识责任］いとうかんじ 著 

 

 

［正题名］馬場辰猪全集 

［第一责任人］馬場辰猪著 

［译者］西田長寿編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1987 

［附注内容］英文併記 

［主题词］法律 

［知识责任］馬場辰猪 著 

［次知识责任］西田長寿 编 

 

 

［正题名］科学教養講座 

［第一责任人］樺俊雄編 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1947 

［知识责任］樺俊雄 编 

 

 

［正题名］その灯を消さないで 

［第一责任人］川上重治著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1975 

［主题词］心身障害児 

［主题词］精神薄弱児 

［知识责任］川上重治 著 

 

 

［正题名］教育論 



［第一责任人］H·スペンサー著 

［译者］市橋善之助訳 

［出版者］高山書院 

［出版日期］1947.1 

［知识责任］Spencer 著 

［次知识责任］市橋善之助 訳 

 

 

［正题名］日本共産党テーゼ 

［第一责任人］村松武編 

［出版者］双文社 

［出版日期］1952.6 

［附注内容］附録:朝鮮, その他 

［知识责任］村松武 编 

 

 

［正题名］戰略·戰術の諸問題 

［第一责任人］野坂參三著 

［出版者］永美書房 

［出版日期］1949.11 

［附注内容］奥付の発行年(誤植):1939 

［知识责任］野坂参三 著 

 

 

［正题名］国領五一郎·山本懸蔵著作集 

［第一责任人］国領五一郎，山本懸蔵著 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版日期］1963 

［知识责任］国領五一郎 著 

［知识责任］山本懸蔵 著 

 

 

［正题名］「財閥解體」後の獨占資本 

［第一责任人］戸田慎太郎著 

［出版者］潮流社 

［出版日期］1949.8 

［丛编题名］潮流講座経済学全集 

［丛编题名］チョウリュウ コウザ ケイザイガク ゼンシュウ 第 3 部 日本資本主義の現状

分析 

［知识责任］戸田慎太郎 著 

 

 

［正题名］厚生白書 

［第一责任人］厚生省大臣官房企画室編 



［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1956 

［主题词］厚生行政 

 

 

［正题名］厚生白書 

［第一责任人］厚生省大臣官房企画室編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1962 

［主题词］厚生行政 

 

 

［正题名］西田先生による西田哲学への道 

［第一责任人］石川興二編著 

［京都］ 

［出版者］石川興二 

［出版日期］1967 

［知识责任］石川興二 編著 

 

 

［正题名］「同和対策」新法と今後の課題 

［第一责任人］部落解放研究所編 

［出版者］部落解放研究所 

［出版日期］1982 

［附注内容］学習テキスト 

［附注内容］記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］同和対策審議会答申 

［東京］ 

［出版者］［同和対策審議会］ 

［出版日期］1965 

［附注内容］付:同和対策審議会環境部会報告[ほか] 

［主题词］同和事業 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］中江兆民 

［第一责任人］松永昌三著 

［出版者］柏書房 

［出版日期］1967.4 

［附注内容］巻末:附録:資料紹介·年譜 

［知识责任］松永昌三 著 

 



 

［正题名］日本近代化とその国際的環境 

［第一责任人］東京大学教養学部日本近代化研究会編集 

［出版者］東京大学教養学部日本近代化研究会 

［出版日期］1968 

［正题名］中江兆民全集 

［第一责任人］中江篤介著 

［译者］松本三之介［ほか］編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］2000.11 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］雑誌論説 2 (1889.7-1891.3) 

［知识责任］中江兆民 著 

［次知识责任］松本三之介 编 

 

 

［正题名］「学テ教育体制」の実態と問題 

［第一责任人］香川·愛媛「文部省学力調査問題」学術調査団 

［出版者］香川·愛媛「文部省学力調査問題」学術調査団 

［出版日期］1964.10 

［主题词］学力検査 

［主题词］テスト 

 

 

［正题名］国際共産主義運動論争主要問題 

［第一责任人］日本共産党中央委員会世界政治資料編集委員会編 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版日期］1965.3 

［主题词］国際共産主義 

 

 

［正题名］労働戦線の分裂と統一 

［第一责任人］細谷松太著 

［出版者］鼎出版会 

［出版日期］1981.7 

［丛编题名］細谷松太著作集 

［丛编题名］ホソヤ マツタ チョサクシュウ 細谷松太著 2 

［附注内容］監修:荒畑寒村ほか 

［附注内容］発売:東邦出版 

［主题词］労働運動/日本/歴史 

［知识责任］細谷松太 著 

 

 

［正题名］治安裁判と破防法 



［第一责任人］浅田光輝著 

［出版者］新泉社 

［出版日期］1978.4 

［主题词］破壊活動防止法 

［知识责任］浅田光輝 著 

 

 

［正题名］現代の部落差別と天皇制 

［第一责任人］菅孝行著 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1978.12 

［主题词］部落問題 

［主题词］天皇制 

［知识责任］菅孝行 著 

 

 

［正题名］日本の資本主義 

［第一责任人］都留重人著 

［译者］渡辺敏，石川通達訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1995.9 

［附注内容］文献: p419-427 

［主题词］日本/経済/歴史 

［主题词］資本主義/日本 

［知识责任］都留重人 著 

［次知识责任］渡辺敏 訳 

［次知识责任］石川通達 訳 

 

 

［正题名］偽りの烙印 

［第一责任人］渡部富哉著 

［出版者］五月書房 

［出版日期］1993.6 

［附注内容］伊藤律略年譜:p412～422 文献:p423～433 

［主题词］ゾルゲ事件 

［主题词］ゾルゲ事件 

［知识责任］渡部富哉 著 

 

 

［正题名］近代日本社会運動史人物大事典 

［第一责任人］近代日本社会運動史人物大事典編集委員会編 

［出版者］日外アソシエーツ 

［出版日期］1997.1 

［附注内容］英文標題:Biographical dictionary of the social movements in modern Japan



は標題紙裏による 

［附注内容］その他の責任者: 編集委員:秋定嘉和ほか. 執筆者:相沢尚夫ほか 

［附注内容］発売：紀伊國屋書店(東京) 

［附注内容］付：主要参照資料·文献一覧：1 巻頭 p94-95. 参考文献：各項目末 

［附注内容］1997 年 9 月発行の「訂正と追補 / 近代日本社会運動史人物大事典編集委員

会=金曜委員会編」(25p)あり 

［主题词］社会運動/日本/辞典 

［主题词］人名辞典/日本 

［主题词］社会運動/日本/歴史/辞書 

 

 

［正题名］国際共産主義運動の総路線についての論戦 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1965 

［主题词］共産主義 

 

 

［正题名］日本論 

［第一责任人］志賀義雄編 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版日期］1961 

［主题词］共産主義 

［知识责任］志賀義雄 編 

 

 

［正题名］帝国主義の経済と政治の基本的諸問題 

［第一责任人］ヴァルガ著 

［译者］世界経済研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1954 

［主题词］資本主義 

［主题词］帝国主義 

［知识责任］ヴァルガ 著 

［知识责任］Varga 著 

 

 

［正题名］ボルシエヴイキ黨綱領について 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］教育資料 

［附注内容］「はしがき」に「本書にはこの問題に関係した 1917 年におけるレーニンの論

文や演説の全部を収めたほかに···」の記述あり 

［主题词］共産党 



 

 

［正题名］プロレタリア階級独裁のために 

［第一责任人］野間清，浅井敦，近田尚己共訳 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1976.5 

［附注内容］上海人民出版社 1975 年刊の翻訳 

［主题词］憲法/中国/1949/中華人民共和国 

［知识责任］野間清 訳 

［知识责任］浅井敦 訳 

［知识责任］近田尚己 訳 

 

 

［正题名］家族,私有財産および国家の起源 

［第一责任人］エンゲルス著 

［译者］村井康男，村田陽一訳 

［出版者］国民文庫社 

［出版日期］1954.3 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 12 

［主题词］原始社会 

［主题词］家族制度 

［主题词］国家 

［知识责任］エンゲルス 著 

［知识责任］Engels 著 

［次知识责任］村井康男 訳 

［次知识责任］村田陽一 訳 

 

 

［正题名］住宅問題 

［第一责任人］エンゲルス著 

［译者］加田哲二譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1929.11 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 554-555 

［附注内容］Zur Wohnungsfrage.の翻訳 

［知识责任］エンゲルス 著 

［知识责任］Engels 著 

［次知识责任］加田哲二 譯 

 

 

［正题名］国家と革命 

［第一责任人］レーニン著 



［译者］宇高基輔訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.11 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 白(34)-134-2,白-158,5838-5839 

［附注内容］1973 年の第 21 刷には「白-158」の表示 

［主题词］国家 

［主题词］マルクス主義 

［知识责任］レーニン 著 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［次知识责任］宇高基輔 訳 

 

 

［正题名］帝国主義論 

［第一责任人］林直道著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1965.9 

［丛编题名］マルクス=レーニン主義入門叢書 

［丛编题名］マルクス レーニン シュギ ニュウモン ソウショ 3 

［知识责任］林直道 著 

 

 

［正题名］帝国主義論 

［第一责任人］ホブスン著 

［译者］矢内原忠雄訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.6 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 4294-4295 

［附注内容］Imperialism.の翻訳 

［知识责任］ホブスン 著 

［知识责任］Hobson 著 

［次知识责任］矢内原忠雄 訳 

 

 

［正题名］経済学批判 

［第一责任人］マルクス著 

［译者］杉本俊朗訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1978 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 4 

［附注内容］巻末:文献目録 

［主题词］経済学 



［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［次知识责任］杉本俊朗 訳 

 

 

［正题名］日本兵制史 

［第一责任人］日本歴史地理学会編 

［出版者］日本学術普及会 

［出版日期］1939.2 

［主题词］軍事/制度/歴史 

 

 

［正题名］日本軍事發達史 

［第一责任人］伊豆公夫，松下芳男著 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1938.5 

［主题词］軍事/歴史 

［主题词］日本/国防/歴史 

［知识责任］伊豆公夫 著 

［知识责任］松下芳男 著 

 

 

［正题名］火砲の發達 

［第一责任人］荘司武夫著 

［出版者］愛之事業社 

［出版日期］1943.12 

［知识责任］荘司武夫 著 

 

 

［正题名］箱館海戦史話 

［第一责任人］竹内運平著 

［出版者］若櫻書房 

［出版日期］1943.8 

［附注内容］発売: 櫻菊書院 

［附注内容］箱館海戦年表:p297～303 

［主题词］戊辰の役 

［知识责任］竹内運平 著 

 

 

［正题名］大東亜共栄圏 

［第一责任人］小林英夫［著］ 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.8 

［丛编题名］岩波ブックレット 



［丛编题名］イワナミ ブックレット シリーズ昭和史 No.7 

［附注内容］文献: p62 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］小林英夫 著 

 

 

［正题名］教科書問題とは何か 

［第一责任人］山住正己著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.7 

［丛编题名］岩波ブックレット 

［丛编题名］イワナミ ブックレット no.21 

［主题词］教科書 

［知识责任］山住正己 著 

 

 

［正题名］荒れ野の 40 年 

［第一责任人］ヴァイツゼッカー述 

［译者］永井清彦訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.6 

［丛编题名］岩波ブックレット 

［丛编题名］イワナミ ブックレット no.55 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］平和 

［知识责任］Weizs 述 

［次知识责任］永井清彦 訳 

 

 

［正题名］ドキュメント明治学院大学 1989 

［第一责任人］岩波書店編集部編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1989.4 

［主题词］天皇制 

［主题词］学問の自由 

 

 

［正题名］メディアとしての天皇制 

［第一责任人］天野恵一著 

［出版者］インパクト出版会 

［出版者］イザラ書房 (発売) 

［出版日期］1992.1 

［主题词］天皇制 

［主题词］皇室 



［主题词］マス コミュニケーション 

［知识责任］天野恵一 著 

 

 

［正题名］日本言論界と朝鮮 

［第一责任人］姜東鎮著 

［出版者］法政大学出版局 

［出版日期］1984.5 

［丛编题名］叢書·現代の社会科学 

［丛编题名］ソウショ ゲンダイ ノ シャカイ カガク 

［主题词］ジャーナリズム 

［知识责任］姜東鎮 著 

 

 

［正题名］戦時独逸の警察 

［第一责任人］西ケ谷徹著 

［出版者］文松堂書店 

［出版日期］1944 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］警察/ドイツ 

［知识责任］西ケ谷徹 著 

 

 

［正题名］現代の軍事科學 

［第一责任人］ドナルド·ポートウエイ著 

［译者］鷹司駿譯 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1943 

［知识责任］Portway 著 

［次知识责任］鷹司駿 譯 

 

 

［正题名］高野長英全集 

［第一责任人］高野長英全集刊行會編 

［岩手県］ 

［出版者］高野長英全集刊行會 

［出版日期］1930.8 

［附注内容］兵書［三兵答古知幾，蘭文兵書，ハルマ辞書，外科学辞書］ 

［知识责任］高野長英 著 

 

 

［正题名］武士道全書 

［第一责任人］佐伯有義編 

［出版者］時代社 



［出版日期］1942.5 

［附注内容］監修：井上哲次郎. 編集：佐伯有義，植木直一郎，井野邊茂雄 

［附注内容］内容：解説，軍書題説，三略諺解，兵法家傳書，不動智神妙録，士鑑用法，

大星傳口訣，紀南龍公訓諭，土津家訓指歸，文武問答，武訓，武道初心集. 

［主题词］武士道 

［知识责任］井上哲次郎 監修 

［知识责任］佐伯有義 編 

［知识责任］植木直一郎 編 

［知识责任］井野邊茂雄 編 

 

 

［正题名］日本海防史料叢書 

［第一责任人］住田正一編 

［出版者］東洋堂 

［出版日期］1943.11 

［主题词］日本/国防/歴史 

［知识责任］住田正一 編 

 

 

［正题名］佐賀藩銃砲沿革史 

［第一责任人］秀島成忠編 

［出版者］肥前史談会 

［出版日期］1934.12 

［主题词］佐賀藩 

［主题词］銃砲/歴史 

［知识责任］秀島成忠 編 

 

 

［正题名］日本城郭史 

［第一责任人］大類伸，鳥羽正雄共著 

［出版者］雄山閣 

［出版日期］1936.11 

［附注内容］巻末: 増補 p734-746 

［主题词］城/歴史 

［知识责任］大類伸 著 

［知识责任］鳥羽正雄 著 

 

 

［正题名］キリシタン書 

［正题名］排耶書 

［第一责任人］海老沢有道校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1970.10 

［丛编题名］日本思想大系 



［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 25 

［附注内容］参考文献: p641-644 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］挿図(1 図)あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］キリスト教/日本/歴史 

［主题词］カトリック教会/日本/歴史 

［知识责任］海老沢有道 校注 

 

 

［正题名］中世神道論 

［第一责任人］大隅和雄校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.5 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 19 

［附注内容］解説 中世神道論の思想史的位置(大隅和雄) 

［附注内容］参考文献: p382 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］挿図(1 図)あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］神道/歴史 

［知识责任］大隅和雄 校注 

 

 

［正题名］世阿彌 

［正题名］禪竹 

［第一责任人］表章，加藤周一校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974.4 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 24 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］挿図(1 図)あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］表章 校注 

［知识责任］加藤周一 校注 

 

 

［正题名］新撰山家集 

［第一责任人］〔西行著〕 

［译者］佐々木信綱校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.20 



［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 362ー363 

［知识责任］西行 著 

［次知识责任］佐佐木信綱 校訂 

 

 

［正题名］古今和歌集 

［第一责任人］尾上八郎校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937.11 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 169-170 

［知识责任］尾上柴舟 校訂 

 

 

［正题名］更級日記 

［第一责任人］菅原孝標女著 

［译者］西下経一校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 643 

［知识责任］菅原孝標女 著 

［次知识责任］西下経一 校訂 

 

 

［正题名］好色五人女 

［第一责任人］井原西鶴作 

［译者］和田萬吉校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 110 

［主题词］浮世草子 

［知识责任］井原西鶴 作 

［次知识责任］和田万吉 校訂 

 

 

［正题名］神樂歌·催馬樂 

［第一责任人］武田祐吉編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.7 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1198-1199 



［知识责任］武田祐吉 編 

 

 

［正题名］和泉式部日記 

［第一责任人］清水文雄校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2750 

［知识责任］和泉式部 著 

［知识责任］清水文雄 校訂 

 

 

［正题名］伊勢物語 

［第一责任人］屋代弘賢校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 240 

［知识责任］屋代弘賢 校訂 

 

 

［正题名］日の丸は見ていた 

［第一责任人］桜本富雄著 

［出版者］マルジュ社 

［出版日期］1982.7 

［附注内容］発売:社会評論社 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］桜本富雄 著 

 

 

［正题名］平沼騏一郎回顧録 

［第一责任人］平沼騏一郎回顧録編纂委員会編 

［東京］ 

［出版者］平沼麒一郎回顧録編纂委員会 

［出版日期］1955.8 

［附注内容］年譜: 339-357p 

［附注内容］平沼騏一郎の肖像あり 

［附注内容］制作: 学陽書房 

［知识责任］平沼騏一郎 編 

 

 

［正题名］キング元帥報告書 

［第一责任人］山賀守治訳 



［出版者］国際特信社 

［出版日期］1947.4 

［主题词］海戦 

［知识责任］King 著 

［知识责任］山賀守治 訳 

 

 

［正题名］朝鮮人 BC 級戦犯の記録 

［第一责任人］内海愛子著 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1982.6 

［附注内容］主な参考文献·資料一覧: p284-295 

［附注内容］此书号 R0003405 为 1983 年 11 月第 3 刷 

［主题词］戦争犯罪人 

［主题词］朝鮮人 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/捕虜 

［知识责任］内海愛子 著 

 

 

［正题名］聯合艦隊始末記 

［第一责任人］高木惣吉著 

［出版者］文芸春秋新社 

［出版日期］1949.10 

［附注内容］附:陸海軍抗争史 

［附注内容］ハワイ,ミッドウェ-,フィリッピン沖海戦日本艦隊航跡略図 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/海戦 

［知识责任］高木惣吉 著 

 

 

［正题名］東關紀行·海道記 

［第一责任人］玉井幸助校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1942 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1210 

［知识责任］玉井幸助 校訂 

 

 

［正题名］竹取物語 

［第一责任人］島津久基校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 525 



［知识责任］島津久基 校訂 

 

 

［正题名］源氏物語 

［第一责任人］島津久基校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 350 

［知识责任］島津久基 校訂 

［知识责任］紫式部 校訂 

 

 

［正题名］菊と日本刀 

［第一责任人］鵜野晋太郎著 

［出版者］谷沢書房 

［出版日期］1985.4 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］鵜野晋太郎 著 

 

 

［正题名］杉山メモ 

［第一责任人］参謀本部編 

［出版者］原書房 

［出版日期］1967 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 

［附注内容］第 2 刷(1977 年 7 月刊)の叢書表示: 明治百年史叢書 14,15 

［主题词］日本/歴史/昭和時代/史料 

［主题词］太平洋戦争 

 

 

［正题名］太平洋戦争 

［第一责任人］木坂順一郎著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1982.12 

［丛编题名］昭和の歴史 

［丛编题名］ショウワ ノ レキシ 7 

［附注内容］年表: p330-333 

［附注内容］折り込み図あり 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］木坂順一郎 著 

 

 



［正题名］十五年戦争史序説 

［第一责任人］黒羽清隆著 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1979.9 

［主题词］日中戦争 

［主题词］社会思想/日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］黒羽清隆 著 

 

 

［正题名］重臣たちの昭和史 

［第一责任人］勝田龍夫著 

［出版者］文藝春秋 

［出版日期］1981.5 

［主题词］昭和史 

［知识责任］勝田龍夫 著 

 

 

［正题名］木戸幸一関係文書 

［第一责任人］木戸日記研究会編 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1966.11 

［正题名］木戸幸一日記 

［第一责任人］木戸幸一著 

［译者］木戸日記研究会編集校訂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1966.4 

［附注内容］昭和 5-12 年 

［主题词］国際軍事裁判 

［主题词］軍事裁判 

［知识责任］木戸幸一 校訂 

 

 

［正题名］近世武家思想 

［第一责任人］石井紫郎校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974.11 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 27 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］武士道 

［知识责任］石井紫郎 校注 

 

 



［正题名］古代中世藝術論 

［第一责任人］林屋辰三郎校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.10 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 23 

［附注内容］参考文献: p812 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］挿図あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］林屋辰三郎 校注 

 

 

［正题名］中江藤樹 

［第一责任人］山井湧［ほか］校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974.7 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 29 

［附注内容］その他の校注者：山下龍二，加地伸行，尾藤正英 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］山井湧 校注 

［知识责任］山下龍二 校注 

［知识责任］加地伸行 校注 

［知识责任］尾藤正英 校注 

 

 

［正题名］三河物語 

［正题名］葉隠 

［第一责任人］齋木一馬，岡山泰四，相良亨校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974.6 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 26 

［附注内容］参考文献: p683-684 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］図版あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］武士道 

［知识责任］齋木一馬 校注 

［知识责任］岡山泰四 校注 

［知识责任］相良亨 校注 

 



 

［正题名］山崎闇斎學派 

［第一责任人］西順蔵，阿部隆一，丸山真男校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1980.3 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 31 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］西順蔵 校注 

［知识责任］阿部隆一 校注 

［知识责任］丸山真男 校注 

 

 

［正题名］熊澤蕃山 

［第一责任人］後藤陽一，友枝龍太郎校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.7 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 30 

［附注内容］熊沢蕃山年譜: p581-585 

［附注内容］参考文献: p593-597 

［附注内容］挿図(1 図)あり 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］後藤陽一 校注 

［知识责任］友枝龍太郎 校注 

［知识责任］熊沢蕃山 著 

 

 

［正题名］中世政治社會思想 

［第一责任人］石井進校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.12 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 21 

［附注内容］下の校注者: 笠松宏至ほか 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］挿図あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］日本思想/歴史/中世 

［知识责任］石井進 校注 

［知识责任］笠松宏至 校注 

 



 

［正题名］原首相暗殺の真相 

［第一责任人］長文連著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1973 

［主题词］日本/歴史/大正時代 

［知识责任］長文連 著 

 

 

［正题名］中国·朝鮮論 

［第一责任人］吉野作造著 

［译者］松尾尊兌編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1970.4 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 161 

［附注内容］吉野作造の論文·講演の中から, 中国問題および朝鮮問題に関する各時期の

主要なものを選んで編集したもの 

［附注内容］吉野作造関係年譜: p349-358 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/明治以後 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史/大正時代 

［主题词］中国/外国関係/日本/歴史/民国時代 

［知识责任］吉野作造 著 

［知识责任］松尾尊 編 

 

 

［正题名］日本外交年表竝主要文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］日本國際連合協會 

［出版日期］1955.3 

［附注内容］外務省藏版 

［主题词］日本/外国関係/年表 

 

 

［正题名］京都の庭 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1960.10 

［主题词］庭園 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］京都歴史散歩 

［第一责任人］奈良本辰也編 



［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1957 

［丛编题名］河出新書 

［丛编题名］カワデ シンショ 276 

［附注内容］京都への誘い(奈良本辰也) 他 4 篇 

［主题词］京都市 

［知识责任］奈良本辰也 編 

 

 

［正题名］奈良歴史散歩 

［第一责任人］林屋辰三郎編 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1965.10 

［丛编题名］Kawade paperbacks 

［丛编题名］Kawade paperbacks 122 

［附注内容］標題紙,表紙の発行所名: 河出書房 

［知识责任］林屋辰三郎 編 

 

 

［正题名］紫式部日記 

［第一责任人］池田龜鑑校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1930.6 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 642 

［知识责任］池田亀鑑 校訂 

［知识责任］紫式部 校訂 

 

 

［正题名］太平洋をめぐる日米財閥 

［第一责任人］ロドフ著 

［译者］竹浪祥一郎，小山博也正訳 

［出版者］岩崎書店 

［出版日期］1953.4 

［丛编题名］社会科学全書 

［丛编题名］シャカイ カガク ゼンショ 7 

［知识责任］ロドフ 著 

［知识责任］Rodov 著 

［次知识责任］竹浪祥一郎 訳 

［次知识责任］小山博也 訳 

 

 

［正题名］日本芸能の世界 

［第一责任人］林屋辰三郎著 



［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1973 

［丛编题名］NHK ブックス 

［丛编题名］NHK ブックス 184 

［主题词］演劇日本/歴史 

［主题词］芸能/歴史 

［知识责任］林屋辰三郎 著 

 

 

［正题名］文化京都 

［第一责任人］京都府文化財保護基金著 

［出版者］京都府文化財保護基金 

［出版日期］1971.3 

［附注内容］内容：京都(蜷川虎三) 人間的な生き方(西谷啓治) 日本美の特性(河北倫明) 

仏像の起源(佐和隆研) 京都の和様建築のうごき(中村昌生) 京都の明治建築(近藤豊) 日

本文化の課題(梅原猛) 平安貴族と平安期の文化(林屋辰三郎) 禅と日本文化(山田無文) 

明治文化と仏教(森竜吉) 埋蔵文化財入門(角田文衛) イタリアの文化財保護政策(野上素

一) 座談会 文化京都の発展を考える(司会:小川貢) 

［主题词］文化財/京都府 

 

 

［正题名］京都庶民生活史 

［第一责任人］CDI 編 

［出版者］鹿島研究所出版会 

［出版日期］1973 

［附注内容］内容：京童の環境(下坂守) 町衆の生活(下坂守) 三長者の時代(下坂守) 元禄

町人の生活(鎌田道隆,川嶋将生,守屋毅) 市民への道程(小橋保宣等) 変革期の市民(熊倉

功夫,飛鳥井雅道,守津早苗) 近代京都の位相(守津早苗,尾崎ムゲン) 現代京都の明暗(田

中真人,山中達夫) 京都庶民生活史略年表 

［主题词］京都市/歴史 

［主题词］京都市/風俗·習慣/歴史 

 

 

［正题名］ここに生まれここに育って五十年 

［第一责任人］京都信用金庫編 

［出版者］京都信用金庫 

［出版者］鹿島研究所出版会 

［出版日期］1973.9 

［附注内容］付: 参考文献 

 

 

［正题名］太郎杉問題証言集 

［第一责任人］日光東照宮林務部編 

［出版者］日光東照宮林務部 



［出版日期］1970.4 

［附注内容］宇都宮地方裁判所で昭和 44 年に判決があった行政訴訟事件における証言記録

をまとめたもの 

［主题词］杉 

［主题词］日光市 

 

 

［正题名］コミュニティ·バンク論 

［第一责任人］CDI 編 

［出版者］京都信用金庫 

［出版日期］1973.9 

［出版者］鹿島研究所出版会(製作) 

［附注内容］京都信用金庫と CDI およびその提携グループがおこなった共同研究の成果を

まとめたもの 執筆：川添登等 

［主题词］信用金庫 

［主题词］庶民金融 

［主题词］京都市/産業 

［知识责任］川添登 編 

［知识责任］榊田喜四夫 編 

 

 

［正题名］京都故事物語 

［第一责任人］奈良本辰也編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1967.11 

［主题词］京都市/歴史 

［知识责任］奈良本辰也 編 

 

 

［正题名］京都府の歴史 

［第一责任人］赤松俊秀，山本四郎編著 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］1969.11 

［丛编题名］県史シリーズ 

［丛编题名］ケンシ シリーズ 26 

［附注内容］巻末:参考文献 

［主题词］京都府/歴史 

［知识责任］赤松俊秀 編著 

［知识责任］山本四郎 編著 

 

 

［正题名］京のおんな 

［第一责任人］依田義賢著 

［出版者］駸々堂出版 



［出版日期］1971 

［丛编题名］京都文庫 

［丛编题名］キョウト ブンコ 

［主题词］婦人 

［知识责任］依田義賢 著 

 

 

［正题名］志士と官僚 

［第一责任人］佐々木克著 

［出版者］ミネルヴァ書房 

［出版日期］1984.5 

［丛编题名］歴史と日本人 

［丛编题名］レキシ ト ニホンジン 9 

［主题词］明治維新 

［知识责任］佐々木克 著 

 

 

［正题名］帝国憲法発布 

［第一责任人］鈴木勤编 

［出版者］世界文化社 

［出版日期］1973.6 

［丛编题名］日本人の 100 年 

［丛编题名］ニホンジン ノ ヒャクネン 5 

［附注内容］付録レコード: 昭和の音の記録 5 (NHK サービスセンター監修, LP33rpm) 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］鈴木勤 编 

 

 

［正题名］富国強兵 

［第一责任人］鈴木勤编 

［出版者］世界文化社 

［出版日期］1972.7 

［丛编题名］日本人の 100 年 

［丛编题名］ニホンジン ノ ヒャクネン 6 

［附注内容］付録レコード: 昭和の音の記録 6 (NHK サービスセンター監修, LP33rpm) 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［主题词］日本/国防/歴史 

［知识责任］鈴木勤 编 

 

 

［正题名］日露戦争 

［第一责任人］鈴木勤编 

［出版者］世界文化社 

［出版日期］1972.8 



［丛编题名］日本人の 100 年 

［丛编题名］ニホンジン ノ ヒャクネン 7 

［附注内容］付録レコード: 昭和の音の記録 7(NHK サービスセンター監修, LP33rpm) 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］鈴木勤 编 

 

 

［正题名］明治の終焉 

［第一责任人］鈴木勤编 

［出版者］世界文化社 

［出版日期］1972.9 

［丛编题名］日本人の 100 年 

［丛编题名］ニホンジン ノ ヒャクネン 8 

［附注内容］付録レコード: 昭和の音の記録 8 (NHK サービスセンター監修, LP33rpm) 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］鈴木勤 编 

 

 

［正题名］成金の天下 

［第一责任人］鈴木勤编 

［出版者］世界文化社 

［出版日期］1972.10 

［丛编题名］日本人の 100 年 

［丛编题名］ニホンジン ノ ヒャクネン 9 

［附注内容］付録レコード: 昭和の音の記録 9 (NHK サービスセンター監修, LP33rpm) 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］鈴木勤 编 

 

 

［正题名］大正デモクラシー 

［第一责任人］鈴木勤编 

［出版者］世界文化社 

［出版日期］1972.11 

［丛编题名］日本人の 100 年 

［丛编题名］ニホンジン ノ ヒャクネン 10 

［附注内容］付録レコード: 昭和の音の記録 10 (NHK サービスセンター監修, LP33rpm) 

［主题词］日本/歴史/大正時代 

［知识责任］鈴木勤 编 

 

 

［正题名］大震災の波紋 

［第一责任人］鈴木勤编 

［出版者］世界文化社 



［出版日期］1972.12 

［丛编题名］日本人の 100 年 

［丛编题名］ニホンジン ノ ヒャクネン 11 

［附注内容］付録レコード: 昭和の音の記録 11 (NHK サービスセンター監修, LP33rpm) 

［主题词］関東大震災 

［主题词］日本/歴史/大正時代 

［知识责任］鈴木勤 编 

 

 

［正题名］大衆文化の華 

［第一责任人］鈴木勤编 

［出版者］世界文化社 

［出版日期］1973.1 

［丛编题名］日本人の 100 年 

［丛编题名］ニホンジン ノ ヒャクネン 12 

［附注内容］付録レコード: 昭和の音の記録 12 (NHK サービスセンター監修, LP33rpm) 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］鈴木勤 编 

 

 

［正题名］軍国の足音 

［第一责任人］鈴木勤编 

［出版者］世界文化社 

［出版日期］1973.2 

［丛编题名］日本人の 100 年 

［丛编题名］ニホンジン ノ ヒャクネン 13 

［附注内容］付録レコード: 昭和の音の記録 13 (NHK サービスセンター監修, LP33rpm) 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］鈴木勤 编 

 

 

［正题名］国家総動員 

［第一责任人］鈴木勤编 

［出版者］世界文化社 

［出版日期］1973.3 

［丛编题名］日本人の 100 年 

［丛编题名］ニホンジン ノ ヒャクネン 14 

［附注内容］付録レコード: 昭和の音の記録 14 (NHK サービスセンター監修, LP33rpm) 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］鈴木勤 编 

 

 

［正题名］太平洋戦争 

［第一责任人］鈴木勤编 



［出版者］世界文化社 

［出版日期］1973.4 

［丛编题名］日本人の 100 年 

［丛编题名］ニホンジン ノ ヒャクネン 15 

［附注内容］付録レコード: 昭和の音の記録 15 (NHK サービスセンター監修, LP33rpm) 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］鈴木勤 编 

 

 

［正题名］復興のエネルギー 

［第一责任人］鈴木勤编 

［出版者］世界文化社 

［出版日期］1974.5 

［丛编题名］日本人の 100 年 

［丛编题名］ニホンジン ノ ヒャクネン 16 

［附注内容］付録レコード: 昭和の音の記録 16 (NHK サービスセンター監修, LP33rpm) 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］鈴木勤 编 

 

 

［正题名］戦後民主主義 

［第一责任人］鈴木勤编 

［出版者］世界文化社 

［出版日期］1974.6 

［丛编题名］日本人の 100 年 

［丛编题名］ニホンジン ノ ヒャクネン 17 

［附注内容］付録レコード: 昭和の音の記録 17 (NHK サービスセンター監修, LP33rpm) 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］鈴木勤 编 

 

 

［正题名］経済大国 

［第一责任人］鈴木勤编 

［出版者］世界文化社 

［出版日期］1973.7 

［丛编题名］日本人の 100 年 

［丛编题名］ニホンジン ノ ヒャクネン 18 

［附注内容］付録レコード: 昭和の音の記録 18 (NHK サービスセンター監修, LP33rpm) 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］鈴木勤 编 

 

 

［正题名］日本人の生活と意識 

［第一责任人］鈴木勤编 



［出版者］世界文化社 

［出版日期］1973.8 

［丛编题名］日本人の 100 年 

［丛编题名］ニホンジン ノ ヒャクネン 19 

［附注内容］付録レコード: 昭和の音の記録 19 (NHK サービスセンター監修, LP33rpm) 

［主题词］日本/風俗·習慣 

［知识责任］鈴木勤 编 

 

 

［正题名］100 年の人間群像 

［第一责任人］鈴木勤编 

［出版者］世界文化社 

［出版日期］1973.9 

［丛编题名］日本人の 100 年 

［丛编题名］ニホンジン ノ ヒャクネン 20 

［附注内容］付録レコード: 昭和の音の記録 20 (NHK サービスセンター監修, LP33rpm) 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［主题词］日本/伝記 

［知识责任］鈴木勤 编 

 

 

［正题名］それから 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.7 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 緑-補-9,1706ー1707a 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］ユートピア 

［第一责任人］トマス·モア著 

［译者］本多顕彰譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.5 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 994-995 

［知识责任］モア 著 

［知识责任］More 著 

［次知识责任］本多顕彰 譯 

 

 

［正题名］町人嚢 

［正题名］百姓嚢 



［正题名］長崎夜話草 

［第一责任人］西川如見著 

［译者］飯島忠夫，西川忠幸校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1942.6 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2972-2974, 33-018-1 

［附注内容］シリーズ番号表示: 第 5 刷(2000 年 2 月)には「33-018-1」の表示あり 

［知识责任］西川如見 著 

［次知识责任］飯島忠夫 校訂 

［次知识责任］西川忠幸 校訂 

 

 

［正题名］アドルフ·ヒトラー 

［第一责任人］村瀬興雄著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1977.8 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 478 

［主题词］ナチス 

［主题词］ドイツ/歴史 

［知识责任］村瀬興雄 著 

 

 

［正题名］東京報告 

［第一责任人］ジョセフ·C·グルー著 

［译者］細入藤太郎譯 

［出版者］日本橋書店 

［出版日期］1946.1 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］日本/外国関係/アメリカ合衆国/歴史/昭和時代 

［主题词］アメリカ合衆国/外国関係/日本 

［知识责任］ジョセフ·C·グルー 著 

［知识责任］Grew 著 

［次知识责任］細入藤太郎 譯 

 

 

［正题名］特高の回想 

［第一责任人］宮下弘〔ほか〕編著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1978.6 

［主题词］特別高等警察 

［主题词］日本共産党 

［知识责任］宮下弘 编著 



 

 

［正题名］日本近世の思想と文化 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.1 

［主题词］日本/文化/歴史/江戸時代 

［主题词］日本思想/歴史/江戸時代 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］維新幻想 

［第一责任人］片岡啓治著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1976.2 

［主题词］社会思想/日本/歴史/明治以後 

［主题词］天皇制 

［知识责任］片岡啓治 著 

 

 

［正题名］琉歌幻視行 

［第一责任人］竹中労著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1975.8 

［主题词］琉歌 

［主题词］民謡/沖縄県 

［知识责任］竹中労 著 

 

 

［正题名］語りつぐ戦後史 

［第一责任人］鶴見俊輔編集·解説 

［出版者］思想の科学社 

［出版日期］1969.5-1970.8 

［主题词］日本思想/歴史/昭和時代 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］鶴見俊輔 編集·解説 

 

 

［正题名］国家と殺意 

［第一责任人］高杉晋吾著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1974.12 

［主题词］医療 

［主题词］保安処分 



［主题词］戦争と医学 

［知识责任］高杉晋吾 著 

 

 

［正题名］アルベール·カミュ その光と影 

［第一责任人］白井浩司著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1977.3 

［附注内容］巻末:アルベール·カミュ年譜 

［知识责任］白井浩司 著 

 

 

［正题名］修羅の軌跡 

［第一责任人］丸山照雄著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1976.12 

［主题词］仏教/日本 

［知识责任］丸山照雄 著 

 

 

［正题名］民權運動の發展 

［第一责任人］平野義太郎著 

［出版者］雄鶏社 

［出版日期］1948.7 

［主题词］自由民権運動 

［知识责任］平野義太郎 著 

 

 

［正题名］源氏物語 99 の謎 

［第一责任人］藤本泉著 

［出版者］徳間書店 

［出版日期］1984.4 

［丛编题名］徳間文庫 

［丛编题名］トクマ ブンコ 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］源氏物語 

［知识责任］藤本泉 著 

 

 

［正题名］超大国ソ連の論理 

［第一责任人］岡田春夫編 

［出版者］満江紅 

［出版日期］1978.5 

［主题词］ロシア/外国関係 



［知识责任］岡田春夫 編 

 

 

［正题名］十五年戦争 

［第一责任人］伊藤隆著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1976.8 

［丛编题名］日本の歴史 

［丛编题名］ニホン ノ レキシ 30 

［附注内容］年表: p398-401 

［主题词］日中戦争 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］伊藤隆 

 

 

［正题名］馬場辰猪 

［第一责任人］萩原延壽著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1967.12 

［附注内容］附録: 関係写真·参考資料·文献目録 

［知识责任］萩原延寿 著 

 

 

［正题名］社会発展史講話 

［第一责任人］稲葉弘高訳 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1978.5 

［附注内容］監訳:寺田隆信 

［附注内容］人民出版社 1975 年 12 月刊行の原本を日本語訳したもの 

［知识责任］稲葉弘高 訳 

［知识责任］寺田隆信 監訳 

 

 

［正题名］周恩来総理が中印境界問題についてアジア·アフリカ諸国の指導者へおくった

手紙 

［第一责任人］周恩来著 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1973 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］中国 1949/中華人民共和国/外国関係/インド 

［主题词］インド/外国関係/中国 1949- 中華人民共和国 

［主题词］中国 1949/中華人民共和国/国境/インド 

［知识责任］周恩来 

 



 

［正题名］革命と市民的自由 

［第一责任人］松田道雄著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1970.4 

［主题词］ロシア革命 

［主题词］平和運動 

［知识责任］松田道雄 著 

 

 

［正题名］夢魔の構造 

［第一责任人］天澤退二郎著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1972.10 

［主题词］文学/歴史/20 世紀 

［知识责任］天沢退二郎 

 

 

［正题名］非暴力から武装へ 

［第一责任人］守川正道著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1970.4 

［主题词］黒人/アメリカ合衆国 

［主题词］人種差別/アメリカ合衆国 

［知识责任］守川正道 著 

 

 

［正题名］チョーサーの世界 

［第一责任人］桝井迪夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-966 

［知识责任］桝井迪夫 著 

 

 

［正题名］語りつぐ戦後史 

［第一责任人］鶴見俊輔編·解説 

［出版者］思想の科学社 

［出版日期］1969.5 

［主题词］日本思想/歴史/昭和時代 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］鶴見俊輔 編·解説 

 



 

［正题名］カレーの秘伝 

［第一责任人］ホルトハウス房子著 

［出版者］光文社 

［出版日期］1976 

［丛编题名］カッパ·ホームス 

［丛编题名］カッパ·ホームス 

［知识责任］ホルトハウス房子 著 

［知识责任］Holthaus 

 

 

［正题名］ギリシア神話 

［第一责任人］高津春繁著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-547 

［主题词］ギリシャ神話 

［知识责任］高津春繁 著 

 

 

［正题名］人間革命 

［第一责任人］池田大作著 

［出版者］聖教新聞社 

［出版日期］1971 

［丛编题名］聖教文庫 

［丛编题名］セイキョウ ブンコ 

［主题词］創価学会 

［知识责任］池田大作 著 

 

 

［正题名］日本の地形 

［第一责任人］貝塚爽平著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-996 

［主题词］地形学 

［知识责任］貝塚爽平 著 

 

 

［正题名］現代革命の条件 

［第一责任人］現代史の会編 

［出版者］亜紀書房 



［出版日期］1969.5 

［主题词］マルクス主義 

［主题词］革命 

 

 

［正题名］阿部定 

［第一责任人］粟津潔，井伊多郎，穂坂久仁雄著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1976 

［附注内容］阿部定年譜:p.241～244 

［知识责任］粟津潔 著 

［知识责任］井伊多郎 著 

［知识责任］穂坂久仁雄 著 

 

 

［正题名］われ一人のリープクネヒトにあらず 

［第一责任人］高見圭司著 

［出版者］高見出版 

［出版日期］1970.12 

［主题词］日本社会主義青年同盟 

［知识责任］高見圭司 著 

 

 

［正题名］毛沢東の哲学 

［第一责任人］三井田一男著 

［出版者］合同出版 

［出版日期］1967.12 

［知识责任］三井田一男 著 

 

 

［正题名］明治国家への反逆 

［第一责任人］小山仁示編 

［出版者］芳賀書店 

［出版日期］1969.15 

［丛编题名］講座日本の革命思想 

［丛编题名］コウザ ニホン ノ カクメイ シソウ 4 

［主题词］日本思想/歴史/明治時代 

［主题词］社会思想/日本/歴史 

［知识责任］小山仁示 编 

 

 

［正题名］維新変革の論理 

［第一责任人］岩瀬昌登編 

［出版者］芳賀書店 



［出版日期］1970.2 

［丛编题名］講座日本の革命思想 

［丛编题名］コウザ ニホン ノ カクメイ シソウ 3 

［主题词］日本思想/歴史/江戸末期 

［主题词］社会思想/日本/歴史 

［知识责任］岩瀬昌登 編 

 

 

［正题名］中国·朝鮮論 

［第一责任人］吉野作造著 

［译者］松尾尊兌編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1970.4 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 161 

［附注内容］吉野作造の論文·講演の中から, 中国問題および朝鮮問題に関する各時期の

主要なものを選んで編集したもの 

［附注内容］吉野作造関係年譜: p349-358 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/明治以後 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史/大正時代 

［主题词］中国/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］吉野作造 著 

［次知识责任］松尾尊兊 編 

 

 

［正题名］講座日本近代法発達史 

［第一责任人］鵜飼信成 [ほか] 責任編集 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1958.2 

［主题词］法制史/日本/明治以後 

［知识责任］鵜飼信成 

 

 

［正题名］講座日本近代法発達史 

［第一责任人］鵜飼信成 [ほか] 責任編集 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1958.3 

［主题词］法制史/日本/明治以後 

［知识责任］鵜飼信成 

 

 

［正题名］講座日本近代法発達史 

［第一责任人］鵜飼信成 [ほか] 責任編集 

［出版者］勁草書房 



［出版日期］1958.5 

［主题词］法制史/日本/明治以後 

［知识责任］鵜飼信成 

 

 

［正题名］講座日本近代法発達史 

［第一责任人］鵜飼信成 [ほか] 責任編集 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1958.5 

［主题词］法制史/日本/明治以後 

［知识责任］鵜飼信成 

 

 

［正题名］現代政治の思想と行動 

［第一责任人］丸山眞男著 

［出版者］未來社 

［出版日期］1956.12 

［主题词］政治学 

［知识责任］丸山真男 著 

 

 

［正题名］大正デモクラシーの群像 

［第一责任人］松尾尊兊著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.9 

［丛编题名］同時代ライブラリー 

［丛编题名］ドウジダイ ライブラリー 35 

［主题词］大正デモクラシー運動 

［主题词］政治思想/日本/歴史/大正時代 

［主题词］日本/歴史/大正時代 

［知识责任］松尾尊兊 著 

 

 

［正题名］元老 

［第一责任人］山本四郎著 

［出版者］静山社 

［出版日期］1986.4 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後 

［知识责任］山本四郎 著 

 

 

［正题名］現代政治講話 

［第一责任人］吉野作造著 

［出版者］文化生活研究会 



［出版日期］1926.1 

［知识责任］吉野作造 著 

 

 

［正题名］内閣更迭五十年史 

［第一责任人］弘田直衛著 

［出版者］春陽堂 

［出版日期］1930 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代 

［主题词］日本/政治/歴史/大正時代 

［知识责任］弘田直衛 

 

 

［正题名］写真スキー·スクール 

［第一责任人］栗林一路著 

［出版者］社会思想研究会出版部 

［出版日期］1959 

［丛编题名］現代教養文庫 

［丛编题名］ゲンダイ キョウヨウ ブンコ 259 

［主题词］スキー 

［知识责任］栗林一路 

［知识责任］著 

 

 

［正题名］宇宙とアインシュタイン 

［第一责任人］リンカーン·バーネット著 

［译者］崎川範行，小林三二著 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1959 

［丛编题名］時事新書 

［丛编题名］ジジ シンショ 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］相対性原理 

［知识责任］バーネット 著 

［知识责任］Barnett 著 

［次知识责任］崎川範行 著 

［次知识责任］小林三二 著 

 

 

［正题名］日本官僚制の研究 

［第一责任人］辻清明著 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1952.2 



［主题词］官僚制 

［知识责任］辻清明 著 

 

 

［正题名］日本文化最近二十年誌 

［第一责任人］笠森傳繁编 

［出版者］啓明會事務所 

［出版者］北隆館(発売) 

［出版日期］1937.11 

［知识责任］笠森傳繁 编 

 

 

［正题名］昭和六年史 

［第一责任人］年史刊行會著 

［出版者］年史刊行會 

［出版者］巌松堂書店(発売) 

［出版日期］1932.2 

［附注内容］三宅雄二郎,安部磯雄監修 

［主题词］日本/历史/昭和時代 

 

 

［正题名］昭和五年史 

［第一责任人］年史刊行會編輯部編 

［出版者］年史刊行會 

［出版者］巌松堂書店(発売) 

［出版日期］1931.2 

［附注内容］三宅雄二郎，安部磯雄監修 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

 

 

［正题名］昭和四年史 

［第一责任人］年史刊行會編輯部編 

［出版者］年史刊行會 

［出版日期］1930.2 

［附注内容］三宅雄二郎,安部磯雄監修 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

 

 

［正题名］昭和七年史 

［第一责任人］年史刊行會著 

［出版者］年史刊行會 

［出版者］巌松堂書店 (発売) 

［出版日期］1933.2 

［附注内容］監修: 三宅雄二郎，安部磯雄 



［主题词］日本/歴史/昭和時代 

 

 

［正题名］現代の政黨 

［第一责任人］高橋清吾著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1930.8 

［丛编题名］現代政治學全集 

［丛编题名］ゲンダイ セイジガク ゼンシュウ 10 

［主题词］政党 

［知识责任］高橋清吾 著 

 

 

［正题名］近代日本政治思想史 

［第一责任人］橋川文三，松本三之介編 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1970.3 

［丛编题名］近代日本思想史大系 

［丛编题名］キンダイ ニホン シソウシ タイケイ 4 

［附注内容］監修: 宮沢俊義，大河内一男 

［主题词］政治思想/日本/歴史/明治以後 

［主题词］日本思想/歴史/明治以後 

［主题词］法律学/歴史 

［知识责任］松本三之介 編 

［知识责任］橋川文三 編 

 

 

［正题名］現代政治の思想と行動 

［第一责任人］丸山眞男著 

［出版者］未來社 

［出版日期］1964.5 

［主题词］政治学 

［知识责任］丸山真男 著 

 

 

［正题名］農村革命 

［第一责任人］築地文太郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1964.12 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 58 

［主题词］農業経営 

［知识责任］築地文太郎 著 

 



 

［正题名］チャイコフスキー物語 

［第一责任人］園部四郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1949.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-18 

［附注内容］チャイコフスキー年譜·主要作品表:p[197]～204 

［知识责任］園部四郎 著 

 

 

［正题名］日本の精神的風土 

［第一责任人］飯塚浩二著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-85 

［主题词］日本/社会 

［知识责任］飯塚浩二 著 

 

 

［正题名］第二次世界大戦史 

［第一责任人］R·C·K·エンソー著 

［译者］内山正熊訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-232 

［知识责任］エンソー 著 

［知识责任］Ensor 著 

［次知识责任］内山正熊 訳 

 

 

［正题名］魯迅評論集 

［第一责任人］竹内好訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-124 

［附注内容］第 2 刷(1953.4)以後のページ数:212p 

［知识责任］魯迅 著 

［知识责任］竹内好 訳 

 

 



［正题名］沖繩問題二十年 

［第一责任人］中野好夫，新崎盛暉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-562 

［知识责任］中野好夫 著 

［知识责任］新崎盛暉 著 

 

 

［正题名］世界の貿易は変る 

［第一责任人］吉村正晴著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-578 

［主题词］貿易 

［知识责任］吉村正晴 著 

 

 

［正题名］農業と政治 

［第一责任人］團野信夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-296 

［知识责任］團野信夫 著 

 

 

［正题名］軍産複合体制 

［第一责任人］S·レンズ著 

［译者］小原敬士訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-792 

［主题词］国防政策/アメリカ合衆国 

［知识责任］レンズ 著 

［知识责任］Lens 著 

［次知识责任］小原敬士 訳 

 

 

［正题名］日本の賃金 

［第一责任人］小島健司著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-400 

［主题词］賃金 

［知识责任］小島健司 著 

 

 

［正题名］寡占 

［第一责任人］宮崎義一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-819 

［主题词］独占 

［知识责任］宮崎義一 著 

 

 

［正题名］現代の帝国主義 

［第一责任人］H·マグドフ著 

［译者］小原敬士訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1969.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-714 

［主题词］帝国主義 

［知识责任］マグドフ 著 

［知识责任］Magdoff 著 

［次知识责任］小原敬士 訳 

 

 

［正题名］アジア·アフリカ問題入門 

［第一责任人］岡倉古志郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-441 

［主题词］アジア問題 

［知识责任］岡倉古志郎 著 

 

 

［正题名］日本国家の起源 

［第一责任人］井上光貞著 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1960.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-380 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］井上光貞 著 

 

 

［正题名］よろめく現代人 

［第一责任人］時実利彦著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1960 

［丛编题名］ミリオンブックス 

［丛编题名］ミリオン ブックス 

［主题词］脳髄 

［知识责任］時実利彦 著 

 

 

［正题名］日本の名著 

［第一责任人］桑原武夫編 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1962.11 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 1 

［主题词］類書/解題 

［知识责任］桑原武夫 編 

 

 

［正题名］新帝国主義 

［第一责任人］ヒュウ·セトン·ワトソン著 

［译者］直井武夫訳 

［出版者］自由アジア社 

［出版日期］1963.10 

［丛编题名］思潮講座 

［丛编题名］シチョウ コウザ 6 

［主题词］共産主義 

［知识责任］セトン·ワトソン 著 

［知识责任］Seton-Watson 著 

［次知识责任］直井武夫 訳 

 

 

［正题名］どうしたら幸福になれるか 

［第一责任人］W·B·ウルフ著 

［译者］周郷博訳 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1961.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-404 

［主题词］人生訓 

［知识责任］ウルフ 著 

［知识责任］WolfeW. Béran Walter Béran 著 

［次知识责任］周郷博 訳 

 

 

［正题名］吉田松陰 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-55 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］農業と農民はどうなるか 

［第一责任人］河合悦三著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-459 

［主题词］農業経済 

［主题词］農業 

［知识责任］河合悦三 著 

 

 

［正题名］農業の危機と農民 

［第一责任人］長須祥行著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1971 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 第 744 

［主题词］農民 

［主题词］日本/農業 

［知识责任］長須祥行 著 

 

 

［正题名］大学 

［第一责任人］伊多波重義, 西田正夫編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1962.5 



［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 344 

［主题词］大学/日本 

［知识责任］伊多波重義 編 

［知识责任］西田正夫 編 

 

 

［正题名］頭脳 

［第一责任人］林髞著 

［出版者］光文社 

［出版日期］1958 

［主题词］脳髄 

［知识责任］林髞 著 

 

 

［正题名］資本主義 

［第一责任人］モーリス·ドッブ著 

［译者］玉井龍象訳 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1959.8 

［丛编题名］合同新書 

［丛编题名］ゴウドウ シンショ 1002 

［附注内容］第 2 刷とは別書誌。 

［主题词］資本主義 

［知识责任］ドッブ 著 

［知识责任］Dobb 著 

［次知识责任］玉井龍象 訳 

 

 

［正题名］日本を見つめるアジア人の眼 

［第一责任人］田中宏訳編 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1972 

［主题词］日本/政治 

［主题词］軍国主義 

［知识责任］田中宏 訳編 

 

 

［正题名］一九三〇年代の構造 

［第一责任人］竹内静子著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1975 

［主题词］労働運動/日本/歴史/昭和時代 

［主题词］日本/社会/歴史/昭和時代 



［知识责任］竹内静子 著 

 

 

［正题名］革命の哲学 

［第一责任人］藤本進治著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1964.9 

［主题词］共産主義 

［知识责任］藤本進治 著 

 

 

［正题名］農業革命史入門 

［第一责任人］秦玄竜著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1949.9 

［主题词］農業/歴史 

［知识责任］秦玄龍 著 

 

 

［正题名］歴史を探る旅 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］日本交通公社出版事業局 

［出版日期］1974.5 

［丛编题名］ベルブックス 

［丛编题名］ベル ブックス 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］近世の日本 

［第一责任人］高尾一彦著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1976.6 

［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 427  新書日本史 5 

［附注内容］参考文献·年表:p.208-217 

［知识责任］高尾一彦 著 

 

 

［正题名］日本の映画音楽史 

［第一责任人］秋山邦晴著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1974.11 

［主题词］映画/日本/歴史 

［主题词］映画音楽/歴史 



［知识责任］秋山邦晴 著 

 

 

［正题名］西南戦争の原因としての福沢諭吉と大久保利通の対立 

［第一责任人］坂元盛秋著 

［出版者］表現社 

［出版日期］1971 

［附注内容］付:英訳西郷隆盛の漢詩と遺訓集 

［主题词］西南の役 

［知识责任］坂元盛秋 著 

 

 

［正题名］社会主義的搾取とは何か 

［第一责任人］迫田清臣著 

［出版者］行程社 

［出版日期］1976 

［知识责任］迫田清臣 著 

 

 

［正题名］漢方の認識 

［第一责任人］高橋晄正著 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1969.10 

［丛编题名］NHK ブックス 

［丛编题名］NHK ブックス 100 

［附注内容］年表: p[312]～[315] 

［附注内容］参考文献: p316～318 

［主题词］漢方医学 

［知识责任］高橋晄正 著 

 

 

［正题名］危機の文明と日本マルクス主義 

［第一责任人］内田弘著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1974 

［主题词］日本/社会 

［知识责任］内田弘 著 

 

 

［正题名］京都の謎 

［第一责任人］奈良本辰也，高野澄著 

［出版者］祥伝社 

［出版日期］1972 

［丛编题名］ノン·ブック 



［丛编题名］ノン ブック 31 日本史の旅 1 

［主题词］京都市/歴史 

［知识责任］奈良本辰也 著 

［知识责任］高野澄 著 

 

 

［正题名］伝統と創造 

［第一责任人］和歌森太郎[ほか]編 

［出版者］学習研究社 

［出版日期］1970.8 

［丛编题名］日本文化の歴史 

［丛编题名］ニホン ブンカ ノ レキシ 第 16 

［主题词］日本/文化/歴史 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］ある教師の苦渋の回想 

［第一责任人］磯田雄著 

［出版者］四季書房 

［出版日期］1977.3 

［主题词］教員 

［知识责任］磯田雄 著 

 

 

［正题名］世界のコミュニケーション 

［第一责任人］江藤文夫 [ほか] 編 

［出版者］研究社出版 

［出版日期］1973.6 

［丛编题名］講座·コミュニケーション 

［丛编题名］コウザ コミュニケーション 江藤文夫 [ほか] 編 3 

［附注内容］付: 世界地図の歴史(金関義則) 

［主题词］コミュニケーション 

［知识责任］江藤文夫 編 

 

 

［正题名］大衆文化の創造 

［第一责任人］江藤文夫 [ほか] 編 

［出版者］研究社出版 

［出版日期］1973.3 

［丛编题名］講座·コミュニケーション 

［丛编题名］コウザ コミュニケーション 江藤文夫 [ほか] 編 4 

［附注内容］内容:大衆の時代·大衆の文化 “戦後"を考える(江藤文夫) 戦後を構想する 松

本清張の世界 大衆的抒情をたちきるもの(飛鳥井雅道) 『暮しの手帖』の発想と方法(茨木

のり子) 『いじわるばあさん』を考える 日常のなかの笑い(藤久ミネ) 美空ひばり考 一つ



の戦後体験(藤竹暁) 時代を生きる 竜馬像の変遷戦後によみがえる像(司馬遼太郎) 『羅生

門』の方法歴史を推進する(橋本忍) ニュース·キャスター論 放送のことばをつくる(田英

夫) 大衆の参加 「声」一九六五年 ベトナム戦争と日本人(影山三郎) 創造の論理 『花の

生涯』から『国盗り物語』まで大型ドラマ論(三国一朗) 『夫婦善哉』の話法 しろうとの

語り口(秋田実) 『芸者』を製作する 「人間の記録双書」の誕生(鈴木均) 『ガロ』ーその

誕生と風化 劇画の夢想と現実(上野昂志) 

［附注内容］トップ記事の製作 大衆文化の尖兵(松浦総三) 生活を演出する オマケと付録

の研究 庶民生活と商法(足立巻一) 百科事典精神 教育としての大衆化(小林祥一郎) 現代

を創る 『日曜娯楽版』以後 放送と一緒に育って(永六輔) サントリー宣伝部 時代を広告

する(天野祐吉) ノンフィクション·クラブ大宅壮一とその周辺(青地晨) 

［主题词］日本/文化 

［知识责任］江藤文夫 著 

 

 

［正题名］古代工人史紀行 

［第一责任人］深沢武雄著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1977.4 

［主题词］日本/歴史/古代 

［主题词］日本/文化/歴史/古代 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史/古代 

［知识责任］深沢武雄 著 

 

 

［正题名］中国人の視座から 

［第一责任人］許介鱗著 

［出版者］そしえて 

［出版日期］1979.7 

［丛编题名］そしえて選書 

［丛编题名］ソシエテ センショ 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後 

［知识责任］許介鱗 著 

 

 

［正题名］政治経済学辞典 

［第一责任人］徐禾 [ほか] 編 

［译者］小林義雄監修 

［译者］折戸洪太，石原享一共訳 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1976.5 

［主题词］経済学/用語 

［主题词］社会主義経済学 

［知识责任］徐禾 編 

［次知识责任］折戸洪太 訳 



［次知识责任］石原享一 訳 

［次知识责任］小林義雄 監修 

 

 

［正题名］ぼくのテレビジョン 

［第一责任人］村木良彦著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1971 

［主题词］テレビ放送 

［知识责任］村木良彦 著 

 

 

［正题名］維新を奪う 

［第一责任人］三原迪夫著 

［出版者］都市出版社 

［出版日期］1971.12 

［主题词］明治維新 

［知识责任］三原迪夫 著 

 

 

［正题名］コミュニケーションの典型 

［第一责任人］江藤文夫 [ほか] 編 

［出版者］研究社出版 

［出版日期］1973.12 

［丛编题名］講座·コミュニケーション 

［丛编题名］コウザ コミュニケーション 江藤文夫 [ほか] 編 6 

［附注内容］内容:序論 喜劇的人間ー現代の対話(福田定良) コミュニケーションの構造 

独白の成立(木下順二) 誤解の意味(外山滋比古) 同化と異化(佐藤毅) 見る·きく·読む 見

えるもの(佐々木斐夫) 聞と聴(江藤文夫) 読みの構造(阪本一郎) 現代のコミュニケーシ

ョン 表現と大衆(小沢芳治) 大衆化の論理と集団的主体性ー戸坂潤·中井正一·三木清の

場合(馬場修一) コミュニケーション主体と記号行動(田中義久) 創造と方法「時間」を見

る目(佐藤忠良) 役の耳できく(山本安英) 手の発見(金子金五郎) 笑いの発想(加藤芳郎) 

視点ー対象との出会い(長野重一) チーム·プレイ(佐々木信也) 歌とことば(ピート·シー

ガー著 片桐ユズル訳) 「正確さということ」についての対話(内田義彦,江藤文夫) 

［主题词］コミュニケーション 

［知识责任］江藤文夫 編 

 

 

［正题名］どうしたら幸福になれるか 

［第一责任人］W·B·ウルフ著 

［译者］周郷博訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.2 

［丛编题名］岩波新書 



［丛编题名］イワナミ シンショ 青-404 

［主题词］人生訓 

［知识责任］ウルフ 著 

［知识责任］WolfeW. Béran Walter Béran 著 

［次知识责任］周郷博 訳 

 

 

［正题名］現代の日本企業を考える 

［第一责任人］宮崎義一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-883 

［主题词］企業 

［知识责任］宮崎義一 著 

 

 

［正题名］日本文化の東と西 

［第一责任人］林屋辰三郎著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1974.8 

［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 362 

［知识责任］林屋辰三郎 著 

 

 

［正题名］政治經濟年鑑 

［第一责任人］東京政治経済研究所編 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1930 

［正题名］高知高等学校寮歌集 

［出版者］旧制高知高等学校同窓会財団法人南溟会 

［出版日期］1972.11 

［附注内容］創立 50 周年記念 

［主题词］学生歌 

 

 

［正题名］明治の政治家たち 

［第一责任人］服部之総著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 188 

［主题词］政治家 



［知识责任］服部之総 著 

 

 

［正题名］コンサイス人名辞典 

［第一责任人］三省堂編修所編 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1976.3 

［附注内容］日本編の監修:上田正昭ほか 

［附注内容］日本編の執筆·協力者:粟屋憲太郎ほか 

［附注内容］外国編の監修:相田重夫ほか 

［附注内容］外国編の執筆·協力者:相田重夫ほか 

 

 

［正题名］史的唯物論 

［第一责任人］古在由重著 

［出版者］ナウカ社 

［出版日期］1949 

［丛编题名］ナウカ講座 

［丛编题名］ナウカ コウザ 2 

［主题词］唯物史観 

［知识责任］古在由重 著 

 

 

［正题名］岩波基本六法 

［第一责任人］末川博編著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.11 

［附注内容］『学生六法全書』の改題 

［附注内容］昭和 34年版から昭和 61年版まで刊行.『岩波判例コンパクト』(昭和 61年版～ )

に継承される 

［主题词］日本/法令 

［知识责任］末川博 編著 

 

 

［正题名］シベリア出兵の史的研究 

［第一责任人］細谷千博著 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1955.7 

［附注内容］付:シベリア出兵関係年表 

［附注内容］巻末:参考文献·索引 

［主题词］シベリア出兵 

［知识责任］細谷千博 著 

 

 



［正题名］コミュニケーション史 

［第一责任人］江藤文夫 [ほか] 編 

［出版者］研究社出版 

［出版日期］1973.2 

［丛编题名］講座·コミュニケーション 

［丛编题名］コウザ コミュニケーション 江藤文夫 [ほか] 編 2 

［附注内容］付: コミュニケーション史年表 (宇津早苗, 吉田光邦) 

［附注内容］付: 参考文献 

［主题词］コミュニケーション/歴史 

［知识责任］江藤文夫 編 

 

 

［正题名］コミュニケーション思想史 

［第一责任人］江藤文夫 [ほか] 編 

［出版者］研究社出版 

［出版日期］1973.11 

［丛编题名］講座·コミュニケーション 

［丛编题名］コウザ コミュニケーション 江藤文夫 [ほか] 編 1 

［附注内容］内容:コミュニケーションの理想型としての宗教(鶴見俊輔) 世界語の思想ー

エスペラントをめぐって(藤本達生,山本明) 運動のつくりだすもの<共同研究>(井上俊等) 

アテナイの民主制とプラトンのコミュニケーション論,教会とアウグスティヌスのコミュ

ニケーション論,商業的世界のコミュニケーション形態とアダム·スミス,ルソーあるいは

直接的コミュニケーション,社会主義運動のコミュニケーション論ープルードンとマルク

ス,ボードレール·想想力の反抗,帝国主義への抵抗とガンジーのコミュニケーション論,

中国文化大革命のコミュニケーション 負のコミュニケーション(山本明) 研究の前提と結

論 フロイトのコミュニケーション論(樋口和彦) レヴィ=ストロースのコミュニケーショ

ン論(吉田禎吾) ノーバート·ウィーナーのコミュニケーション論(北村日出夫) チョムス

キーの言語理論とコミュニケーション(長谷川欣佑) 

［附注内容］ホイジンガのコミュニケーション論(高橋英夫) ベンヤミンのコミュニケーシ

ョン論(野村修) 中井正一のコミュニケーション論(針生一郎) 

［主题词］コミュニケーション/歴史 

［知识责任］江藤文夫 編 

 

 

［正题名］事件と報道 

［第一责任人］江藤文夫 [ほか] 編 

［出版者］研究社出版 

［出版日期］1972.11 

［丛编题名］講座·コミュニケーション 

［丛编题名］コウザ コミュニケーション 江藤文夫 [ほか] 編 5 

［附注内容］内容:作られた現実 作られた現実(いいだ·もも) 朝鮮人虐殺事件 しくまれ

た報道の意味するもの(朴慶植) 坂田山心中 天国に結ぶ恋の報道顛末(小沢信男) 連合赤

軍事件 浅間山荘報道を中心に(秋山清) 対立する報道 (稲葉三千男) 明治維新ー歴史を作

った「教訓」報道の原型(香内三郎) 下山事件ー自殺説·他殺説の対立をめぐって(井倉大



雄) うちとそとー二つの顔 うちとそとー二つの顔ー国際報道の可能性(石山幸基) 南京虐

殺事件ー報道されなかった事実の意味(石子順造) 原爆報道(袖井林二郎) 七〇年代のアジ

アと日本ー日本における事件の“報道"(田中宏) 自由の危機 自由の危機ー権力·ジャーナ

リズム·市民(吉川勇一) 風流夢譚事件ー総合雑誌における言論の自由(井出孫六) 三島事

件とその報道(佐藤忠男) 結び 事件の報道について(森恭三) 付:消えた文字と映像(守津

早苗) 事件史年表(内田りゅう,織田久) 

［主题词］報道の自由 

［知识责任］江藤文夫 編 

 

 

［正题名］アジアの民族主義 

［第一责任人］日本太平洋問題調査會譯編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951 

［主题词］民族主義 

［主题词］アジア/政治 

 

 

［正题名］日本外交政策の史的考察 

［第一责任人］鹿島守之助著 

［出版者］厳松堂書店 

［出版日期］1951 

［附注内容］巻末:文献 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治以後 

［知识责任］鹿島守之助 著 

 

 

［正题名］米國極東政策史 

［第一责任人］A·W·グリスウォルド著 

［译者］柴田賢一譯 

［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1941.5 

［附注内容］巻末: 参考文献 

［知识责任］A·W·グリスウォルド 著 

［知识责任］Griswold 著 

［次知识责任］柴田賢一 譯 

 

 

［正题名］日本外交年表竝主要文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］日本國際連合協會 

［出版日期］1955.3 

［附注内容］外務省藏版 

［主题词］日本/外国関係/年表 



 

 

［正题名］小村外交史 

［第一责任人］外務省[編] 

［出版者］新聞月鑑社 

［出版日期］1953.2 

［丛编题名］日本外交文書 

［丛编题名］ニホン ガイコウ モンジョ 外務省編纂 別冊 

 

 

［正题名］小村外交史 

［第一责任人］外務省[編] 

［出版者］新聞月鑑社 

［出版日期］1953.2 

［丛编题名］日本外交文書 

［丛编题名］ニホン ガイコウ モンジョ 外務省編纂 別冊 

 

 

［正题名］中国人は日本で何をされたか 

［第一责任人］平岡正明編著 

［出版者］潮出版社 

［出版日期］1973 

［主题词］強制労働 

［主题词］中国人 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］平岡正明 編著 

 

 

［正题名］中国人強制連行の記録 

［第一责任人］石飛仁著 

［出版者］太平出版社 

［出版日期］1973.7 

［主题词］強制労働 

［主题词］日中戦争 

［主题词］花岡鉱山 

［知识责任］石飛仁 著 

 

 

［正题名］二·一スト前後 

［第一责任人］斎藤一郎著 

［出版者］社会評論社 

［出版者］ぺりかん社(発売) 

［出版日期］1972 

［附注内容］底本:労働通信社 1955 年刊 附録:二·一ストに対する占領軍干渉の記録 



［主题词］労働運動/日本/歴史 

［知识责任］斎藤一郎 著 

 

 

［正题名］戦後日本共産党の二重帳簿 

［第一责任人］亀山幸三著 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1978.1 

［附注内容］付: 戦後の日本共産党関係年表 

［主题词］日本共産党 

［知识责任］亀山幸三 著 

 

 

［正题名］科学的社会主義研究 

［第一责任人］不破哲三著 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1976 

［主题词］共産主義 

［知识责任］不破哲三 著 

 

 

［正题名］日本的労使関係の評価と課題 

［出版者］日本生産性本部 

［出版日期］1981.3 

［丛编题名］労使関係白書 

［丛编题名］ロウシ カンケイ ハクショ 日本生産性本部労使協議制常任委員会編 昭和 56

年版 

［主题词］労使関係 

 

 

［正题名］帝室制度史 

［第一责任人］帝國学士院編 

［出版者］帝國学士院 

［出版日期］1945 

［附注内容］第 6 巻: 第 1 編天皇 第 4 章稱號 

［主题词］皇室/歴史 

 

 

［正题名］帝室制度史 

［第一责任人］日本学士院編 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1979.5 

［附注内容］日本学士院昭和 12～20 年刊の複製 

［附注内容］第 5 巻に別冊附図あり 



［主题词］皇室/歴史 

 

 

［正题名］産業構造の転換と日本経済 

［第一责任人］大阪市立大学経済研究所,木村敏男,山崎春成編 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1979.6 

［丛编题名］大阪市立大学経済研究所所報 

［丛编题名］オオサカ シリツ ダイガク ケイザイ ケンキュウジョ ショホウ 大阪市立大

学経済研究所 [編] 第 28 集 

［附注内容］大阪市立大学経済研究所創立 50 周年記念 

［附注内容］執筆:林直道ほか 

［主题词］日本/経済 

［主题词］産業構造 

［知识责任］木村敏男 編 

［知识责任］山崎春成 編 

 

 

［正题名］日本の階層構造 

［第一责任人］富永健一 [編] 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1979.2 

［附注内容］文献: p489-498 

［主题词］階級 

［主题词］階級/日本 

［知识责任］富永健一 [編] 

 

 

［正题名］大本営発表の真相史 

［第一责任人］富永謙吾著 

［出版者］自由国民社 

［出版日期］1970.7 

［附注内容］追篇:日米謀略ビラの戦い 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］富永謙吾 著 

 

 

［正题名］現代朝鮮の歴史 

［第一责任人］劉浩一著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1953.6 

［主题词］朝鮮/歴史 

［知识责任］劉浩一 著 

 



 

［正题名］倒叙日本史 

［第一责任人］吉田東伍著 

［出版者］早稲田大學出版部 

［出版日期］1913 

［附注内容］第 1 冊: 明治國勢發展編. 

［知识责任］吉田東伍 著 

 

 

［正题名］戦後学生運動 

［第一责任人］三一書房編集部編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1968.8 

［附注内容］月報あり 

［主题词］学生運動 

 

 

［正题名］戦後学生運動 

［第一责任人］三一書房編集部編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1969.2 

［附注内容］月報あり 

［主题词］学生運動 

 

 

［正题名］戦後学生運動 

［第一责任人］三一書房編集部編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1969.4 

［附注内容］月報あり 

［主题词］学生運動 

 

 

［正题名］戦後学生運動 

［第一责任人］三一書房編集部編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1969.6 

［附注内容］月報あり 

［主题词］学生運動 

 

 

［正题名］戦後学生運動 

［第一责任人］三一書房編集部編 

［出版者］三一書房 



［出版日期］1969.8 

［附注内容］月報あり 

［主题词］学生運動 

 

 

［正题名］戦後学生運動 

［第一责任人］三一書房編集部編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1969.12 

［附注内容］月報あり 

［主题词］学生運動 

 

 

［正题名］戦後学生運動 

［第一责任人］三一書房編集部編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1970.4 

［附注内容］月報あり 

［主题词］学生運動 

 

 

［正题名］戦後学生運動 

［第一责任人］三一書房編集部編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1970.11 

［附注内容］別巻: 戦後学生運動史年表 

［附注内容］月報あり 

［主题词］学生運動 

 

 

［正题名］上宮聖徳法王帝説 

［第一责任人］狩谷望之證註 

［译者］平子尚補校 

［译者］花山信勝,家永三郎校譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2649ー2650,青(33)-34-1 

［知识责任］狩谷望之 證註 

［知识责任］花山信勝 校譯 

［知识责任］家永三郎 校譯 

［次知识责任］平子尚 補校 

 

 



［正题名］閑吟集 

［第一责任人］藤田徳太郎校註 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 30-128-1778 

［附注内容］附: 狂言小歌集,室町小歌拾遺集 

［附注内容］初句索引: p.85-98 

［知识责任］藤田徳太郎 校註 

 

 

［正题名］魏志倭人傳 

［正题名］後漢書倭傳 

［正题名］宋書倭國傳 

［正题名］隋書倭國傳 

［第一责任人］和田清,石原道博編譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.11 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 4370 

［知识责任］和田清 編譯 

［知识责任］石原道博 編譯 

 

 

［正题名］舊唐書倭國日本傳 

［正题名］宋史日本傳 

［正题名］元史日本傳 

［第一责任人］和田清,石原道博編譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 5658-5659 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/古代 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/中世 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］和田清 編譯 

［知识责任］石原道博 編譯 

 

 

［正题名］日本書紀 

［第一责任人］黒板勝美編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.12 

［丛编题名］岩波文庫 



［丛编题名］イワナミ ブンコ 204-206 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］古語拾遺 

［第一责任人］[斎部広成撰] 

［译者］加藤玄智校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1929.5 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 410 

［知识责任］斎部広成 [撰] 

［次知识责任］加藤玄智 校訂 

 

 

［正题名］萬葉集 

［第一责任人］佐々木信綱編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1927 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 5-7 

［知识责任］佐佐木信綱 編 

 

 

［正题名］萬葉集 

［第一责任人］佐々木信綱編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1927 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1-4 

［知识责任］佐佐木信綱 編 

 

 

［正题名］曽我物語 

［第一责任人］穴山孝道校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2114-2115 

［知识责任］穴山孝道 校訂 

 

 

［正题名］往生要集 

［第一责任人］源信[著] 



［译者］花山信勝訳注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1942 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2992-2996 

［附注内容］シリーズ番号表示: 第 1 刷(1942 年)には「2992-2996」の表示あり 

［知识责任］源信 [著] 

［次知识责任］花山信勝 訳注 

 

 

［正题名］日本書紀 

［第一责任人］黒板勝美編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1931.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 201-203 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］白文萬葉集 

［第一责任人］佐佐木信綱編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1930.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 577-581 

［知识责任］佐佐木信綱 編 

 

 

［正题名］校本日本霊異記 

［第一责任人］景戒著 

［译者］国学院大学修練報国団学術部編 

［出版者］明世堂 

［出版日期］1943.7 

［知识责任］景戒 著 

 

 

［正题名］古事記 

［第一责任人］青木和夫 [ほか]校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.2 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 1 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 



［主题词］古事記/評釈 

［知识责任］青木和夫 校注 

 

 

［正题名］日蓮 

［第一责任人］戸頃重基,高木豊校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1970.12 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 14 

［附注内容］参考文献: p617-622 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］挿図(1 図)あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］戸頃重基 校注 

［知识责任］高木豊 校注 

［知识责任］日蓮 校注 

 

 

［正题名］聖徳太子集 

［第一责任人］家永三郎 [ほか] 校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1975.4 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 2 

［附注内容］参考文献: p591-592 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］家永三郎 校注 

 

 

［正题名］律令 

［第一责任人］井上光貞 [ほか] 校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.12 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 3 

［附注内容］内容: 律,令:巻第 1～第 10. 解説:日本律令の成立とその注釈書(井上光貞),

律令の古訓点について(築島裕). 解題(早川庄八,吉田孝) 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］養老律令 

［主题词］律令 

［知识责任］井上光貞 校注 



 

 

［正题名］最澄 

［第一责任人］安藤俊雄,薗田香融校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974.5 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 4 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］挿図あり(1 図) 

［主题词］日本思想 

［知识责任］安藤俊雄 校注 

［知识责任］薗田香融 校注 

 

 

［正题名］空海 

［第一责任人］川崎庸之校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1975.3 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 5 

［附注内容］略年譜: p443-448 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］挿図(1 図)あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］川崎庸之 校注 

 

 

［正题名］源信 

［第一责任人］石田瑞麿校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1970.9 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 6 

［附注内容］参考文献: p498 

［附注内容］源信略年譜: p499-501 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］挿図(1 図)あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］石田瑞麿 校注 

 

 

［正题名］往生傳 

［正题名］法華驗記 



［第一责任人］井上光貞,大曽根章介校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974.9 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 7 

［附注内容］参考文献: p773-774 

［主题词］日本思想 

［主题词］日本極楽往生記 

［主题词］大日本国法華経験記 

［知识责任］井上光貞 校注 

［知识责任］大曽根章介 校注 

 

 

［正题名］古代政治社會思想 

［第一责任人］山岸徳平[ほか]校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.3 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 8 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］日本思想/歴史/古代 

［知识责任］山岸徳平 校注 

 

 

［正题名］天台本覺論 

［第一责任人］多田厚隆[ほか]校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.1 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 9 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］挿図(1 図)あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］天台宗/教義 

［知识责任］多田厚隆 校注 

 

 

［正题名］法然 

［正题名］一遍 

［第一责任人］大橋俊雄校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.1 

［丛编题名］日本思想大系 



［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 10 

［附注内容］参考文献: P486-487 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］挿図(1 図)あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］大橋俊雄 校注 

 

 

［正题名］親鸞 

［第一责任人］星野元豊,石田充之,家永三郎校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.4 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 11 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］挿図(1 図)あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］教行信証 

［知识责任］星野元豊 校注 

［知识责任］石田充之 校注 

［知识责任］家永三郎 校注 

 

 

［正题名］道元 

［第一责任人］寺田透,水野弥穂子校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1970.5 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 12 

［附注内容］道元禅師略年譜·参考文献: 下巻 P615-632 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］図版あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］寺田透 校注 

［知识责任］水野弥穂子 校注 

 

 

［正题名］道元 

［第一责任人］寺田透,水野弥穂子校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.2 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 13 

［附注内容］道元禅師略年譜·参考文献: 下巻 P615-632 



［附注内容］月報あり 

［附注内容］図版あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］寺田透 校注 

［知识责任］水野弥穂子 校注 

 

 

［正题名］鎌倉舊佛教 

［第一责任人］鎌田茂雄,田中久夫校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.11 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 15 

［附注内容］参考文献·年表 : p569-576 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］挿図(1 図)あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］仏教/日本/歴史/鎌倉時代 

［知识责任］鎌田茂雄 校注 

［知识责任］田中久夫 校注 

 

 

［正题名］中世禪家の思想 

［第一责任人］市川白弦,入矢義高,柳田聖山校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.10 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 16 

［附注内容］主要参考文献: p579-581 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］挿図(1 図)あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］仏教/日本/歴史/鎌倉時代 

［主题词］仏教/日本/歴史/室町時代 

［知识责任］市川白弦 校注 

［知识责任］入矢義高 校注 

［知识责任］柳田聖山 校注 

 

 

［正题名］蓮如 

［正题名］一向一揆 

［第一责任人］笠原一男,井上鋭夫校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.9 



［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 17 

［附注内容］参考文献·蓮如年譜·一向一揆年表: p679-704 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］図版 1 枚あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］兼寿 校注 

［知识责任］笠原一男 

［知识责任］井上鋭夫 校注 

 

 

［正题名］唯物論と経験批判論 

［第一责任人］レーニン著 

［译者］マルクス=レーニン主義原典刊行会訳 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1966 

［丛编题名］マルクス=レーニン主義原典選書 

［丛编题名］マルクス レーニン シュギ ゲンテン センショ 

［主题词］唯物弁証法 

［知识责任］レーニン 著 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［次知识责任］マルクス=レーニン主義原典刊行会 

 

 

［正题名］中国共産党第十二回全国代表大会文献集 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1982 

［附注内容］発行者: 中国国際書店 

 

 

［正题名］北京収容所 

［第一责任人］佐藤亮一著 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1963.11 

［丛编题名］Kawade paperbacks 

［丛编题名］Kawade paperbacks 69 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/捕虜 

［主题词］収容所 

［知识责任］佐藤亮一 著 

 

 

［正题名］カール·マルクス 

［第一责任人］レーニン著 



［译者］マルクス=レーニン主義原典刊行会訳 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1966.9 

［丛编题名］マルクス=レーニン主義原典選書 

［丛编题名］マルクス レーニン シュギ ゲンテン センショ 

［知识责任］レーニン 著 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［次知识责任］マルクス=レーニン主義原典刊行会 訳 

 

 

［正题名］貧農に訴える 

［第一责任人］レーニン著 

［译者］マルクス=レーニン主義原典刊行会訳 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1966 

［丛编题名］マルクス=レーニン主義原典選書 

［丛编题名］マルクス レーニン シュギ ゲンテン センショ 

［主题词］共産主義 

［知识责任］レーニン 著 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［知识责任］マルクス=レーニン主義原典刊行会 

 

 

［正题名］フォイエルバッハ論 

［第一责任人］森宏一著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1965.11 

［丛编题名］マルクス=レーニン主義入門叢書 

［丛编题名］マルクス レーニン シュギ ニュウモン ソウショ 4 

［知识责任］森宏一 著 

 

 

［正题名］空想から科学へ 

［第一责任人］寺沢恒信著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1965.11 

［丛编题名］マルクス=レーニン主義入門叢書 

［丛编题名］マルクス レーニン シュギ ニュウモン ソウショ 6 

［知识责任］寺沢恒信 著 

 

 

［正题名］全聯邦共産黨小史 

［第一责任人］全聯邦共産黨中央委員會附屬委員會編纂 

［译者］田岡信太郎譯 



［出版者］大雅堂 

［出版日期］1946.9 

［附注内容］全聯邦共産黨中央委員會 1938 年認定 

［知识责任］全聯邦共産黨中央委員會 

［次知识责任］田岡信太郎 譯 

 

 

［正题名］毛沢東は死んだか 

［第一责任人］李星可著 

［译者］多谷千香子訳 

［出版者］サイマル出版会 

［出版日期］1978 

［附注内容］現代中国事件年表: p211～217 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/政治 

［知识责任］李星可 著 

［知识责任］多谷千賀子 訳 

 

 

［正题名］民衆の大連合 

［第一责任人］[毛沢東著] 

［译者］竹内実,和田武司編 

［出版者］講談社 

［出版日期］1978.1 

［附注内容］毛沢東初期年表: p[477]-502 

［知识责任］毛沢東 著 

［次知识责任］竹内実 編 

［次知识责任］和田武司 編 

 

 

［正题名］唯物論と経験批判論 

［第一责任人］レーニン著 

［译者］マルクス=レーニン主義原典刊行会訳 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1966 

［丛编题名］マルクス=レーニン主義原典選書 

［丛编题名］マルクス レーニン シュギ ゲンテン センショ 

［主题词］唯物弁証法 

［知识责任］レーニン 著 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

 

 

［正题名］日本資本主義と社会問題 

［第一责任人］馬原鉄男 [ほか] 編 

［出版者］汐文社 



［出版日期］1966.6 

［丛编题名］現代日本の社会問題 

［丛编题名］ゲンダイ ニホン ノ シャカイ モンダイ 馬原鉄男[ほか]編 1 

［主题词］社会問題 

［知识责任］馬原鉄男 編 

 

 

［正题名］部落の民 

［第一责任人］中西義雄著 

［出版者］潮文社 

［出版日期］1957 

［知识责任］中西義雄 著 

 

 

［正题名］未解放部落 

［第一责任人］奈良本辰也編 

［出版者］潮文社 

［出版日期］1956 

［主题词］部落問題 

［知识责任］奈良本辰也 編 

 

 

［正题名］世に出ていく君たちに 

［第一责任人］住井すゑ[ほか]編 

［出版者］汐文社 

［出版日期］1966 

［主题词］人生訓/青年 

［知识责任］住井すゑ 編 

 

 

［正题名］貧しさからの解放 

［第一责任人］近藤康男編著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1954.3 

［附注内容］〔正〕の副書名:共同研究 農村·漁村·山村問題入門 

［知识责任］近藤康男 編著 

 

 

［正题名］ある平和主義者の思想 

［第一责任人］アリス·ハーズ著 

［译者］芝田進午編訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1969.2 

［丛编题名］岩波新書 



［丛编题名］イワナミ シンショ 青-707 

［主题词］平和運動 

［知识责任］ハーズ 著 

［知识责任］Herz 著 

［次知识责任］芝田進午 編訳 

 

 

［正题名］日本の政治風土 

［第一责任人］篠原一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-700 

［主题词］日本/政治 

［知识责任］篠原一 著 

 

 

［正题名］ある弁護士の生涯 

［第一责任人］布施柑治著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-482 

［知识责任］布施柑治 著 

 

 

［正题名］日本資本主義分析 

［第一责任人］北田芳治 [ほか] 著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1966.2 

［丛编题名］講座現代日本とマルクス主義 

［丛编题名］コウザ ゲンダイ ニホン ト マルクス シュギ 第 1 巻 

［主题词］資本主義/日本 

［知识责任］北田芳治 著 

 

 

［正题名］朝鮮労働党第四回大会文献集 

［出版者］外国文出版社 

［出版日期］1961.9 

［主题词］朝鮮労働党 

 

 

［正题名］インドで考えたこと 

［第一责任人］堀田善衛著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 297 

［主题词］インド/紀行 

［知识责任］堀田善衛 著 

 

 

［正题名］インドネシア 

［第一责任人］増田与著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-596 

［知识责任］増田与 著 

 

 

［正题名］小繋事件 

［第一责任人］戒能通孝著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-515 

［主题词］入会権 

［知识责任］戒能通孝 著 

 

 

［正题名］おかねの話 

［第一责任人］鈴木武雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1967.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-662 

［主题词］貨幣 

［知识责任］鈴木武雄 著 

 

 

［正题名］女性の歴史 

［第一责任人］高群逸枝著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1954.4 

［知识责任］高群逸枝 著 

 

 



［正题名］ジンギスカン 

［第一责任人］小林高四郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-372 

［知识责任］小林高四郎 著 

 

 

［正题名］辻善之助博士自歴年譜稿 

［第一责任人］辻善之助先生生誕百年記念会編 

［出版者］続群書類従完成会 

［出版日期］1977.9 

［附注内容］辻善之助の肖像あり 

［附注内容］辻善之助博士著作目録:p345～368 

［知识责任］辻善之助 編 

 

 

［正题名］アジアに立つ 

［第一责任人］宇都宮徳馬著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1978.10 

［主题词］日本/政治 

［主题词］日本/外国関係 

［知识责任］宇都宮徳馬 著 

 

 

［正题名］歴史を学ぶもののために 

［第一责任人］上原専祿著 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1955.11 

［丛编题名］河出新書 

［丛编题名］カワデ シンショ 

［主题词］歴史学 

［知识责任］上原専禄 著 

 

 

［正题名］北極探檢記 

［第一责任人］パパーニン [著] 

［译者］竹尾弌譯 

［出版者］聖紀書房 

［出版日期］1942.2 

［知识责任］パパーニン [著 ] 

［知识责任］Papanin [著] 



［次知识责任］竹尾弌 譯 

 

 

［正题名］刀工源清麿 

［第一责任人］斎藤鈴子著 

［出版者］徳間書店 

［出版日期］1964 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［知识责任］斎藤鈴子 著 

 

 

［正题名］土佐近代文学者列傳 

［第一责任人］竹村義一 [ほか] 著 

［出版者］高知新聞社 

［出版日期］1962.8 

［丛编题名］高新シリーズ 

［丛编题名］コウシン シリーズ 5 

［主题词］文学者 

［知识责任］竹村義一 著 

 

 

［正题名］伊藤博文秘録 

［第一责任人］平塚篤編 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1929.3 

［附注内容］監修:伊藤博邦 

［知识责任］平塚篤 編 

 

 

［正题名］恥かき べそかき 頭かき 鉛筆書きで 日が暮れて 

［第一责任人］平野一郎著 

［出版者］平野一郎 

［出版日期］1994.10 

［附注内容］私家版(非売品) 

［知识责任］平野一郎 著 

 

 

［正题名］われわれにとって万博とはなにか 

［第一责任人］針生一郎編 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1969 

［附注内容］内容:民衆不在の祭典(針生一郎) 万博反対論(多木浩二) 知の頽廃(多木浩二) 

EXPOSE·1968 なにかいってくれ、いまさがす批評(多木浩二) 根拠地の思想(宮内嘉久) 万

国博-芸術の思想的責任(宮内嘉久) 「ノン」をいわない建築家(宮内嘉久) 文化と政治のア



ンシァン·レジーム(武藤一羊) 未来芸術への模索(大岡信) EXPO′70“序曲"(黛敏郎) 四

つの疑問をなげかける(吉岡健次) 参加者の論理と批判者の論理(粟津潔等) 情況と実践 

万博と安保(青木忠,針生一郎) 資料·日本万国博覧会 

［主题词］万国博覧会大阪 

［知识责任］針生一郎 編 

 

 

［正题名］わが非戦論史 

［第一责任人］石川三四郎著 

［出版者］ソオル社 

［出版日期］1956 

［主题词］平和 

［主题词］戦争 

［知识责任］石川三四郎 著 

 

 

［正题名］福沢諭吉 

［第一责任人］小泉信三著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-590 

［附注内容］第 24 刷(2001.5)背に「D116」とあり 

［知识责任］小泉信三 著 

 

 

［正题名］定本綴方教室 

［第一责任人］豊田正子著 

［出版者］理論社 

［出版日期］c1959 

［知识责任］豊田正子 著 

 

 

［正题名］追憶大塚有章 

［第一责任人］『未完の旅路』刊行委員会編 

［出版者］『未完の旅路』刊行委員会 

［出版日期］1980 

［附注内容］大塚有章の肖像あり 

 

 

［正题名］市民運動の出発 

［第一责任人］佐世保 19 日市民の会編 

［出版者］社会新報 

［出版日期］1969 



［丛编题名］新報新書 

［丛编题名］シンポウ シンショ 

［主题词］平和運動 

 

 

［正题名］近代の潮流 

［第一责任人］飛鳥井雅道著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1976.8 

［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 429 新書日本史 7 

［附注内容］年表:p.186-197 

［知识责任］飛鳥井雅道 著 

 

 

［正题名］日清戦争 

［第一责任人］藤村道生著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-880 

［附注内容］巻末: 日清戦争略年表(1894-98 年) 

［主题词］日清戦争 

［知识责任］藤村道生 著 

 

 

［正题名］フランス現代史 

［第一责任人］内山敏著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-331 

［主题词］フランス/歴史 

［知识责任］内山敏 著 

 

 

［正题名］瀬戸内海汚染 

［第一责任人］星野芳郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-842 

［主题词］海洋汚染 

［主题词］公害/瀬戸内海地方 



［知识责任］星野芳郎 著 

 

 

［正题名］ホー·チ·ミン伝 

［第一责任人］チャールズ·フェン著 

［译者］陸井三郎訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 898 

［附注内容］年表: 下:p199-204 

［附注内容］文献目録: 下:巻末 p7-11 

［知识责任］フェン 著 

［知识责任］Fenn 著 

［次知识责任］陸井三郎 訳 

 

 

［正题名］人類危機の十三日間 

［第一责任人］ジョン·サマヴィル著 

［译者］中野好夫訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1975.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-943 

［知识责任］サマヴィル 著 

［知识责任］Somerville 著 

［次知识责任］中野好夫 訳 

 

 

［正题名］蘆溝橋事件 

［第一责任人］岡野篤夫著 

［出版者］旺史社 

［出版日期］1988.8 

［丛编题名］無名戦士の記録シリーズ 

［丛编题名］ムメイ センシ ノ キロク シリーズ 

［主题词］蘆溝橋事件 

［知识责任］岡野篤夫 著 

 

 

［正题名］都鄙問答 

［第一责任人］石田梅岩著 

［译者］足立栗園校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.2 



［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青-1077 

［主题词］心学 

［知识责任］石田梅岩 著 

［次知识责任］足立栗園 校訂 

 

 

［正题名］大和俗訓 

［第一责任人］貝原益軒著 

［译者］石川謙校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.9 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1772ー1773 

［附注内容］親書誌シリーズ番号: 青-10-2 (第 5 刷:1993.9) 

［附注内容］貝原益軒年譜: p207-225 

［知识责任］貝原益軒 著 

［次知识责任］石川謙 校訂 

 

 

［正题名］四日市·死の海と闘う 

［第一责任人］田尻宗昭著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-820 

［主题词］公害/三重県 

［知识责任］田尻宗昭 著 

 

 

［正题名］農業問題入門 

［第一责任人］河合悦三著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-134 

［主题词］日本/農業 

［主题词］農業政策 

［知识责任］河合悦三 著 

 

 

［正题名］日本の酒 

［第一责任人］坂口謹一郎著 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1964.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-525 

［主题词］酒 

［知识责任］坂口謹一郎 著 

 

 

［正题名］土地に刻まれた歴史 

［第一责任人］古島敏雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1967.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-657 

［附注内容］折込図: 大和国条理推定復元図 

［知识责任］古島敏雄 著 

 

 

［正题名］資本論の世界 

［第一责任人］内田義彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-614 

［知识责任］田義彦 著 

 

 

［正题名］菜根談 

［第一责任人］洪自誠著 

［译者］魚返善雄訳 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1955 

［丛编题名］角川文庫 

［丛编题名］カドカワ ブンコ 

［附注内容］遡及 

［主题词］人生論 

［知识责任］洪応明 著 

［次知识责任］魚返善雄 訳 

 

 

［正题名］淡窓詩話 

［正题名］約言或問 

［第一责任人］広瀬淡窓著 

［译者］長寿吉校訂 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1940.2 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2208 

［附注内容］広瀬淡窓年譜: p95～98 

［知识责任］広瀬淡窓 著 

［知识责任］長壽吉 校訂 

 

 

［正题名］北越雪譜 

［第一责任人］鈴木牧之編撰 

［译者］京山人百樹刪定 

［译者］岡田武松校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1936.1 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1261-1262 

［主题词］雪 

［主题词］新潟県/風俗·習慣 

［知识责任］鈴木牧之 編撰 

［知识责任］山東京山 刪定 

［知识责任］岡田武松 校訂 

 

 

［正题名］東海道四谷怪談 

［第一责任人］鶴屋南北著 

［译者］河竹繁俊校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 5672-5674 

［知识责任］鶴屋南北 著 

［次知识责任］河竹繁俊 校訂 

 

 

［正题名］芭蕉俳句集 

［第一责任人］松尾芭蕉著 

［译者］潁原退藏校註 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.5 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 811-812 

［知识责任］松尾芭蕉 著 

［知识责任］潁原退蔵 校註 

 



 

［正题名］神皇正統記 

［第一责任人］北畠親房著 

［译者］小林健三校訂 

［出版者］白山比咩神社 

［出版日期］1934.11 

［附注内容］活版 袋綴 

［附注内容］白山本神皇正統記解説: 平泉澄 

［主题词］日本/歴史/古代 

［主题词］日本/歴史/鎌倉時代 

［主题词］日本/歴史/南北朝時代 

［知识责任］北畠親房 著 

［次知识责任］小林健三 校訂 

 

 

［正题名］曽我物語 

［第一责任人］穴山孝道校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.10 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2112-2113 

［知识责任］穴山孝道 

 

 

［正题名］宇治拾遺物語 

［第一责任人］渡邊綱也校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 4323-4325 

［附注内容］1976·1977 年発行の第 21·30 刷には「黄 105-1, 2」の表示あり 

［主题词］宇治拾遺物語 

［知识责任］渡辺綱也 校訂 

 

 

［正题名］西洋紀聞 

［第一责任人］新井白石著 

［译者］村岡典嗣校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1936.10 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1353 

［知识责任］新井白石 著 

［次知识责任］村岡典嗣 校訂 



 

 

［正题名］義經千本櫻 

［第一责任人］竹田出雲 〔ほか〕 作 

［译者］守隨憲治校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2025 

［主题词］浄瑠璃 

［知识责任］守随憲治 作 

［知识责任］竹田出雲世 校訂 

 

 

［正题名］近世畸人傳 

［第一责任人］伴蒿蹊著 

［译者］森銑三校註 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.1 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2196-2198 

［主题词］日本/伝記 

［知识责任］伴蒿蹊 著 

［次知识责任］森銑三 校註 

 

 

［正题名］うるしの話 

［第一责任人］松田権六著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-542 

［主题词］漆工芸 

［知识责任］松田権六 著 

 

 

［正题名］エチオピア絵日記 

［第一责任人］松枝張著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-974 

［知识责任］松枝張 著 

 



 

［正题名］市民自治の憲法理論 

［第一责任人］松下圭一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1975.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-940 

［主题词］憲法/日本 

［主题词］地方自治 

［知识责任］松下圭一 著 

 

 

［正题名］日本の化学工業 

［第一责任人］渡辺徳二,林雄二郎編著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-903 

［附注内容］日本の化学工業略年表: p187-201 

［主题词］化学工業 

［知识责任］渡辺徳二 編著 

［知识责任］林雄二郎 編著 

 

 

［正题名］西鶴置土産 

［第一责任人］井原西鶴作 

［译者］片岡良一校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937.7 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1545 

［主题词］浮世草子 

［知识责任］井原西鶴 作 

［次知识责任］片岡良一 校訂 

 

 

［正题名］西鶴諸國咄 

［正题名］本朝櫻陰比事 

［第一责任人］井原西鶴作 

［译者］和田萬吉校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.11 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 853 



［知识责任］井原西鶴 作 

［知识责任］和田万吉 校訂 

 

 

［正题名］好色一代男 

［第一责任人］井原西鶴作 

［译者］和田萬吉校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1927 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 94 

［主题词］浮世草子 

［知识责任］井原西鶴 作 

［知识责任］和田万吉 校訂 

 

 

［正题名］日本切支丹宗門史 

［第一责任人］レオン·パジェス [著] 

［译者］吉田小五郎譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1643-1646a 

［附注内容］校閲:クリセル神父 

［附注内容］レオン·パジェスの著作目録: 下巻末 

［知识责任］パジェス [著] 

［知识责任］Krischer [著] 

［次知识责任］吉田小五郎 譯 

 

 

［正题名］日本切支丹宗門史 

［第一责任人］レオン·パジェス [著] 

［译者］吉田小五郎譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.3-1940.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1637-1639 

［附注内容］校閲:クリセル神父 

［附注内容］レオン·パジェスの著作目録: 下巻末 

［知识责任］パジェス [著] 

［知识责任］Krischer [著] 

［次知识责任］吉田小五郎 譯 

 

 



［正题名］愚管抄 

［第一责任人］丸山二郎校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1949.11 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 3942-3944 

［附注内容］ISBN は第 10 刷(1997 年)による 

［知识责任］丸山二郎 校訂 

 

 

［正题名］日本の息子たち 

［第一责任人］わだつみ會編 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1952.6 

［主题词］学生運動 

 

 

［正题名］大罷業 

［第一责任人］佐木隆三著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1976.7 

［知识责任］佐木隆三 著 

 

 

［正题名］合理化政策と産炭地三池·筑豊の現実 

［第一责任人］池上親春,新藤東洋男共著 

［出版者］人権民族問題研究会 

［出版日期］1966.1. 

［主题词］福岡県/教育 

［主题词］同和教育 

［主题词］石炭産業/福岡県 

［知识责任］池上親春 著 

［知识责任］新藤東洋男 著 

 

 

［正题名］技術革新の根本問題 

［第一责任人］星野芳郎著 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1969.5 

［主题词］技術革新 

［知识责任］星野芳郎 著 

 

 

［正题名］島津労働組合二十周年誌 



［第一责任人］三上脩一著 

［出版者］島津製作所労働組合 

［出版日期］1966 

［主题词］島津製作所労働組合 

［知识责任］三上脩一 著 

 

 

［正题名］国家と安全保障の原理 

［第一责任人］田崎末松著 

［出版者］平和戦略綜合研究所 

［出版日期］1980.3 

［附注内容］参考引用文献および註解:p1251～1260 

［主题词］国防政策 

［主题词］安全保障 

［主题词］国家 

［知识责任］田崎末松 著 

 

 

［正题名］日本の経済統計 

［第一责任人］経済企画庁調査局統計課編著 

［译者］経済企画庁統計課監修 

［出版者］至誠堂 

［出版日期］1964.4 

［丛编题名］経済教室 

［丛编题名］ケイザイ キョウシツ 5,5ˊ 

 

 

［正题名］現代日本の中小企業 

［第一责任人］市川弘勝編著 

［出版者］新評論 

［出版日期］1968 

［附注内容］巻末:別表 1 中小企業近代化促進法指定業種一覧·別表 2 業種別貸付実績·別

表 3 中小企業年表 

［主题词］中小企業 

［知识责任］市川弘勝 編著 

 

 

［正题名］食糧自給 

［第一责任人］近藤康男編 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1967.6 

［主题词］食糧問題 

［知识责任］近藤康男 編 

 



 

［正题名］人民の法律 

［第一责任人］能勢克男著 

［出版者］大雅堂 

［出版日期］1948.7 

［知识责任］能勢克男 著 

 

 

［正题名］キリスト教と共産主義 

［第一责任人］赤岩栄著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1949 

［附注内容］表紙(昭和 24 年 7 月再版(刷)刊):「私の歩んできた道」と記述あり 

［主题词］キリスト教 

［主题词］共産主義 

［知识责任］赤岩栄 著 

 

 

［正题名］マルクス·レーニン主義と「左」右の日和見主義 

［第一责任人］松村一人著著 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1975 

［主题词］共産主義 

［主题词］日本共産党 

［知识责任］松村一人 著 

 

 

［正题名］農協二十五年 

［第一责任人］近藤康男 [ほか] 編 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1973.11 

［丛编题名］日本農業年報 

［丛编题名］ニホン ノウギョウ ネンポウ 近藤康男編集代表 22 

［附注内容］<年表>農協二十五年: p412-440 

［主题词］農業協同組合 

［知识责任］近藤康男 編 

 

 

［正题名］日本農業の再発見 

［第一责任人］飯沼二郎著 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1975.3 

［丛编题名］NHK ブックス 

［丛编题名］NHK ブックス 226 



［附注内容］参考文献: p243-248 

［主题词］日本/農業 

［知识责任］飯沼二郎 著 

 

 

［正题名］トリアッティとの対話 

［第一责任人］マルチェッラ·フェルラーラ,マウリツィオ·フェルラーラ著 

［译者］石堂清倫,上杉聡彦訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1961.6-7 

［丛编题名］さんいち·らいぶらり 

［丛编题名］サンイチ ライブラリ 9 

［附注内容］上巻の著者表示(誤植か):マリチェツラ·フェルラーラ 

［附注内容］原書名は著者典拠からの推定 

［知识责任］フェルラーラ 著 

［知识责任］フェルラーラ 著 

［知识责任］Ferrara 著 

［知识责任］Ferrara 著 

［次知识责任］石堂清倫 訳 

［次知识责任］上杉聡彦 訳 

 

 

［正题名］現代経営会計講座 

［第一责任人］木村和三郎監修 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1956 

［附注内容］監修: 木村和三郎 [ほか] 

［主题词］企業会計 

［知识责任］木村和三郎 監修 

 

 

［正题名］国家独占資本主義 

［第一责任人］井汲卓一編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1958.7 

［丛编题名］現代資本主義双書 

［丛编题名］ゲンダイ シホン シュギ ソウショ 

［主题词］資本主義 

［知识责任］井汲卓一 編 

 

 

［正题名］現代日本経済論 

［第一责任人］稲葉秀三·相原茂共編 

［出版者］至誠堂 



［出版日期］1958 

［知识责任］稲葉秀三 編 

［知识责任］相原茂 編 

 

 

［正题名］日本の経済 

［第一责任人］遠藤湘吉編 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1961.1 

［丛编题名］講座現代日本の分析 

［丛编题名］コウザ ゲンダイ ニホン ノ ブンセキ 第 2 巻 

［知识责任］遠藤湘吉 編 

 

 

［正题名］戦後帝国主義の政治と経済 

［第一责任人］E.ヴァルガ著 

［译者］世界経済研究所訳 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1959 

［主题词］帝国主義 

［主题词］資本主義 

［知识责任］Varga 著 

 

 

［正题名］食管制度 

［第一责任人］近藤康男 [ほか] 編 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1968.8 

［丛编题名］日本農業年報 

［丛编题名］ニホン ノウギョウ ネンポウ 近藤康男編集代表 17 

［附注内容］米価問題と食管制度に関する基本的文献·資料: p273-315 

［主题词］食糧管理制度 

［知识责任］近藤康男 編 

 

 

［正题名］実りなき大地 

［第一责任人］秋田魁新報社減反取材班編 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1971.2 

［附注内容］昭和 45 年 1 年間を通じ『秋田魁新報』に連載されたもの 

［主题词］秋田県/農業 

［主题词］農業政策 

 

 



［正题名］第三世界論 

［第一责任人］坂本徳松著 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1976 

［附注内容］『第三世界論』年表:p.288-293 

［主题词］国際政治 

［知识责任］坂本徳松 著 

 

 

［正题名］現代日本資本主義論争 

［第一责任人］高内俊一著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1961.6 

［丛编题名］さんいち·らいぶらり 

［丛编题名］サンイチ ライブラリ 1 

［附注内容］文献目録: p313-335 

［主题词］資本主義/日本 

［知识责任］高内俊一 著 

 

 

［正题名］イタリア民主主義の研究 

［第一责任人］山崎功著 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1959.7 

［主题词］労働運動/イタリア 

［知识责任］山崎功 著 

 

 

［正题名］グラムシ選集 

［第一责任人］代久二編 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1961.11 

［附注内容］1-3 の編者: 代久二 

［附注内容］監修: 山崎功 

［知识责任］Gramsci 著 

［知识责任］代久二 編 

 

 

［正题名］中山忠能履歴資料 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1932.9 

［附注内容］第四から第十の編輯者: 藤井甚太郎 

［附注内容］中山忠能履歴略: 第 1 巻頭 



［主题词］明治維新 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］岩崎彌太郎 

［第一责任人］弘松宣枝著 

［出版者］民友社 

［出版日期］1899 

［知识责任］弘松宣枝 著 

 

 

［正题名］岩崎彌太郎傳 

［第一责任人］白柳秀湖著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1932.2 

［丛编题名］偉人傳全集 

［丛编题名］イジンデン ゼンシュウ 第 12 巻 

［附注内容］岩崎彌太郎の肖像あり 

［知识责任］白柳秀湖 著 

 

 

［正题名］日本部落冬物語 

［第一责任人］酒井真右著 

［出版者］理論社 

［出版日期］1953 

［知识责任］酒井真右 

 

 

［正题名］解放への集団主義教育 

［第一责任人］小川太郎,中村拡三编 

［出版者］汐文社 

［出版日期］1964 

［丛编题名］部落解放の教育講座 3 

［主题词］同和教育 

［主题词］部落問題 

［知识责任］小川太郎 编 

［知识责任］中村拡三 编 

 

 

［正题名］部落の歴史 

［第一责任人］部落問題研究所編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1960 

［丛编题名］講座部落 



［丛编题名］コウザ ブラク 部落問題研究所編 1 

［主题词］部落問題/歴史 

 

 

［正题名］中山忠能履歴資料 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1933.2 

［附注内容］第四から第十の編輯者: 藤井甚太郎 

［附注内容］中山忠能履歴略: 第 1 巻頭 

［主题词］明治維新 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］中山忠能履歴資料 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1933.5 

［附注内容］第四から第十の編輯者: 藤井甚太郎 

［附注内容］中山忠能履歴略: 第 1 巻頭 

［主题词］明治維新 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］中山忠能履歴資料 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1933.9 

［附注内容］第四から第十の編輯者: 藤井甚太郎 

［附注内容］中山忠能履歴略: 第 1 巻頭 

［主题词］明治維新 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］中山忠能履歴資料 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1933.11 

［附注内容］第四から第十の編輯者: 藤井甚太郎 

［附注内容］中山忠能履歴略: 第 1 巻頭 

［主题词］明治維新 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 



［正题名］中山忠能履歴資料 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1934.2 

［附注内容］第四から第十の編輯者: 藤井甚太郎 

［附注内容］中山忠能履歴略: 第 1 巻頭 

［主题词］明治維新 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］中山忠能履歴資料 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1934.8 

［附注内容］第四から第十の編輯者: 藤井甚太郎 

［附注内容］中山忠能履歴略: 第 1 巻頭 

［主题词］明治維新 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］中山忠能履歴資料 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1934.9 

［附注内容］第四から第十の編輯者: 藤井甚太郎 

［附注内容］中山忠能履歴略: 第 1 巻頭 

［主题词］明治維新 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］中山忠能履歴資料 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1934.11 

［附注内容］第四から第十の編輯者: 藤井甚太郎 

［附注内容］中山忠能履歴略: 第 1 巻頭 

［主题词］明治維新 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］中山忠能履歴資料 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1935.1 



［附注内容］第四から第十の編輯者: 藤井甚太郎 

［附注内容］中山忠能履歴略: 第 1 巻頭 

［主题词］明治維新 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］廣澤真臣日記 

［第一责任人］廣澤真臣 [著] 

［译者］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1931.11 

［主题词］明治維新 

［知识责任］廣澤眞臣 [著] 

［次知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］薩藩出軍戰状 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1933.1 

［主题词］明治維新 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］採襍録 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1931.12 

［主题词］日本/歴史/江戸末期/史料 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］川勝家文書 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1930.5 

［主题词］川勝家 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］澁澤榮一滞佛日記 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1928.1 



［知识责任］渋沢栄一 編輯 

 

 

［正题名］楫取家文書 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1931.10 

［主题词］日本/歴史/江戸末期/史料 

［主题词］明治維新 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］楫取家文書 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1931.8 

［主题词］日本/歴史/江戸末期/史料 

［主题词］明治維新 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］嵯峨實愛日記 

［第一责任人］嵯峨實愛 [著] 

［译者］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1929.11 

［主题词］明治維新 

［知识责任］嵯峨実愛 [著] 

［次知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］嵯峨實愛日記 

［第一责任人］嵯峨實愛 [著] 

［译者］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1930.9 

［主题词］明治維新 

［知识责任］嵯峨実愛 [著] 

［次知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］虜囚 

［第一责任人］田中精一著 

［出版者］現象会 



［出版日期］1970.4 

［丛编题名］現象双書 

［丛编题名］ゲンショウ ソウショ 

［知识责任］田中精一 著 

 

 

［正题名］思想史を歩く 

［第一责任人］朝日新聞社編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1974.2 

［丛编题名］朝日選書 

［丛编题名］アサヒ センショ 5 

［附注内容］『朝日新聞』読書欄に 1972 年 4 月から 1973 年 12 月まで 23 のテーマについて

毎週 1 回約 90 回にわたる連載をまとめたもの 

［附注内容］各章末: 参考文献 

［主题词］日本思想/歴史/明治以後 

 

 

［正题名］思想史を歩く 

［第一责任人］朝日新聞社編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1974.4 

［丛编题名］朝日選書 

［丛编题名］アサヒ センショ 5 

［附注内容］『朝日新聞』読書欄に 1972 年 4 月から 1973 年 12 月まで 23 のテーマについて

毎週 1 回約 90 回にわたる連載をまとめたもの 

［附注内容］各章末: 参考文献 

［主题词］日本思想/歴史/明治以後 

 

 

［正题名］人間解放のために 

［第一责任人］謝世輝著 

［出版者］大和出版販売 

［出版日期］1973 

［丛编题名］グリーン·ブックス 

［丛编题名］グリーン ブックス 3 

［附注内容］現代史の流れと私のあゆみ:p.209-212 

［知识责任］謝世輝 著 

 

 

［正题名］日本の思想家 

［第一责任人］朝日ジャーナル編集部編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1975.8 



［丛编题名］朝日選書 

［丛编题名］アサヒ センショ 45 

［附注内容］中:大西祝(古田光)ほか 

［主题词］日本思想 

 

 

［正题名］反覆 

［第一责任人］彦坂尚嘉著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1974 

［主题词］芸術 

［知识责任］彦坂尚嘉 著 

 

 

［正题名］叛骨の士道 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1975.7 

［主题词］日本/伝記 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1982.7 

［附注内容］参考図書目録:各巻末 

［附注内容］11 埼玉県別冊附録: 昭和 63 年 7 月現在増補(62p ; 22cm) 

［附注内容］29 巻(奈良県)以降は別書誌レコード<BN00094881> 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1982.7 

［附注内容］参考図書目録:各巻末 

［附注内容］11 埼玉県別冊附録: 昭和 63 年 7 月現在増補(62p ; 22cm) 

［附注内容］29 巻(奈良県)以降は別書誌レコード<BN00094881> 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 



［出版者］角川書店 

［出版日期］1979.4 

［附注内容］参考図書目録:各巻末 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］197 

［附注内容］参考図書目録:各巻末 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1988.10 

［附注内容］参考図書目録:各巻末 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1983.10 

［附注内容］参考図書目録:各巻末 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1988.7 

［附注内容］参考図書目録:各巻末 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］統一ドイツのゆくえ 

［第一责任人］坪郷實著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 185 



［附注内容］巻末: ドイツ統一略年表 (4p) 

［附注内容］巻末: 主要参考文献 (2p) 

［主题词］ドイツ/歴史 

［知识责任］坪郷實 著 

 

 

［正题名］フィルハーモニーの風景 

［第一责任人］岩城宏之著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 135 

［主题词］管弦楽 

［知识责任］岩城宏之 著 

 

 

［正题名］産業廃棄物 

［第一责任人］高杉晋吾著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 182 

［主题词］廃棄物処理 

［知识责任］高杉晋吾 著 

 

 

［正题名］アメリカのジャーナリズム 

［第一责任人］藤田博司著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 183 

［附注内容］参考文献: 巻末 p1-4 

［主题词］ジャーナリズムアメリカ 

［知识责任］藤田博司 著 

 

 

［正题名］辞書を語る 

［第一责任人］岩波新書編集部編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 211 

［主题词］辞典 



［主题词］辞書 

 

 

［正题名］自衛隊をどうするか 

［第一责任人］前田哲男編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 202 

［主题词］自衛隊 

［知识责任］前田哲男 編 

 

 

［正题名］私のスイス案内 

［第一责任人］笹本駿二著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 174 

［主题词］スイス 

［知识责任］笹本駿二 著 

 

 

［正题名］アメリカ黒人の歴史 

［第一责任人］本田創造著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 165 

［附注内容］巻末: アメリカ黒人史略年表 (8p) 

［主题词］黒人/アメリカ合衆国 

［主题词］黒人/アメリカ合衆国/歴史 

［知识责任］本田創造 著 

 

 

［正题名］漫画の歴史 

［第一责任人］清水勲著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 172 

［附注内容］漫画関係人物略歴(兼索引): 巻末 p1-20 

［附注内容］日本漫画史年表(江戸時代～現代): 巻末 p21-39 

［主题词］漫画/歴史 



［知识责任］清水勲 著 

 

 

［正题名］2001 年の東京 

［第一责任人］塚田博康著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 162 

［知识责任］塚田博康 著 

 

 

［正题名］日本外交秘録 

［第一责任人］刀禰館正雄編輯 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1934 

［附注内容］付:日本外交年表 189-208p 

［主题词］日本/外国関係/歴史 

［知识责任］刀禰館正雄 編輯 

 

 

［正题名］明治外交秘話 

［第一责任人］小松緑著 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1936 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代 

［知识责任］小松緑 著 

 

 

［正题名］伊藤公手記秘録 

［第一责任人］平塚篤編 

［出版者］松坂屋 

［出版日期］1935.10 

［附注内容］「帝國議會開設四十五周年記念 伊藤博文公展覽會」で出陳した伊藤博文直筆

の文書中,憲法發布並に議會開設に關するものを集録した册子 

［附注内容］會期: 昭和 10[1935]年 10 月 1 日-17 日 

［附注内容］會場: 上野廣小路 松坂屋 

［附注内容］主催: 東京朝日新聞社 

［附注内容］後援: 内務省·貴族院·衆議院 

［知识责任］平塚篤 編 

 

 

［正题名］チェルノブイリ報告 

［第一责任人］広河隆一著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 168 

［主题词］原子力災害 

［主题词］放射能 

［主题词］放射線 

［知识责任］広河隆一 著 

 

 

［正题名］アメリカのユダヤ人 

［第一责任人］土井敏邦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 167 

［主题词］ユダヤ人/アメリカ合衆国 

［知识责任］土井敏邦 著 

 

 

［正题名］冷戦後 

［第一责任人］船橋洋一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 170 

［主题词］国際政治 

［知识责任］船橋洋一 著 

 

 

［正题名］日本の舞踊 

［第一责任人］渡辺保著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 175 

［主题词］日本舞踊 

［主题词］舞踊日本 

［知识责任］渡辺保 著 

 

 

［正题名］極東國際政治史序説 

［第一责任人］堀川武夫著 

［出版者］有斐閣 



［出版日期］1958.12 

［附注内容］参考文献:p403～407 

［附注内容］巻末:索引 

［知识责任］堀川武夫 著 

 

 

［正题名］明治外交史 

［第一责任人］田保橋潔著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934 

［丛编题名］岩波講座日本歴史 

［丛编题名］イワナミ コウザ ニホン レキシ 国史研究会編 

［知识责任］田保橋潔 編 

 

 

［正题名］日清戦争の研究 

［第一责任人］中塚明著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1968.3 

［附注内容］文献等の注:文節末 

［主题词］日清戦争 1894ー 

［知识责任］中塚明 著 

 

 

［正题名］日支外交六十年史 

［第一责任人］王芸生著 

［译者］長野勳,波多野乾一編訳 

［出版者］建設社 

［出版日期］1933.3 

［附注内容］監修: 末廣重雄 

［知识责任］王芸生 著 

［次知识责任］長野勳 編訳 

［次知识责任］波多野乾一 編訳 

 

 

［正题名］日支外交六十年史 

［第一责任人］王芸生著 

［译者］長野勳,波多野乾一編訳 

［出版者］建設社 

［出版日期］1933.3 

［附注内容］監修: 末廣重雄 

［知识责任］王芸生 著 

［次知识责任］長野勳 編訳 

［次知识责任］波多野乾一 編訳 



 

 

［正题名］日支外交六十年史 

［第一责任人］王芸生著 

［译者］長野勳,波多野乾一編訳 

［出版者］建設社 

［出版日期］1933.3 

［附注内容］監修: 末廣重雄 

［知识责任］王芸生 著 

［次知识责任］長野勳 編訳 

［次知识责任］波多野乾一 編訳 

 

 

［正题名］列国の對支投資 

［第一责任人］シー·エフ·リーマー著 

［译者］東亜経済調査局訳 

［出版者］東亜経済調査局 

［出版日期］1934 

［丛编题名］経済資料 

［丛编题名］ケイザイ シリョウ 188 

［附注内容］参考書: p1-19(下巻巻末) 

［主题词］国際投資 

［知识责任］シー·エフ·リーマー 著 

［知识责任］Remer 著 

 

 

［正题名］列国の對支投資 

［第一责任人］シー·エフ·リーマー著 

［译者］東亜経済調査局訳 

［出版者］東亜経済調査局 

［出版日期］1934.12 

［丛编题名］経済資料 

［丛编题名］ケイザイ シリョウ 189 

［附注内容］参考書: p1-19(下巻巻末) 

［主题词］国際投資 

［知识责任］シー·エフ·リーマー 著 

［知识责任］Remer 著 

 

 

［正题名］大日本憲政史 

［第一责任人］大津淳一郎著 

［出版者］寶文館 

［出版日期］1927.6 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後 



［主题词］議会政治/歴史 

［知识责任］大津淳一郎 著 

 

 

［正题名］大日本憲政史 

［第一责任人］大津淳一郎著 

［出版者］寶文館 

［出版日期］1927.5 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後 

［主题词］議会政治/歴史 

［知识责任］大津淳一郎 著 

 

 

［正题名］大日本憲政史 

［第一责任人］大津淳一郎著 

［出版者］寶文館 

［出版日期］1927.9 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後 

［主题词］議会政治/歴史 

［知识责任］大津淳一郎 著 

 

 

［正题名］大日本憲政史 

［第一责任人］大津淳一郎著 

［出版者］寶文館 

［出版日期］1927.8 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後 

［主题词］議会政治/歴史 

［知识责任］大津淳一郎 著 

 

 

［正题名］日本の對支投資研究 

［第一责任人］樋口弘著 

［出版者］生活社 

［出版日期］1939.5 

［主题词］国際投資 

［知识责任］樋口弘 著 

 

 

［正题名］現代日本經濟の研究 

［第一责任人］河津暹 [ほか] 著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1929.9 

［丛编题名］経済学全集 



［丛编题名］ケイザイガク ゼンシュウ 41 

［附注内容］下の著者: 高橋龜吉 [ほか] 

［知识责任］河津暹 著 

 

 

［正题名］現代日本經濟の研究 

［第一责任人］河津暹 [ほか] 著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1929.9 

［丛编题名］経済学全集 

［丛编题名］ケイザイガク ゼンシュウ 42 

［附注内容］下の著者: 高橋龜吉 [ほか] 

［知识责任］河津暹 著 

 

 

［正题名］カルテル·トラスト·コンツエルン 

［第一责任人］有澤廣巳著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1931.7 

［丛编题名］経済学全集 

［丛编题名］ケイザイガク ゼンシュウ 第 47 巻 

［附注内容］下の著者: 美濃部亮吉 

［主题词］カルテル 

［主题词］トラスト 

［主题词］コンツェルン 

［知识责任］有澤廣巳 著 

 

 

［正题名］カルテル·トラスト·コンツエルン 

［第一责任人］有澤廣巳著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1931.7 

［丛编题名］経済学全集 

［丛编题名］ケイザイガク ゼンシュウ 第 47 巻 

［附注内容］下の著者: 美濃部亮吉 

［主题词］カルテル 

［主题词］トラスト 

［主题词］コンツェルン 

［知识责任］有澤廣巳 著 

 

 

［正题名］大日本帝國議會誌 

［第一责任人］大日本帝國議會誌刊行會編 

［出版者］大日本帝國議會誌刊行會 



［出版日期］1928.3 

［主题词］議会 

 

 

［正题名］大日本帝國議會誌 

［第一责任人］大日本帝國議會誌刊行會編 

［出版者］大日本帝國議會誌刊行會 

［出版日期］1928.6 

［主题词］議会 

 

 

［正题名］大日本帝國議會誌 

［第一责任人］大日本帝國議會誌刊行會編 

［出版者］大日本帝國議會誌刊行會 

［出版日期］1928.8 

［主题词］議会 

 

 

［正题名］大日本帝國議會誌 

［第一责任人］大日本帝國議會誌刊行會編 

［出版者］大日本帝國議會誌刊行會 

［出版日期］1928.11 

［主题词］議会 

 

 

［正题名］日本庶民生活史料集成 

［第一责任人］池田皓編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1968.9 

［附注内容］編集委員代表:谷川健一 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/風俗/習慣 

［知识责任］池田皓 編 

 

 

［正题名］日本庶民生活史料集成 

［第一责任人］池田皓編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1968.9 

［附注内容］編集委員代表:谷川健一 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/風俗/習慣 

［知识责任］池田皓 編 

 



 

［正题名］日本庶民生活史料集成 

［第一责任人］池田皓編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1969.9 

［附注内容］編集委員代表:谷川健一 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/風俗/習慣 

［知识责任］池田皓 編 

 

 

［正题名］日本庶民生活史料集成 

［第一责任人］池田皓編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1970.5 

［附注内容］編集委員代表:谷川健一 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/風俗/習慣 

［知识责任］池田皓 編 

 

 

［正题名］日本庶民生活史料集成 

［第一责任人］池田皓編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1970.7 

［附注内容］編集委員代表:谷川健一 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/風俗/習慣 

［知识责任］池田皓 編 

 

 

［正题名］日本庶民生活史料集成 

［第一责任人］池田皓編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1970.7 

［附注内容］編集委員代表:谷川健一 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/風俗/習慣 

［知识责任］池田皓 編 

 

 

［正题名］日本庶民生活史料集成 

［第一责任人］池田皓編 

［出版者］三一書房 



［出版日期］1971.8 

［附注内容］編集委員代表:谷川健一 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/風俗/習慣 

［知识责任］池田皓 編 

 

 

［正题名］小梅日記 

［第一责任人］川合小梅著 

［译者］志賀裕春,村田静子校訂 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1974.8 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 256 

［附注内容］底本: 志賀裕春氏旧蔵(現和歌山県立図書館所蔵)の川合小梅自筆の「日記」 

［附注内容］内容: 1: 嘉永 2 年 8 月-万延 2 年 10 月. 2: 文久 4 年 1 月-明治 10年 12 月. 3: 

明治 11 年 1 月-明治 18 年 

［知识责任］川合小梅 著 

［次知识责任］志賀裕春 校訂 

［次知识责任］村田静子 校訂 

 

 

［正题名］小梅日記 

［第一责任人］川合小梅著 

［译者］志賀裕春,村田静子校訂 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1975.3 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 257 

［附注内容］底本: 志賀裕春氏旧蔵(現和歌山県立図書館所蔵)の川合小梅自筆の「日記」 

［附注内容］内容: 1: 嘉永 2 年 8 月-万延 2 年 10 月. 2: 文久 4 年 1 月-明治 10年 12 月. 3: 

明治 11 年 1 月-明治 18 年 

［知识责任］川合小梅 著 

［次知识责任］志賀裕春 校訂 

［次知识责任］村田静子 校訂 

 

 

［正题名］明日のある娘ら 

［第一责任人］繊維労働組合生活綴方編集委員会編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1954.2 

［知识责任］繊維労働組合生活綴方編集委員会 編 

 

 



［正题名］婦人年鑑 

［第一责任人］日本婦人新聞社編 

［出版者］日本婦人新聞社 

［出版日期］1948 

［主题词］婦人/年鑑 

［知识责任］日本婦人新聞社 編 

 

 

［正题名］福田英子書簡集 

［第一责任人］福田英子[著] 

［译者］唐沢柳三編 

［出版者］ソオル社 

［出版日期］1958.7 

［附注内容］福田英子略年譜: p116-129 

［知识责任］福田英子 [著] 

［次知识责任］唐沢柳三 編 

 

 

［正题名］婦人問題講話 

［第一责任人］能智修彌著 

［出版者］彰考書院 

［出版日期］1947 

［丛编题名］民主主義科学教程 

［丛编题名］ミンシュ シュギ カガク キョウテイ 第 14 

［主题词］婦人問題 

［知识责任］能智修彌 

 

 

［正题名］小野梓全集 

［第一责任人］西村真次編 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1936.5 

［知识责任］西村真次 編 

 

 

［正题名］小野梓全集 

［第一责任人］西村真次編 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1936.5 

［知识责任］西村真次 編 

 

 

［正题名］青淵回顧録 

［第一责任人］小貫修一郎,高橋重治編著 



［出版者］青淵回顧録刊行会 

［出版日期］1927 

［附注内容］青淵渋沢栄一子爵年譜: 上巻巻頭 

［知识责任］小貫修一郎 編著 

［知识责任］高橋重治 編著 

 

 

［正题名］青淵回顧録 

［第一责任人］小貫修一郎,高橋重治編著 

［出版者］青淵回顧録刊行会 

［出版日期］1927 

［附注内容］青淵渋沢栄一子爵年譜: 上巻巻頭 

［知识责任］小貫修一郎 編著 

［知识责任］高橋重治 編著 

 

 

［正题名］西南戦争期における農民一揆 

［第一责任人］水野公寿編著 

［出版者］葦書房 

［出版日期］1978.7 

［主题词］農民一揆 

［主题词］熊本県/歴史 

［主题词］大分県/歴史 

［知识责任］水野公寿 編著 

 

 

［正题名］新島襄先生傳 

［第一责任人］ゼー、デー、デビス著 

［译者］山本美越乃訳補 

［出版者］警醒社書店 

［出版日期］明治 36(1903) 

［知识责任］ゼー、デー、デビス 著 

［知识责任］Davis 著 

［次知识责任］山本美越乃 訳補 

 

 

［正题名］大主教ニコライ師事蹟 

［第一责任人］柴山準行編 

［出版者］日本正教會總務局 

［出版日期］1936.11 

［附注内容］奥付の発行·編輯者:日本ハリスト正教會總務局 

［主题词］ロシア教会 

［知识责任］柴山準行 編 

 



 

［正题名］安田善次郎傳 

［第一责任人］矢野文雄著 

［出版者］安田保善社 

［出版日期］1925.7 

［附注内容］附:年譜 

［知识责任］矢野竜渓 著 

 

 

［正题名］自叙益田孝翁傳 

［第一责任人］長井實著 

［出版者］長井實 

［出版日期］1939.6 

［附注内容］益田孝の肖像あり 

［知识责任］長井実 著 

 

 

［正题名］明治維新の経済構造 

［第一责任人］庄司吉之助著 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1954.3 

［附注内容］折込み表 1 枚: 年表(自寛延二年至明治五年) 

［主题词］明治維新 

［主题词］日本/経済/歴史/近代 

［知识责任］庄司吉之助 著 

 

 

［正题名］入會の研究 

［第一责任人］戒能通孝著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1943.9 

［主题词］入会権 

［知识责任］戒能通孝 著 

 

 

［正题名］中国思想のフランス西漸 

［第一责任人］後藤末雄著 

［译者］矢沢利彦校訂 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1969.10 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 148 

［附注内容］挿図あり 

［附注内容］参考文献等の注: 各巻話末 



［附注内容］参考文献: 2(p314-322) 

［附注内容］人名索引: 2(巻末 p[1]-14) 

［主题词］シナ学 

［主题词］中国思想 

［知识责任］後藤末雄 著 

［次知识责任］矢沢利彦 校訂 

 

 

［正题名］中国美術史 

［第一责任人］マイケル·サリバン著 

［译者］新藤武弘訳 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1973.9 

［丛编题名］新潮選書 

［丛编题名］シンチョウ センショ 

［附注内容］参考文献: pXII-XVIII 

［附注内容］折り込み地図 1 枚 

［主题词］美術中国/歴史 

［主题词］中国美術/歴史 

［知识责任］サリバン 

［知识责任］Sullivan 著 

［次知识责任］新藤武弘 訳 

 

 

［正题名］中国革命論 

［第一责任人］トロツキー著 

［译者］山西英一訳 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1970 

［丛编题名］トロツキー文庫 

［丛编题名］トロツキー ブンコ 

［主题词］中国/政治/歴史/民国時代 

［知识责任］トロツキー 著 

［知识责任］Trotsky 著 

［次知识责任］山西英一 訳 

 

 

［正题名］スペイン革命 

［第一责任人］山内明編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1973 

［丛编题名］ドキュメント現代史 

［丛编题名］ドキュメント ゲンダイシ 7 

［附注内容］参考文献: p.358-370 



［主题词］スペイン内乱 

［知识责任］山内明 編 

 

 

［正题名］辛亥革命の思想 

［第一责任人］島田虔次,小野信爾編 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1968.2 

［丛编题名］筑摩叢書 

［丛编题名］チクマ ソウショ 98 

［主题词］辛亥革命 

［知识责任］島田虔次 編 

［知识责任］小野信爾 編 

 

 

［正题名］日本勞働年鑑 

［第一责任人］大原社会問題研究所編 

［出版者］大原社会問題研究所出版部 

［出版日期］1932.12 

［主题词］労働問題/日本/年鑑 

 

 

［正题名］無産政黨の沿革·現勢 

［第一责任人］平野學,髙田和逸編 

［出版者］リポート社 

［出版日期］1929.5 

［丛编题名］本邦社會運動團體要覽 

［丛编题名］ホンポウ シャカイ ウンドウ ダンタイ ヨウラン 第 1 編 

［附注内容］謄写版 

［主题词］社会運動 

［主题词］無産政党 

［知识责任］平野學 編 

［知识责任］髙田和逸 編 

 

 

［正题名］帝政の転落 

［第一责任人］トロッキー[著] 

［译者］山西英一訳 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1972 

［丛编题名］角川文庫 

［丛编题名］カドカワ ブンコ ロシア革命史 トロツキー [著] 山西英一訳 1 

［主题词］ロシア革命 

［知识责任］トロッキー [著] 



［知识责任］Trotsky 著 

［次知识责任］山西英一 訳 

 

 

［正题名］風姿花傳 

［第一责任人］世阿彌作 

［译者］野上豊一郎,西尾實校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.10 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 5096 

［知识责任］世阿弥 作 

［知识责任］西尾実 校訂 

［次知识责任］野上豊一郎 校訂 

 

 

［正题名］オブローモフ 

［第一责任人］ゴンチャロフ作 

［译者］米川正夫訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 32-606-4 

［知识责任］ゴンチャロフ 作 

［知识责任］Goncharov 作 

［次知识责任］米川正夫 訳 

 

 

［正题名］オブローモフ 

［第一责任人］ゴンチャロフ作 

［译者］米川正夫訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 32-606-4 

［知识责任］ゴンチャロフ 作 

［知识责任］Goncharov 作 

［次知识责任］米川正夫 訳 

 

 

［正题名］人はなんで生きるか 

［第一责任人］中村白葉訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.7 



［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 846-846a 

［附注内容］第 30 刷改版(第 1 刷:1932 年) 

［知识责任］Tolstoy 著 

［知识责任］中村白葉 訳 

 

 

［正题名］福音書 

［第一责任人］塚本虎二訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.9 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青(33)-803-1 

［知识责任］塚本虎二 訳 

 

 

［正题名］オブローモフ主義とは何か? 

［第一责任人］ドブロリューボフ著 

［译者］金子幸彦訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1975.4 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤(32)-610-1 

［知识责任］ドブロリューボフ 著 

［知识责任］Dobroli◆UFE20◆u◆UFE21◆bovN. A. Nikolaǐ Aleksandrovich 著 

［次知识责任］金子幸彦 著 

 

 

［正题名］共産党宣言 共産主義の原理 

［第一责任人］マルクスエンゲルス[著] 

［译者］宮川実訳 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1964.12 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 334 

［主题词］共産主義 

［知识责任］マルクスエンゲルス [著] 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］Engels 著 

［次知识责任］宮川実 訳 

 

 

［正题名］水滸伝 

［第一责任人］宮崎市定著 



［出版者］中央公論社 

［出版日期］1972.8 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 296 

［附注内容］文献: p220-222 

［主题词］水滸伝 

［知识责任］宮崎市定 著 

 

 

［正题名］中国革命論 

［第一责任人］スターリン著 

［译者］スターリン全集刊行会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1953.6 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 213 

［主题词］マルクス主義 

［主题词］中国/政治 

［知识责任］スターリン 著 

［知识责任］Stalin 著 

 

 

［正题名］ソビエトの勝利 

［第一责任人］トロツキー [著] 

［译者］山西英一訳 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1973.1 

［丛编题名］角川文庫 

［丛编题名］カドカワ ブンコ 734 ロシア革命史 3 

［主题词］ロシア革命 

［知识责任］トロツキー  [著] 

［知识责任］Trotsky 著 

［次知识责任］山西英一 訳 

 

 

［正题名］中央アジアの歴史 

［第一责任人］間野英二著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1977.8 

［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 458 新書東洋史 8 

［附注内容］参考文献·年表: p206～219 

［主题词］中央アジア/歴史 

［知识责任］間野英二 著 



 

 

［正题名］學問のすゝめ 

［第一责任人］福澤諭吉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1942.12 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青-102-3 

［主题词］教育 

［知识责任］福沢諭吉 著 

 

 

［正题名］ビーグル号航海記 

［第一责任人］チャールズ·ダーウィン著 

［译者］島地威雄訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 6145-6147 

［ 附 注 内 容 ］ Everyman's Library 中 の Darwin's naturalist's voyage in the 

Beagle.(London : J.M. Dent., 1906)の翻訳 

［知识责任］ダーウィン 著 

［知识责任］Darwin 著 

［次知识责任］島地威雄 訳 

 

 

［正题名］荒野の呼び声 

［第一责任人］ジャック·ロンドン作 

［译者］岩田欣三訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.12 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 5313 

［知识责任］ロンドン 作 

［知识责任］London 作 

［次知识责任］岩田欣三 訳 

 

 

［正题名］パンセ 

［第一责任人］パスカル著 

［译者］田辺保訳 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1968 

［丛编题名］角川文庫 



［丛编题名］カドカワ ブンコ 

［附注内容］訳注: p584-661 

［知识责任］パスカル 著 

［知识责任］Pascal 著 

［次知识责任］田辺保 訳 

 

 

［正题名］中国思想史 

［第一责任人］武内義雄編著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1936.5 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 73 

［主题词］中国思想/歴史 

［知识责任］武内義雄 編著 

 

 

［正题名］中共雑記 

［第一责任人］エドガー·スノウ著 

［译者］小野田耕三郎,都留信夫訳 

［出版者］未来社 

［出版日期］1964.11 

［附注内容］おもな参考文献: p243-246 

［主题词］中国/政治 

［主题词］中国/社会 

［知识责任］スノウ 著 

［知识责任］Snow 著 

［次知识责任］小野田耕三郎 訳 

［次知识责任］都留信夫 訳 

 

 

［正题名］中国思想のフランス西漸 

［第一责任人］後藤末雄著 

［译者］矢沢利彦校訂 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1969.8 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 144 

［附注内容］挿図あり 

［附注内容］参考文献等の注: 各巻話末 

［附注内容］参考文献: 2(p314-322) 

［附注内容］人名索引: 2(巻末 p[1]-14) 

［主题词］シナ学 

［主题词］中国思想 



［知识责任］後藤末雄 著 

［次知识责任］矢沢利彦 校訂 

 

 

［正题名］中国へかける橋 

［第一责任人］倉石武四郎[著] 

［译者］日中学院倉石武四郎先生遺稿集編集委員会編 

［出版者］亜紀書房 

［出版日期］1977.4 

［附注内容］巻末:倉石武四郎先生略歴,日中学院関係簡誌 

［主题词］中国語/研究/指導 

［知识责任］倉石武四郎 [著] 

 

 

［正题名］中国史 

［第一责任人］宮崎市定著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.6 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 295 

［附注内容］参考文献解説: 下巻 p591-601 

［附注内容］中国史年表: 下巻巻末 

［知识责任］宮崎市定 著 

 

 

［正题名］中国史 

［第一责任人］宮崎市定著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.6 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 295 

［附注内容］参考文献解説: 下巻 p591-601 

［附注内容］中国史年表: 下巻巻末 

［知识责任］宮崎市定 著 

 

 

［正题名］中国人日本留学史 

［第一责任人］さねとう·けいしゅう著 

［出版者］くろしお出版 

［出版日期］1970.10 

［附注内容］中国人日本留学史年表: p521～543 

［附注内容］折り込図 1 枚 

［主题词］外国留学 

［知识责任］さねとう·けいしゅう 著 



 

 

［正题名］京都の部落史 

［第一责任人］井上清 [ほか] 編 

［出版者］京都部落史研究所 

［出版者］阿吽社 (発売) 

［出版日期］1987.9 

［主题词］部落問題/歴史 

［主题词］賎民 

［知识责任］井上清 編 

 

 

［正题名］新しい歴史教科書 

［第一责任人］西尾幹二 [ほか] 著 

［出版者］扶桑社 

［出版日期］2001.6 

［附注内容］歴史年表: 巻末 p1-8 

［主题词］教科書 

［主题词］歴史教育 

［知识责任］西尾幹二 著 

 

 

［正题名］日本のなかの韓国·朝鮮人、中国人 

［第一责任人］金原左門 [ほか] 著 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1986.7 

［主题词］朝鮮人日本在留 

［主题词］華僑日本在留 

［知识责任］金原左門 著 

 

 

［正题名］歴史と階級意識 

［第一责任人］ルカーチ[著] 

［译者］城塚登,古田光訳 

［出版者］白水社 

［出版日期］1968.12 

［丛编题名］ルカーチ著作集 

［丛编题名］ルカーチ チョサクシュウ ルカーチ著 9 

［主题词］唯物弁証法 

［主题词］唯物史観 

［知识责任］ルカーチ [著] 

［知识责任］LukácsGy◆U00F6◆rgy 著 

［次知识责任］城塚登 訳 

［次知识责任］古田光 訳 



 

 

［正题名］西洋近代文明と中華世界 

［第一责任人］狭間直樹編 

［出版者］京都大学学術出版会 

［出版日期］2001.2 

［附注内容］国際シンポジウム『西洋近代文明と中国の近代 : 中華世界の変容に見る東ア

ジア“文明"圏の特質』(1999.11.18-21)の報告論文集 

［附注内容］京都大学人文科学研究所 70 周年記念シンポジウムプログラム: p410-411 

［附注内容］執筆者·コメンテイター·翻訳者·準備委員一覧: p412-413 

［附注内容］参照文献: p408-409 

［主题词］中国/歴史/近代 

［主题词］中国/対外関係/ヨーロッパ/歴史 

［知识责任］狭間直樹 著 

 

 

［正题名］魯迅 

［第一责任人］竹内好[著] 

［出版者］未来社 

［出版日期］1961.5 

［附注内容］略年譜: p191-198 

［知识责任］竹内好 [著] 

 

 

［正题名］ベルト·ブレヒト 

［第一责任人］菊盛英夫著 

［出版者］白水社 

［出版日期］1965.5 

［附注内容］参考文献: 巻末 pi-iii 

［附注内容］ブレヒトの肖像あり 

［知识责任］菊盛英夫 著 

 

 

［正题名］会員氏名録 

［第一责任人］学士会 [編] 

［出版者］学士会 

［出版日期］1933 

［正题名］中国地方誌連合目録 

［第一责任人］東洋学文献センター連絡協議会 [編] 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1965 

［附注内容］収蔵機関: 東洋文庫,東京大学東洋文化研究所,京都大学人文科学研究所,内閣

文庫 

 



 

［正题名］会員氏名録 

［第一责任人］学士会 [編] 

［出版者］学士会 

［出版日期］1933 

［正题名］イワンのばか 

［第一责任人］中村白葉訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.4 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 847-847a 

［知识责任］中村白葉 訳 

 

 

［正题名］ゴーリキー短篇集 

［第一责任人］上田進,横田瑞穂訳編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.1 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 6832-6835 

［知识责任］上田進 編 

［知识责任］横田瑞穂 編 

 

 

［正题名］賃金,価格,利潤 

［第一责任人］マルクス著 

［译者］横山正彦訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1965.5 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 21 

［主题词］経済学/社会主義学派 

［主题词］賃金 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［次知识责任］横山正彦 訳 

 

 

［正题名］改訳空想から科学へ 

［第一责任人］フリードリヒ·エンゲルス著 

［译者］宮川実訳 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1963 

［丛编题名］青木文庫 



［丛编题名］アオキ ブンコ 91 

［主题词］社会主義 

［知识责任］エンゲルス 

［知识责任］Engels 著 

［次知识责任］宮川実, 訳 

 

 

［正题名］中国土地改革体験記 

［第一责任人］秋山良照著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1977.5 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 468 

［主题词］土地改革/中国 

［知识责任］秋山良照 著 

 

 

［正题名］反ファシズム統一戦線 

［第一责任人］ディミトロフ著 

［译者］坂井信義,村田陽一訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1967 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 425 

［主题词］共産主義 

［知识责任］ディミトロフ 著 

［次知识责任］坂井信義 訳 

［次知识责任］村田陽一 訳 

 

 

［正题名］ラ·プラタの博物学者 

［第一责任人］ハドソン著 

［译者］岩田良吉訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.2 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤 241-3 

［主题词］動物/随筆 

［知识责任］ハドソン 著 

［次知识责任］岩田良吉 訳 

 

 

［正题名］日本統治下の朝鮮 

［第一责任人］山辺健太郎著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 776 

［知识责任］山辺健太郎 著 

 

 

［正题名］近代日本のアジア認識 

［第一责任人］古屋哲夫編 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1994.3 

［附注内容］執筆者: 奥村弘ほか 

［知识责任］古屋哲夫 編 

 

 

［正题名］現代日本医療史 

［第一责任人］川上武著 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1965.2 

［附注内容］現代日本医療史年表 p541-547 

［主题词］医療 

［主题词］医療/日本/歴史 

［主题词］医療制度/日本 

［知识责任］川上武 著 

 

 

［正题名］日本の侵略と日本人の戦争観 

［第一责任人］江口圭一 [著] 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1995.1 

［丛编题名］岩波ブックレット 

［丛编题名］イワナミ ブックレット No.365 

［主题词］日本/歴史/近代 

［主题词］日本/対外関係/アジア 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］江口圭一 [著] 

 

 

［正题名］マルコム X 自伝 

［第一责任人］マルコム X 著 

［译者］アレックス·ヘイリィ執筆協力 

［译者］浜本武雄訳 

［出版者］アップリンク 

［出版者］河出書房新社(発売) 



［出版日期］1993.2 

［附注内容］「マルカム X 自伝」(河出書房 1968 年刊)の改題改訂 

［知识责任］X 

［知识责任］X 著 

［知识责任］浜本武雄 訳 

 

 

［正题名］朝田善之助全記録 

［第一责任人］朝田教育財団 [編] 

［出版者］朝田教育財団 

［出版日期］1986.1 

［附注内容］朝田善之助年譜あり 

 

 

［正题名］日本の韓国併合 

［第一责任人］山辺健太郎著 

［出版者］太平出版社 

［出版日期］1966.9 

［主题词］日韓併合 

［知识责任］山辺健太郎 著 

 

 

［正题名］しごならず 

［第一责任人］高橋正立,島田信幸編 

［出版者］米子今井書店 

［出版日期］1995.10 

［附注内容］年譜·執筆目録: p629-642 

［知识责任］高橋正立 編 

［知识责任］島田信幸 編 

 

 

［正题名］護憲に生きる 

［第一责任人］斉藤一雄著 

［出版者］論創社 

［出版日期］1995.2 

［主题词］日本/政治 

［知识责任］斉藤一雄 著 

 

 

［正题名］近代化と伝統的民衆世界 

［第一责任人］鶴巻孝雄著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1992.5 

［主题词］日本/歴史/明治時代 



［主题词］大衆運動/歴史 

［主题词］社会思想/日本/歴史/明治時代 

［主题词］社会運動/日本/歴史/明治時代 

［知识责任］鶴巻孝雄 

 

 

［正题名］アジアからみた「大東亜共栄圏」 

［第一责任人］内海愛子,田辺寿夫編著 

［出版者］梨の木舎 

［出版日期］1983.12 

［丛编题名］教科書に書かれなかった戦争 

［丛编题名］キョウカショ ニ カカレナカッタ センソウ アジアの女たちの会,8.15 とア

ジアグループ(アジア文化フォーラム)編 Part 2 

［附注内容］発売:JCA 出版 

［附注内容］年表:p[1]-[10] 

［附注内容］主な参考文献:p[11]-[17] 

［主题词］太平洋戦争 1941ー 

［知识责任］内海愛子 編著 

［知识责任］田辺寿夫 編著 

 

 

［正题名］一九二〇年代の中国 

［第一责任人］狭間直樹編 

［出版者］汲古書院 

［出版日期］1995.9 

［丛编题名］京都大学人文科学研究所共同研究報告 

［丛编题名］キョウト ダイガク ジンブン カガク ケンキュウジョ キョウドウ ケンキュ

ウ ホウコク 

［知识责任］狭間直樹 編 

 

 

［正题名］福沢諭吉 

［第一责任人］遠山茂樹著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1970.11 

［丛编题名］UP 選書 

［丛编题名］UP センショ 58 

［附注内容］福沢諭吉年譜: p269-274 

［知识责任］遠山茂樹 著 

 

 

［正题名］三酔人経綸問答 

［第一责任人］中江兆民著 

［译者］滕穎訳 



［出版者］商務印書館 

［出版日期］1990.3 

［附注内容］発売:新華書店総店北京発行所 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］《三酔人経綸問答》写作背景年表:p59～64 

［知识责任］中江兆民 著 

［次知识责任］滕穎 訳 

 

 

［正题名］鹿鳴館 

［第一责任人］飛鳥井雅道[著] 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.7 

［丛编题名］岩波ブックレット 

［丛编题名］イワナミ ブックレット シリーズ日本近代史 No.2 

［主题词］鹿鳴館 

［主题词］日本/歴史/明治時代 [著] 

 

 

［正题名］近代に生きる人びと 

［第一责任人］京都部落史研究所編 

［出版者］阿吽社 

［出版日期］1994.4 

［主题词］部落問題 

［主题词］生業 

［主题词］職業 

 

 

［正题名］道教と日本文化 

［第一责任人］福永光司著 

［出版者］人文書院 

［出版日期］1982.3 

［主题词］日本思想/歴史 

［主题词］道教 

［主题词］日本/文化/歴史 

［知识责任］福永光司 著 

 

 

［正题名］ユーゴスラヴィアで何が起きているか 

［第一责任人］柴宜弘 [著] 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1993.5 

［丛编题名］岩波ブックレット 

［丛编题名］イワナミ ブックレット No.299 



［附注内容］巻末:参考文献 

［主题词］ユーゴスラビア 

［知识责任］柴宜弘 [著] 

 

 

［正题名］PKO 協力法体制 

［第一责任人］纐纈厚[著] 

［出版者］梓書店 

［出版日期］1992.10 

［丛编题名］梓ブックレット 

［丛编题名］アズサ ブックレット 1 

［主题词］国際紛争 

［主题词］国際連合 

［主题词］日本/対外関係 

［知识责任］纐纈厚 著 

 

 

［正题名］極限状態の行動心理 

［第一责任人］坂田一著 

［出版者］坂田一 

［出版日期］1995.11 

［附注内容］参考文献: p208-209 

［主题词］日中戦争 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］捕虜 

［知识责任］坂田一 著 

 

 

［正题名］反忠 

［第一责任人］田中伸尚著 

［出版者］一葉社 

［出版日期］1996.7 

［附注内容］主な参考資料: p492-494 

［知识责任］田中伸尚 著 

 

 

［正题名］よみがえる昇竜(ドラゴン)フィリピン 

［第一责任人］矢野成壽著 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1996.2 

［主题词］フィリピン/歴史 

［知识责任］矢野成壽 著 

 

 



［正题名］民衆のこころ 

［第一责任人］ひろたまさき編 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1994.1 

［丛编题名］日本の近世 

［丛编题名］ニホン ノ キンセイ 辻達也,朝尾直弘編 16 

［附注内容］参考文献: p331-335 

［主题词］日本/歴史/近世 

［知识责任］ひろたまさき 編 

 

 

［正题名］近代国家への志向 

［第一责任人］田中彰編 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1994.5 

［丛编题名］日本の近世 

［丛编题名］ニホン ノ キンセイ 辻達也,朝尾直弘編 18 

［附注内容］参考文献: p373-377 

［知识责任］田中彰 編 

 

 

［正题名］一歴史家の軌跡 

［第一责任人］林屋辰三郎著 

［出版者］悠思社 

［出版日期］1993.4 

［附注内容］林屋辰三郎年譜: p[269]-290 

［知识责任］林屋辰三郎 著 

 

 

［正题名］鎖国と開国 

［第一责任人］山口啓二著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1993.4 

［丛编题名］日本歴史叢書 

［丛编题名］ニホン レキシ ソウショ 

［主题词］日本/歴史/江戸時代 

［主题词］幕藩体制 

［知识责任］山口啓二 著 

 

 

［正题名］現代の謀略 

［第一责任人］日本革命的共産主義者同盟·革命的マルクス主義派編 

［出版者］解放社 

［出版日期］1975 



［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］共産主義 

 

 

［正题名］日教組三十年史 

［第一责任人］日本教職員組合編 

［出版者］労働教育センター 

［出版日期］1977.5 

［附注内容］日教組三十年史年表:p711～833 

［主题词］日本教職員組合 

 

 

［正题名］日本労働年鑑 

［第一责任人］法政大学大原社会問題研究所編 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1951.10 

［主题词］労働問題/年鑑 

 

 

［正题名］日教組十年史 

［第一责任人］日本教職員組合編 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1958.6 

［附注内容］年表·役員表·索引:巻末(93,16p) 

［主题词］日本教職員組合 

 

 

［正题名］総評十年史 

［第一责任人］日本労働組合総評議会編 

［出版者］労働旬報社 

［出版日期］1964.11 

［附注内容］総評 10 年史略年表: p749-764 

［主题词］日本労働組合総評議会 

 

 

［正题名］日本労働年鑑 

［第一责任人］法政大学大原社会問題研究所編 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1952.11 

［主题词］労働問題/年鑑 

 

 

［正题名］近世社会経済叢書 

［第一责任人］本庄栄治郎[ほか]共編 



［出版者］クレス出版 

［出版日期］1989.12 

［附注内容］改造社 大正 15 年～昭和 2 年刊の復刻,合本 

［主题词］日本/歴史/江戸時代/史料 

［主题词］日本/社会/歴史/江戸時代/史料 

［主题词］日本/経済/歴史 

［知识责任］本庄栄治郎 共編 

 

 

［正题名］大西郷書翰大成 

［第一责任人］西郷隆盛著 

［译者］渡辺盛衛編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1941.2 

［知识责任］西郷隆盛 著 

［次知识责任］渡辺盛衛 編 

 

 

［正题名］加治木郷土誌 

［第一责任人］加治木郷土誌編纂委員会編 

［出版者］加治木町 

［出版日期］1966.3 

［主题词］加治木町鹿児島県 

 

 

［正题名］鹿児島百年 

［第一责任人］南日本新聞社編 

［出版者］謙光社 

［出版日期］1967.11 

［附注内容］南日本新聞社明治百年記念出版 

［主题词］鹿児島県/歴史 

 

 

［正题名］初代山口県令中野梧一日記 

［第一责任人］中野梧一 [著] 

［出版者］マツノ書店 

［出版日期］1995.8 

［知识责任］中野梧一 [著] 

［知识责任］田村貞雄 校注 

 

 

［正题名］奄美大島と大西郷 

［第一责任人］昇曙夢著 

［出版者］奄美社 



［出版日期］1964.5 

［知识责任］昇曙夢 著 

 

 

［正题名］大西郷書翰大成 

［第一责任人］西郷隆盛著 

［译者］渡辺盛衛編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1940.7 

［知识责任］西郷隆盛 著 

［次知识责任］渡辺盛衛 編 

 

 

［正题名］大西郷書翰大成 

［第一责任人］西郷隆盛著 

［译者］渡辺盛衛編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1940.9 

［知识责任］西郷隆盛 著 

［次知识责任］渡辺盛衛 編 

 

 

［正题名］大西郷書翰大成 

［第一责任人］西郷隆盛著 

［译者］渡辺盛衛編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1940.11 

［知识责任］西郷隆盛 著 

［次知识责任］渡辺盛衛 編 

 

 

［正题名］大西郷書翰大成 

［第一责任人］西郷隆盛著 

［译者］渡辺盛衛編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1940.10 

［知识责任］西郷隆盛 著 

［次知识责任］渡辺盛衛 編 

 

 

［正题名］岩倉公實記 

［第一责任人］多田好問編 

［出版者］岩倉公舊蹟保存會 

［出版日期］1927.7 



［附注内容］初版: 明治 39 年皇后宮職御蔵版 

［附注内容］引用書目: 第 1 巻巻頭 

［知识责任］多田好問 編 

 

 

［正题名］岩倉公實記 

［第一责任人］多田好問編 

［出版者］岩倉公舊蹟保存會 

［出版日期］1927.7 

［附注内容］初版: 明治 39 年皇后宮職御蔵版 

［附注内容］引用書目: 第 1 巻巻頭 

［知识责任］多田好問 編 

 

 

［正题名］岩倉公實記 

［第一责任人］多田好問編 

［出版者］岩倉公舊蹟保存會 

［出版日期］1927.7 

［附注内容］初版: 明治 39 年皇后宮職御蔵版 

［附注内容］引用書目: 第 1 巻巻頭 

［知识责任］多田好問 編 

 

 

［正题名］流魂記 

［第一责任人］脇野素粒著 

［出版者］丸山学芸図書 

［出版日期］1990.4 

［附注内容］西郷隆盛の肖像あり 

［知识责任］脇野素粒 著 

 

 

［正题名］太平洋戦争史 

［第一责任人］歴史学研究会編 

［出版者］東洋經濟新報社 

［出版日期］1953.1 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］日中戦争 

 

 

［正题名］太平洋戦争史 

［第一责任人］歴史学研究会編 

［出版者］東洋經濟新報社 

［出版日期］1953.1 

［主题词］太平洋戦争 



［主题词］日中戦争 

 

 

［正题名］文學とはなにか 

［第一责任人］中野好夫[ほか]編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.11 

［丛编题名］岩波講座文學 

［丛编题名］イワナミ コウザ ブンガク 伊藤整[ほか]編 1 

［主题词］文学 

［知识责任］中野好夫 編 

 

 

［正题名］日本の社會と文學 

［第一责任人］桑原武夫[ほか]編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.12 

［丛编题名］岩波講座文學 

［丛编题名］イワナミ コウザ ブンガク 伊藤整[ほか]編 2 

［附注内容］参考文献: p321 

［主题词］文学 

［知识责任］桑原武夫 編 

 

 

［正题名］世界文學と日本文學 

［第一责任人］竹内好[ほか]編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.4 

［丛编题名］岩波講座文學 

［丛编题名］イワナミ コウザ ブンガク 伊藤整[ほか]編 3 

［附注内容］参考文献: p131-134 

［主题词］文学 

［知识责任］竹内好 編 

 

 

［正题名］國民の文學 

［第一责任人］猪野謙二編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954 

［丛编题名］岩波講座文學 

［丛编题名］イワナミ コウザ ブンガク 伊藤整[ほか]編 4- 

［主题词］日本文学 

［主题词］文学 

［知识责任］猪野謙二 編 



 

 

［正题名］國民の文學 

［第一责任人］猪野謙二編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954 

［丛编题名］岩波講座文學 

［丛编题名］イワナミ コウザ ブンガク 伊藤整[ほか]編 5 

［主题词］日本文学 

［主题词］文学 

［知识责任］猪野謙二 編 

 

 

［正题名］國民の文學 

［第一责任人］西郷信綱編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954 

［丛编题名］岩波講座文學 

［丛编题名］イワナミ コウザ ブンガク 伊藤整[ほか]編 6 

［主题词］日本文学 

［主题词］文学 

［知识责任］西郷信綱 編 

 

 

［正题名］文學の方法 

［第一责任人］伊藤整 [ほか] 編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.5 

［丛编题名］岩波講座文學 

［丛编题名］イワナミ コウザ ブンガク 伊藤整[ほか]編 7 

［附注内容］参考文献: p405-407 

［主题词］文学 

［知识责任］伊藤整 編 

 

 

［正题名］日本文學の問題 

［第一责任人］野間宏[ほか]編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.6 

［丛编题名］岩波講座文學 

［丛编题名］イワナミ コウザ ブンガク 伊藤整[ほか]編 8 

［主题词］日本文学 

［主题词］文学 

［知识责任］野間宏 編 



 

 

［正题名］世論調査からみた日本人のアメリカ観アメリカ人の日本観 

［出版者］国民経済研究協会 

［出版日期］1960.2 

［主题词］日本人 

［主题词］アメリカ人 

［主题词］社会調査 

 

 

［正题名］小川平吉関係文書 

［第一责任人］小川平吉文書研究会編 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1973.3 

［附注内容］編者代表: 岡義武 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後/史料 

 

 

［正题名］小川平吉関係文書 

［第一责任人］小川平吉文書研究会編 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1973.3 

［附注内容］編者代表: 岡義武 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後/史料 

 

 

［正题名］坂出市史 

［第一责任人］市史編纂委員会編 

［出版者］坂出市 

［出版日期］1952.10 

［附注内容］資料編,年表編の編者:坂出市史編さん委員会 

［主题词］坂出市 

 

 

［正题名］植民史 

［第一责任人］細川嘉六[著] 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1941.9 

［丛编题名］現代日本文明史 

［丛编题名］ゲンダイ ニホン ブンメイシ 第 10 巻 

［附注内容］巻末:参考文献一覧 

［知识责任］細川嘉六 [著] 

 

 



［正题名］山口県教育史料解説目録 

［第一责任人］山口県文書館[編] 

［出版者］山口県文書館 

［出版日期］1962.11 

［正题名］日本帝国主義の朝鮮支配 

［第一责任人］朴慶植著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1973.6 

［知识责任］朴慶植 著 

 

 

［正题名］井上馨関係文書目録 

［第一责任人］国立国会図書館参考書誌部編 

［出版者］国立国会図書館 

［出版日期］1975 

［丛编题名］憲政資料目録 

［丛编题名］ケンセイ シリョウ モクロク 第 10 

 

 

［正题名］都筑馨六関係文書目録 

［第一责任人］国立国会図書館参考書誌部編 

［出版者］国立国会図書館 

［出版日期］1979.12 

［丛编题名］憲政資料目録 

［丛编题名］ケンセイ シリョウ モクロク 第 12 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後/史料/書目 

 

 

［正题名］異國往復書翰集 

［正题名］増訂異國日記抄 

［第一责任人］村上直次郎訳註 

［出版者］雄松堂書店 

［出版日期］1966.9 

［丛编题名］異國叢書 

［丛编题名］イコク ソウショ 

［知识责任］村上直次郎 訳註 

 

 

［正题名］日本政社政党発達史 

［第一责任人］庄司吉之助著 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1959.3 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代 

［主题词］福島事件 



［知识责任］庄司吉之助 著 

 

 

［正题名］唯物論と經驗批判論 

［第一责任人］レーニン著 

［译者］山川均,大森義太郎譯 

［出版者］改造社 

［出版日期］1931 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 1 部第 79-80 篇 

［主题词］社会思想 

［知识责任］レーニン 著 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［次知识责任］山川均 譯 

［次知识责任］大森義太郎 譯 

 

 

［正题名］ボルシェヴィキの手記 

［第一责任人］ピアトニツキー著 

［译者］三矢剛訳 

［出版者］改造社 

［出版日期］1931.6 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 2 部 第 151 篇 

［知识责任］ピアトニツキー 著 

［次知识责任］三矢剛 訳 

 

 

［正题名］唯物論と經驗批判論 

［第一责任人］レーニン著 

［译者］山川均,大森義太郎譯 

［出版者］改造社 

［出版日期］1931 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 1 部第 79-80 篇 

［主题词］社会思想 

［知识责任］レーニン 著 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［次知识责任］山川均 譯 

［次知识责任］大森義太郎 譯 

 

 

［正题名］フランスにおける党芸術 

［第一责任人］アラゴン著 



［译者］小場瀬卓三,大島辰雄訳 

［出版者］国民文庫社 

［出版日期］1955.3 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 419 

［主题词］文学/論説 

［知识责任］アラゴン 著 

［知识责任］Aragon 著 

［次知识责任］小場瀬卓三 訳 

［次知识责任］大島辰雄 訳 

 

 

［正题名］ソヴェトのちから 

［第一责任人］前芝確三著 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1949.7 

［丛编题名］アテネ文庫 

［丛编题名］アテネ ブンコ 67 

［主题词］ロシア/社会 

［知识责任］前芝確三 著 

 

 

［正题名］日本共産党闘争小史 

［第一责任人］市川正一著 

［出版者］国民文庫社 

［出版日期］1954 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 404 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］日本共産党 

［知识责任］市川正一 

 

 

［正题名］世界の学生運動 

［第一责任人］ペスリャク , ニコラエフ著 

［译者］国際学生連盟編 

［译者］川上洸訳 

［出版者］国民文庫社 

［出版日期］1954.8 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 411 

［主题词］学生運動 

［知识责任］ペスリャクエム 著 

［知识责任］川上洸 訳 



［知识责任］ニコラエフヴェ 著 

［次知识责任］国際学生連盟 編 

 

 

［正题名］ロシア革命史 

［第一责任人］猪木正道著 

［出版者］日本ソノ書房 

［出版日期］1969 

［丛编题名］歴史文庫 

［丛编题名］レキシ ブンコ 13 

［附注内容］付:主要文献 

［主题词］社会思想/ロシア/歴史 

［主题词］ロシア/政治/歴史/19 世紀 

［主题词］ロシア/政治/歴史/20 世紀 

［知识责任］猪木正道 著 

 

 

［正题名］見えない人々 

［第一责任人］飯沼二郎著 

［出版者］日本基督教団出版局 

［出版日期］1973.4 

［丛编题名］アルパ新書 

［丛编题名］アルパ シンショ 44 われら人間 

［主题词］朝鮮人日本在留 

［知识责任］飯沼二郎 著 

 

 

［正题名］金融資本の理論 

［第一责任人］林要著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1952.3 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 30 

［主题词］金融資本 

［知识责任］林要 著 

 

 

［正题名］日本社會事業大年表 

［第一责任人］中央社會事業協會社會事業研究所,谷山恵林編 

［出版者］刀江書院 

［出版日期］1936.3 

［主题词］社会福祉/日本/歴史/年表 

［知识责任］谷山恵林 編 

 



 

［正题名］土佐自由民権運動日録 

［第一责任人］土佐自由民権研究会編 

［出版者］高知市文化振興事業団 

［出版日期］1994.12 

［附注内容］資料(431-493p): 民権派新聞論説·投書目録, 反民権派新聞論説·投書目録,

高知県内主要雑誌·新聞刊行一覧 

［主题词］自由民権運動 

 

 

［正题名］うれうべき教科書の問題 

［第一责任人］日本民主党教科書問題特別委員会[編] 

［出版者］日本民主党 

［出版日期］1955.8 

［丛编题名］教科書問題報告 

［丛编题名］キョウカショ モンダイ ホウコク 第 1 集 

［主题词］教科書 

［知识责任］日本民主党教科書問題特別委員会 [編] 

 

 

［正题名］うれうべき教科書の問題 

［第一责任人］日本民主党教科書問題特別委員会[編] 

［出版者］日本民主党 

［出版日期］1955.8 

［丛编题名］教科書問題報告 

［丛编题名］キョウカショ モンダイ ホウコク 第 2 集 

［主题词］教科書 

［知识责任］日本民主党教科書問題特別委員会 [編] 

 

 

［正题名］うれうべき教科書の問題 

［第一责任人］日本民主党教科書問題特別委員会[編] 

［出版者］日本民主党 

［出版日期］1955.8 

［丛编题名］教科書問題報告 

［丛编题名］キョウカショ モンダイ ホウコク 第 3 集 

［主题词］教科書 

［知识责任］日本民主党教科書問題特別委員会 [編] 

 

 

［正题名］偏狭な愛国心と差別の教育批判 

［第一责任人］日本教職員組合[編] 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1968.7 



［主题词］教育行政/日本 

［主题词］学習指導要領 

 

 

［正题名］日本の教育 

［第一责任人］日本教職員組合編 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1961.7 

［主题词］日本/教育 

 

 

［正题名］日本の教育 

［第一责任人］日本教職員組合編 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1961.7 

［主题词］日本/教育 

 

 

［正题名］日本の教育 

［第一责任人］日本教職員組合編 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1961.7 

［主题词］日本/教育 

 

 

［正题名］日本の教育 

［第一责任人］日本教職員組合編 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1964.7 

［主题词］日本/教育 

 

 

［正题名］日本の教育 

［第一责任人］日本教職員組合編 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1965.10 

［主题词］日本/教育 

 

 

［正题名］日本の教育 

［第一责任人］日本教職員組合編 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1968.7 

［主题词］日本/教育 



 

 

［正题名］日本の教育 

［第一责任人］日本教職員組合編 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1969.8 

［主题词］日本/教育 

 

 

［正题名］人文地理 

［第一责任人］中等學校教科書株式会社編 

［出版者］中等學校教科書株式会社 

［出版日期］1947.5 

［附注内容］文部省検定済 昭和 22 年 6 月 12 日 中等学校社会科用 

［主题词］人文地理 

 

 

［正题名］民主主義 

［第一责任人］文部省[編] 

［出版者］教育図書 

［出版日期］1949.8 

［丛编题名］文部省著作教科書 

［丛编题名］モンブショウ チョサク キョウカショ 

［主题词］教科書 

［主题词］社会科 

 

 

［正题名］民主主義 

［第一责任人］文部省[編] 

［出版者］教育図書 

［出版日期］1949.8 

［丛编题名］文部省著作教科書 

［丛编题名］モンブショウ チョサク キョウカショ 

［主题词］教科書 

［主题词］社会科 

 

 

［正题名］人文地理 

［第一责任人］中等學校教科書株式会社編 

［出版者］中等學校教科書株式会社 

［出版日期］1948.12 

［附注内容］文部省検定済 昭和 22 年 6 月 12 日 中等学校社会科用 

［主题词］人文地理 

 



 

［正题名］歴史教育論 

［第一责任人］高橋磌一著 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1956.4 

［主题词］歴史教育 

［知识责任］高橋磌一 著 

 

 

［正题名］教研活動の 10 年 

［第一责任人］日本教職員組合編 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1960.4 

［附注内容］巻末: 資料 

［主题词］教育/会議 

 

 

［正题名］日本の教育 

［第一责任人］日本教職員組合編 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1961.6 

［主题词］日本/教育 

 

 

［正题名］下剋上の社會 

［第一责任人］鈴木良一著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1949.9 

［丛编题名］新日本歴史双書 

［丛编题名］シン ニホン レキシ ソウショ 中世 3 

［主题词］日本/歴史/室町時代 

［知识责任］鈴木良一 著 

 

 

［正题名］家族形態と農業の發達 

［第一责任人］古島敏雄著 

［出版者］學生書房 

［出版日期］1947.8 

［主题词］日本/農業/歴史 

［知识责任］古島敏雄 著 

 

 

［正题名］回想の三木清 

［第一责任人］三一書房編輯部編 



［出版者］三一書房 

［出版日期］1948.1 

［附注内容］三木清年譜及著作目録 

［附注内容］桝田啓三郎編:p191～226 

 

 

［正题名］教科書はだれのものか 

［第一责任人］出版労働組合懇談会編 

［出版者］教科書問題協議会 

［出版日期］1957.10 

［主题词］教科書 

 

 

［正题名］新教育課程の批判 

［第一责任人］日本教職員組合編集 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1959.8 

［正题名］日本中世史 

［第一责任人］原勝郎[著] 

［出版者］創元社 

［出版日期］1939.7 

［丛编题名］日本文化名著選 

［丛编题名］ニホン ブンカ メイチョ セン 

［主题词］日本/歴史/中世 

［主题词］日本/歴史/平安時代 

［知识责任］原勝郎 [著] 

 

 

［正题名］中江兆民全集 

［第一责任人］中江兆民著 

［译者］松本三之介 [ほか] 編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.11 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］1:民約論巻之二.策論.民約訳解巻之一,二.非開化論. 

［知识责任］中江兆民 著 

［次知识责任］松本三之介 編 

 

 

［正题名］中江兆民全集 

［第一责任人］中江兆民著 

［译者］松本三之介 [ほか] 編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.11 



［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］中江兆民 著 

［次知识责任］松本三之介 編 

 

 

［正题名］中江兆民全集 

［第一责任人］中江兆民著 

［译者］松本三之介 [ほか] 編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.3 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］1:民約論巻之二.策論.民約訳解巻之一,二.非開化論. 

［知识责任］中江兆民 著 

［次知识责任］松本三之介 編 

 

 

［正题名］中江兆民全集 

［第一责任人］中江兆民著 

［译者］松本三之介 [ほか] 編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.1 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］中江兆民 著 

［次知识责任］松本三之介 編 

 

 

［正题名］中江兆民全集 

［第一责任人］中江兆民著 

［译者］松本三之介 [ほか] 編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.7 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］中江兆民 著 

［次知识责任］松本三之介 編 

 

 

［正题名］中江兆民全集 

［第一责任人］中江兆民著 

［译者］松本三之介 [ほか] 編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1985.3 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］中江兆民 著 

［次知识责任］松本三之介 編 



 

 

［正题名］中江兆民全集 

［第一责任人］中江兆民著 

［译者］松本三之介 [ほか] 編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.4 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］中江兆民 著 

［次知识责任］松本三之介 編 

 

 

［正题名］中江兆民全集 

［第一责任人］中江兆民著 

［译者］松本三之介 [ほか] 編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.2 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］中江兆民 著 

［次知识责任］松本三之介 編 

 

 

［正题名］中江兆民全集 

［第一责任人］中江兆民著 

［译者］松本三之介 [ほか] 編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.5 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］中江兆民 著 

［次知识责任］松本三之介 編 

 

 

［正题名］中江兆民全集 

［第一责任人］中江兆民著 

［译者］松本三之介 [ほか] 編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.5 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］中江兆民 著 

［次知识责任］松本三之介 編 

 

 

［正题名］中江兆民全集 

［第一责任人］中江兆民著 



［译者］松本三之介 [ほか] 編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.6 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］中江兆民 著 

［次知识责任］松本三之介 編 

 

 

［正题名］日本共産党に対する批判 

［第一责任人］社会問題資料研究会 

［出版者］東洋文化社 

［出版日期］1973 

［丛编题名］社会問題資料叢書 

［丛编题名］シャカイ モンダイ シリョウ ソウショ 社会問題資料研究会編 第 1 輯 思想

研究資料特輯 第 11·15 号 

［附注内容］司法省刑事局『思想研究資料』特輯第 11·15 号(昭和 9 年刊)に掲載された「日

本共産党に対する批判」其の 1,其の 2 を合本複製したもの 限定版 

［主题词］日本共産党 

 

 

［正题名］維新史料綱要 

［第一责任人］維新史料編纂事務局編 

［出版者］維新史料編纂事務局 

［出版者］目黒書店 (発売) 

［出版日期］1937.1 

［附注内容］出版社名変更: 維新史料編纂事務局→文部省 

［主题词］明治維新 

 

 

［正题名］朝鮮共産主義運動史 

［第一责任人］徐大粛著 

［译者］金進訳 

［出版者］コリア評論社 

［出版日期］1970.11 

［主题词］共産主義/朝鮮 

［知识责任］徐大粛 著 

［次知识责任］金進 訳 

 

 

［正题名］維新史料綱要 

［第一责任人］維新史料編纂事務局編 

［出版者］維新史料編纂事務局 

［出版者］目黒書店 (発売) 

［出版日期］1937.1 



［附注内容］出版社名変更: 維新史料編纂事務局→文部省 

［主题词］明治維新 

 

 

［正题名］維新史料綱要 

［第一责任人］維新史料編纂事務局編 

［出版者］維新史料編纂事務局 

［出版者］目黒書店 (発売) 

［出版日期］1937.1 

［附注内容］出版社名変更: 維新史料編纂事務局→文部省 

［主题词］明治維新 

 

 

［正题名］朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法 

［第一责任人］福島正夫著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1974.4 

［主题词］憲法/朝鮮 1948/民主主義人民共和国 

［知识责任］福島正夫 著 

 

 

［正题名］ユンボギの日記 

［第一责任人］イー·ユンボギ著 

［译者］塚本勲訳 

［出版者］太平出版社 

［出版日期］1967.12 

［丛编题名］太平選書 

［丛编题名］タイヘイ センショ 27 

［附注内容］児童·生徒版 

［知识责任］李潤福 著 

［次知识责任］塚本勲 訳 

 

 

［正题名］日朝学術交流論文集 

［出版者］日朝社会科学者連帯委員会 

［出版日期］1974.12 

［附注内容］遡及 

［主题词］学術 

［知识责任］日·朝社会科学者連帯委員会 

 

 

［正题名］セミナー日朝関係史 

［第一责任人］井上秀雄編著 

［出版者］桜楓社 



［出版日期］1969.10 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 

［主题词］朝鮮/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］井上秀雄 編著 

 

 

［正题名］平賀源内 

［第一责任人］芳賀徹著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1981.7 

［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 23 

［附注内容］主要参考文献:p423 

［附注内容］付:平賀源内年譜 

［知识责任］芳賀徹 著 

 

 

［正题名］角倉素庵 

［第一责任人］林屋辰三郎著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1978.3 

［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 19 

［附注内容］角倉素庵年譜:p237～244 

［知识责任］林屋辰三郎 著 

 

 

［正题名］空海 

［第一责任人］上山春平著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1981.9 

［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 24 

［附注内容］付:空海年譜 

［知识责任］上山春平 著 

 

 

［正题名］明治維新と歴史教育 

［第一责任人］田中彰著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1970.4 

［主题词］明治維新 

［主题词］歴史教育 

［知识责任］田中彰 著 



 

 

［正题名］明治維新史研究 

［第一责任人］服部之總著 

［出版者］三和書房 

［出版日期］1947.1 

［附注内容］初版は昭和 8 年、白揚社より出版(本書に「再版序文」あり) 

［主题词］明治維新 

［知识责任］服部之総 著 

 

 

［正题名］絶対主義論 

［第一责任人］服部之総著 

［出版者］東京大学出版部 

［出版日期］1949.9 

［知识责任］服部之総 著 

 

 

［正题名］現代の親子問題 

［第一责任人］太田武男編 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1975.9 

［主题词］親子関係 

［知识责任］太田武男 編 

 

 

［正题名］明治維新史 

［第一责任人］坂田吉雄著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1960 

［主题词］明治維新 

［知识责任］坂田吉雄 著 

 

 

［正题名］幕末史 

［第一责任人］小林庄次郎著 

［出版者］早稲田大学出版部 

［出版日期］1907 

［丛编题名］大日本時代史 

［丛编题名］ダイニホン ジダイシ 

［知识责任］小林庄次郎 著 

 

 

［正题名］明治維新 



［第一责任人］尾佐竹猛著 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1943.4 

［丛编题名］近代日本歴史講座 

［丛编题名］キンダイ ニホン レキシ コウザ 

［主题词］明治維新 

［知识责任］尾佐竹猛 著 

 

 

［正题名］明治維新 

［第一责任人］尾佐竹猛著 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1942.11 

［丛编题名］近代日本歴史講座 

［丛编题名］キンダイ ニホン レキシ コウザ 

［主题词］明治維新 

［知识责任］尾佐竹猛 著 

 

 

［正题名］徳川光圀 

［第一责任人］野口武彦著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1976.1 

［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 7 

［知识责任］野口武彦 著 

 

 

［正题名］親鸞 

［第一责任人］真継伸彦著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1975.11 

［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 6 

［附注内容］巻末:親鸞年譜 

［知识责任］真継伸彦 著 

 

 

［正题名］岡倉天心 

［第一责任人］大岡信著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1975.10 

［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 4 



［知识责任］大岡信 著 

 

 

［正题名］百万人の世界史 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］思索社 

［出版日期］1950 

［主题词］歴史 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］主権ハ人民ニアリ 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］潮出版社 

［出版日期］1979.4 

［主题词］日本/社会 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］後水尾院 

［第一责任人］熊倉功夫著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1982.10 

［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 26 

［附注内容］参考文献·後水尾院年譜:p283～287 

［知识责任］熊倉功夫 著 

 

 

［正题名］星亨 

［第一责任人］有泉貞夫著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1983.3 

［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 27 

［附注内容］参考文献·年譜:p334～343 

［知识责任］有泉貞夫 著 

 

 

［正题名］自己発想の方法 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］青春出版社 

［出版日期］1978.3 

［附注内容］著者の肖像あり 



［主题词］人生訓/青年 

［主题词］思考 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］日本軍国主義の復活 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1971.9 

［主题词］日本/政治 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］コミュニケーションの文明 

［第一责任人］山田宗睦著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1972.5 

［主题词］コミュニケーション 

［知识责任］山田宗睦 著 

 

 

［正题名］日本ナショナリズム論 

［第一责任人］津田道夫著 

［出版者］盛田書店 

［出版日期］1968.9 

［主题词］ナショナリズム 

［主题词］愛国心 

［知识责任］津田道夫 著 

 

 

［正题名］出口なお 

［第一责任人］安丸良夫著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1977.1 

［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 13 

［附注内容］巻末:出口なお年譜 

［知识责任］安丸良夫 著 

 

 

［正题名］維新の精神 

［第一责任人］藤田省三著 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1967.3 



［主题词］明治維新 

［主题词］日本思想/歴史 

［知识责任］藤田省三 著 

 

 

［正题名］戦闘者の姿勢 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］徳間書店 

［出版日期］1970.3 

［主题词］日本/歴史/江戸末期 

［主题词］日本/伝記 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］高野長英 

［第一责任人］半谷二郎著 

［出版者］旺史社 

［出版日期］1983.7 

［附注内容］参考文献·高野長英関係略年表:p294～302 

［知识责任］半谷二郎 著 

 

 

［正题名］君の心が戦争を起こす 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］光文社 

［出版日期］1982.12 

［丛编题名］カッパ·ブックス 

［丛编题名］カッパ ブックス 

［主题词］平和 

［主题词］戦争 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］日本歴史 

［第一责任人］加藤文三 [ほか] 著 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1968.11 

［丛编题名］新日本新書 

［丛编题名］シンニホン シンショ 10-c 

［附注内容］シリーズ番号表示: 上 14 版(1969 年)には「10」, 中 12 版(1969 年)には「33」, 

下 7 版(1969 年)には「68」の表示あり 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］加藤文三 著 

［知识责任］西村汎子 著 



［知识责任］米田佐代子 著 

［知识责任］佐藤伸雄 著 

［知识责任］矢代和也 著 

［知识责任］本多公栄 著 

 

 

［正题名］日本の開明思想 

［第一责任人］中沢護人,森数男著 

［出版者］紀伊国屋書店 

［出版日期］1970 

［丛编题名］紀伊國屋新書 

［丛编题名］キノクニヤ シンショ B-39 

［主题词］日本思想/歴史/江戸時代 

［主题词］科学技術/歴史 

［知识责任］中沢護人 著 

［知识责任］森数男 著 

 

 

［正题名］都市政治家の行動と意見 

［第一责任人］三宅一郎,福島徳寿郎,村松岐夫編 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1977.3 

［丛编题名］京都大学人文科学研究所調査報告 

［丛编题名］キョウト ダイガク ジンブン カガク ケンキュウジョ チョウサ ホウコク 第

31 号 

［主题词］政治家 

［主题词］政治意識 

［主题词］地方議会 

［知识责任］三宅一郎 編 

［知识责任］福島徳寿郎 編 

［知识责任］村松岐夫 編 

 

 

［正题名］未開社會に於ける家族 

［第一责任人］岡田謙著 

［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1942.4 

［主题词］家族制度 

［主题词］未開社会 

［主题词］家族/制度 

［知识责任］岡田謙 著 

 

 

［正题名］部落問題·水平運動資料集成 



［第一责任人］渡部徹,秋定嘉和編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1974.6 

［主题词］部落問題/歴史/史料 

［知识责任］渡部徹 編 

［知识责任］秋定嘉和 編 

 

 

［正题名］部落問題·水平運動資料集成 

［第一责任人］渡部徹,秋定嘉和編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1974.6 

［主题词］部落問題/歴史/史料 

［知识责任］渡部徹 編 

［知识责任］秋定嘉和 編 

 

 

［正题名］部落問題·水平運動資料集成 

［第一责任人］渡部徹,秋定嘉和編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1974.6 

［主题词］部落問題/歴史/史料 

［知识责任］渡部徹 編 

［知识责任］秋定嘉和 編 

 

 

［正题名］部落問題·水平運動資料集成 

［第一责任人］渡部徹,秋定嘉和編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1974.6 

［主题词］部落問題/歴史/史料 

［知识责任］渡部徹 編 

［知识责任］秋定嘉和 編 

 

 

［正题名］部落問題·水平運動資料集成 

［第一责任人］渡部徹,秋定嘉和編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1974.6 

［主题词］部落問題/歴史/史料 

［知识责任］渡部徹 編 

［知识责任］秋定嘉和 編 

 

 



［正题名］中江藤樹 

［第一责任人］山住正己著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1977.10 

［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 17 

［附注内容］付:中江藤樹年譜 

［知识责任］山住正己 著 

 

 

［正题名］八右衛門·兵助·伴助 

［第一责任人］深谷克己著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1978.5 

［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 20 

［附注内容］八右衛門·兵助·伴助年譜:p343～345 

［主题词］農民一揆 

［知识责任］深谷克己 著 

 

 

［正题名］野口英世 

［第一责任人］中山茂著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1978.7 

［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 21 

［附注内容］付:野口英世年譜 

［知识责任］中山茂 著 

 

 

［正题名］北一輝 

［第一责任人］渡辺京二著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1978.11 

［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 22 

［附注内容］付:北一輝年譜 

［知识责任］渡辺京二 著 

 

 

［正题名］アウシュヴィッツの時代 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］潮出版社 



［出版日期］1973.1 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］教育の論理 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1979.10 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］教育政策 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］中里介山 

［第一责任人］松本健一著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1978.1 

［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 18 

［附注内容］付:中里介山年譜 

［知识责任］松本健一 著 

 

 

［正题名］福沢諭吉 

［第一责任人］ひろたまさき著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1976.11 

［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 12 

［知识责任］広田昌希 著 

 

 

［正题名］二宮尊徳 

［第一责任人］守田志郎著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1975.9 

［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 2 

［知识责任］守田志郎 著 

 

 

［正题名］大塩平八郎 

［第一责任人］宮城公子著 

［出版者］朝日新聞社 



［出版日期］1977.9 

［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 16 

［附注内容］付:大塩平八郎年譜 

［知识责任］宮城公子 著 

 

 

［正题名］平将門 

［第一责任人］北山茂夫[著] 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1975.9 

［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 3 

［附注内容］巻末:系図,平将門関係地図,年譜,参考文献 

［知识责任］北山茂夫 [著] 

 

 

［正题名］高群逸枝と柳田国男 

［第一责任人］村上信彦著 

［出版者］大和書房 

［出版日期］1977.4 

［主题词］婚姻 

［知识责任］村上信彦 著 

 

 

［正题名］高群逸枝 

［第一责任人］鹿野政直,堀場清子著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1977.7 

［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 15 

［附注内容］付: 高群逸枝年譜 

［知识责任］鹿野政直 著 

［知识责任］堀場清子 著 

 

 

［正题名］菅江真澄 

［第一责任人］秋元松代著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1977.5 

［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 14 

［知识责任］秋元松代 著 

 



 

［正题名］歴史の見かた 

［第一责任人］和歌森太郎著 

［出版者］社会思想研究会出版部 

［出版日期］1957.2 

［丛编题名］現代教養文庫 

［丛编题名］ゲンダイ キョウヨウ ブンコ 151 

［附注内容］付録:歴史教育について 132-194p 

［主题词］歴史/論説 

［知识责任］和歌森太郎 著 

 

 

［正题名］思想とはなにか 

［第一责任人］古在由重著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-394 

［主题词］哲学 

［知识责任］古在由重 著 

 

 

［正题名］現代辯論術 

［第一责任人］シーグフリード著 

［译者］河野與一,河盛好藏訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-236 

［主题词］演説法 著 

［知识责任］シーグフリード著 著 

［知识责任］河野与一 訳 

［知识责任］河盛好蔵 訳 

 

 

［正题名］ソ連邦の經濟 

［第一责任人］野々村一雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-144 

［知识责任］野々村一雄 著 

 

 



［正题名］近代科学の歩み 

［第一责任人］H.バターフィールド, W.L.ブラッグ他著 

［译者］菅井準一訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-241 

［主题词］自然科学/歴史 

［知识责任］バターフィールド 著 

［知识责任］ブラッグ他 著 

［知识责任］Bragg 著 

［知识责任］Butterfield 著 

［次知识责任］菅井準一 訳 

 

 

［正题名］集団農場の話 

［第一责任人］福島要一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-230 

［主题词］コルホーズ 

［知识责任］福島要一 著 

 

 

［正题名］キューバの社会主義 

［第一责任人］L·ヒューバーマン，P·M·スウィージー著 

［译者］柴田徳衛訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1969.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-734 

［知识责任］ヒューバーマン 著 

［知识责任］Huberman 著 

［知识责任］スウィージー 著 

［知识责任］Sweezy 著 

［次知识责任］柴田徳衛 訳 

 

 

［正题名］宇垣日記 

［第一责任人］宇垣一成著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1954.8 

［附注内容］著者の肖像あり 



［附注内容］宇垣一成年譜: p410-413 

［知识责任］宇垣一成 著 

 

 

［正题名］日中戦争と日中関係 

［第一责任人］井上清,衛藤瀋吉編著 

［出版者］原書房 

［出版日期］1988.9 

［附注内容］付: 参考文献 

［主题词］日中戦争 

［主题词］日本/対外関係/中国/歴史 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］井上清 著 

［知识责任］衛藤瀋吉 著 

 

 

［正题名］コンドルセ 

［第一责任人］渡邊誠著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1949.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-9 

［知识责任］渡辺誠 著 

 

 

［正题名］独占資本の内幕 

［第一责任人］D.マッコンキィ著 

［译者］柴田徳衛訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-221 

［主题词］独占 

［知识责任］McConkey 著 

［次知识责任］柴田徳衛 訳 

 

 

［正题名］宇垣一成の歩んだ道 

［第一责任人］渡辺茂雄著 

［出版者］新太陽社 

［出版日期］1948.7 

［主题词］宇垣一成 

［知识责任］渡辺茂雄 著 



 

 

［正题名］ローマ史論 

［第一责任人］マキアヴェルリ [著] 

［译者］多賀善彦譯 

［出版者］創元社 

［出版日期］1940.7 

［丛编题名］マキアヴェルリ選集 

［丛编题名］マキアヴェルリ センシュウ マキアヴェルリ [著] 多賀善彦譯 第 2-3 卷 

［知识责任］マキアヴェルリ  [著] 

［知识责任］MachiavelliNiccolò [著] 

［次知识责任］多賀善彦 譯 

 

 

［正题名］ローマ史論 

［第一责任人］マキアヴェルリ [著] 

［译者］多賀善彦譯 

［出版者］創元社 

［出版日期］1940.7 

［丛编题名］マキアヴェルリ選集 

［丛编题名］マキアヴェルリ センシュウ マキアヴェルリ [著] 多賀善彦譯 第 2-3 卷 

［知识责任］マキアヴェルリ  [著] 

［知识责任］MachiavelliNiccolò [著] 

［次知识责任］多賀善彦 譯 

 

 

［正题名］哲学の原理 

［第一责任人］佐藤信衛訳 

［出版者］創元社 

［出版日期］1939.9 

［丛编题名］デカルト選集 

［丛编题名］デカルト センシュウ 第 3 巻 

［知识责任］佐藤信衛 訳 

 

 

［正题名］マルクス主義哲学辞典 

［第一责任人］渡辺幸博,神崎勇夫共訳 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1976.9 

［附注内容］監修:松村一人 

［主题词］共産主義 

［主题词］唯物弁証法 

［知识责任］渡辺幸博 訳 

［知识责任］神崎勇夫 訳 



 

 

［正题名］農業革命 

［第一责任人］深谷進著 

［出版者］ナウカ社 

［出版日期］1949.3 

［丛编题名］ナウカ講座 

［丛编题名］ナウカ コウザ 8 

［主题词］農業経済 

［主题词］日本/農業 

［知识责任］深谷進 著 

 

 

［正题名］マルクス主義の基礎 

［第一责任人］三浦つとむ著 

［出版者］青春出版社 

［出版日期］1957.11 

［主题词］マルクス主義 

［知识责任］三浦つとむ 著 

 

 

［正题名］情念論 

［第一责任人］デカルト著 

［译者］伊吹武彦訳 

［出版者］創元社 

［出版日期］1947.2 

［丛编题名］哲學叢書 

［丛编题名］テツガク ソウショ 

［知识责任］デカルト 著 

［知识责任］DescartesRené 著 

［次知识责任］伊吹武彦 訳 

 

 

［正题名］政治経済学 

［第一责任人］レオンチェフ著 

［译者］石堂清倫訳 

［出版者］五月書房 

［出版日期］1952.4 

［附注内容］中国版から重訳 

［知识责任］レオンチェフ 著 

［知识责任］LeontˊevL. A. Lev Abramovich 著 

［次知识责任］石堂清倫 訳 

 

 



［正题名］政界人物風景 

［第一责任人］馬場恒吾著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1931 

［知识责任］馬場恒吾 著 

 

 

［正题名］自由論 

［第一责任人］バーリン著 

［译者］小川晃一[ほか]訳 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1971.12 

［主题词］自由 

［知识责任］バーリン 著 

［知识责任］Berlin [著] 

［次知识责任］小川晃一 [ほか] 訳 

 

 

［正题名］松籟清談 

［第一责任人］宇垣一成述 

［译者］鎌田澤一郎著 

［出版者］文芸春秋新社 

［出版日期］1951.2 

［附注内容］宇垣一成の肖像あり 

［知识责任］宇垣一成 述 

［次知识责任］鎌田澤一郎 著 

 

 

［正题名］1930 年代論 

［第一责任人］菊地昌典著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1973 

［知识责任］菊地昌典 著 

 

 

［正题名］私の昭和史 

［第一责任人］末松太平著 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1963.2 

［主题词］二·二六事件 

［知识责任］末松太平 著 

 

 

［正题名］道理の感覚 



［第一责任人］天野貞祐著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1946 

［知识责任］天野貞祐 著 

 

 

［正题名］戦後日本の危機と財政 

［第一责任人］志賀義雄著 

［出版者］暁明社 

［出版日期］1949 

［丛编题名］暁明文庫 

［丛编题名］ギョウメイ ブンコ 第 3 

［主题词］日本/財政 

［知识责任］志賀義雄 著 

 

 

［正题名］わが遺書 

［第一责任人］神山茂夫著 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1975.2 

［附注内容］神山茂夫著作目録:p259-260 

［知识责任］神山茂夫 著 

 

 

［正题名］逆流に抗して 

［第一责任人］日本革命的共産主義者同盟全国委員会編 

［出版者］前進社 

［出版日期］1960.9 

［主题词］共産主義 

 

 

［正题名］スピノザ哲學大系(エチカ) 

［第一责任人］スピノザ [著] 

［译者］小尾範治譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1918.4 

［知识责任］スピノザ  [著] 

［知识责任］Spinoza [著] 

［次知识责任］小尾範治 譯 

 

 

［正题名］天の窓 

［第一责任人］杉田有窓子著 

［出版者］東海日日新聞社 



［出版日期］1972.1 

［附注内容］限定版 

［知识责任］杉田有窓子 著 

 

 

［正题名］レーニン主義の諸問題 

［第一责任人］イ·スターリン著 

［译者］外国語図書出版所訳 

［出版者］外国語図書出版所 

［出版日期］1948 

［附注内容］原書はロシア語版 11 版 

［主题词］マルクス主義 

［知识责任］スターリン 著 

［知识责任］Stalin 著 

［次知识责任］外国語図書出版所 訳 

 

 

［正题名］フィレンツェ史 

［第一责任人］マキアヴェルリ [著] 

［译者］多賀善彦譯 

［出版者］創元社 

［出版日期］1940.8 

［丛编题名］マキアヴェルリ選集 

［丛编题名］マキアヴェルリ センシュウ マキアヴェルリ [著] 多賀善彦譯 第 5 卷 

［知识责任］マキアヴェルリ  [著] 

［知识责任］MachiavelliNiccolò [著] 

［次知识责任］多賀善彦 譯 

 

 

［正题名］フィレンツェ史 

［第一责任人］マキアヴェルリ [著] 

［译者］多賀善彦譯 

［出版者］創元社 

［出版日期］1940.9 

［丛编题名］マキアヴェルリ選集 

［丛编题名］マキアヴェルリ センシュウ マキアヴェルリ [著] 多賀善彦譯 第 6 卷 

［知识责任］マキアヴェルリ  [著] 

［知识责任］MachiavelliNiccolò [著] 

［次知识责任］多賀善彦 譯 

 

 

［正题名］戦後日本国家の諸問題 

［第一责任人］神山茂夫著 

［出版者］青木書店 



［出版日期］1953 

［丛编题名］社会科学選書 

［丛编题名］シャカイ カガク センショ 

［主题词］共産主義 

［主题词］国家 

［知识责任］神山茂夫 著 

 

 

［正题名］聖母と輕業師 

［第一责任人］大井征譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 958 

［知识责任］France 譯 

［知识责任］大井征 譯 

 

 

［正题名］結婚の幸福 

［第一责任人］トルストイ作 

［译者］米川正夫譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1928.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 372-373 

［知识责任］トルストイ 作 

［知识责任］Tolstoy 作 

［次知识责任］米川正夫 譯 

 

 

［正题名］人形の家 

［第一责任人］イプセン著 

［译者］島村抱月訳 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1952.8 

［丛编题名］角川文庫 

［丛编题名］カドカワ ブンコ 第 497 

［附注内容］記述は 23 版(1966.8.30 発行)による 

［知识责任］イプセン 著 

［知识责任］Ibsen 著 

［次知识责任］島村抱月 訳 

 

 

［正题名］どん底 



［正题名］他二篇 

［第一责任人］ゴーリキイ[著] 

［译者］昇曙夢,上脇進訳 

［出版者］改造社 

［出版日期］1931.1 

［丛编题名］ゴーリキイ全集 

［丛编题名］ゴーリキイ ゼンシュウ ゴーリキイ[著] 第 8 巻 

［知识责任］ゴーリキイ [著] 

［知识责任］GorˊkiǐMaksim [著] 

［次知识责任］昇曙夢 訳 

［次知识责任］上脇進 訳 

 

 

［正题名］日本歴史大辞典 

［第一责任人］日本歴史大辞典編集委員会編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1958.5 

［附注内容］各巻に折込あり 

 

 

［正题名］日本歴史大辞典 

［第一责任人］日本歴史大辞典編集委員会編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1958.9 

［附注内容］各巻に折込あり 

 

 

［正题名］日本歴史大辞典 

［第一责任人］日本歴史大辞典編集委員会編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1958.11 

［附注内容］各巻に折込あり 

 

 

［正题名］日本歴史大辞典 

［第一责任人］歴史大辞典編集委員会編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1959.1 

［附注内容］各巻に折込あり 

 

 

［正题名］科學的な農業耕作 

［第一责任人］ウイリアムス著 

［译者］農業科學研究所編 



［出版者］三一書房 

［出版日期］1951.3 

［附注内容］巻末: 附録 

［主题词］土壌学 

［主题词］作物栽培 

［知识责任］ウイリアムス 著 

［知识责任］Vil′íàmsVasilii Robertovich. 著 

 

 

［正题名］日本の古典名著·総解説 

［出版者］自由国民社 

［出版日期］1975.5 

［附注内容］***遡及データによる流用入力 

［附注内容］時代と名著·早わかり年表:巻頭 

［附注内容］書名は奥付けによる. 表紙には、マスコミに出る日本古典名著総解説とあり. 

［主题词］書目/解題 

 

 

［正题名］喜田貞吉 

［第一责任人］上田正昭著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1978.5 

［丛编题名］日本民俗文化大系 

［丛编题名］ニホン ミンゾク ブンカ タイケイ 5 

［附注内容］喜田貞吉年譜·参考文献: p443-451 

［主题词］民俗学 

［知识责任］上田正昭 著 

 

 

［正题名］コトバの教育 

［出版者］中山書店 

［出版日期］1958 

［丛编题名］コトバの科学 

［丛编题名］コトバ ノ カガク 遠藤嘉基 [ほか] 編 7 

［主题词］言語 

［知识责任］遠藤嘉基 編 

 

 

［正题名］コトバと社会 

［出版者］中山書店 

［出版日期］1958 

［丛编题名］コトバの科学 

［丛编题名］コトバ ノ カガク 遠藤嘉基 [ほか] 編 2 

［主题词］言語 



［知识责任］遠藤嘉基 編 

 

 

［正题名］開戦百日の栄光 

［第一责任人］秋永芳郎,棟田博著 

［出版者］集英社 

［出版日期］1962.8 

［丛编题名］ジュニア版太平洋戦史 

［丛编题名］ジュニアバン タイヘイヨウ センシ 秋永芳郎,棟田博共著 1 進攻編 

［附注内容］折り込み図 2 枚 

［附注内容］監修: 伊藤正徳,高木惣吉 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］秋永芳郎 著 

［知识责任］棟田博 著 

 

 

［正题名］中国革命の起点 

［第一责任人］野沢豊,田中正俊編 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1978.4 

［丛编题名］講座中国近現代史 

［丛编题名］コウザ チュウゴク キン ゲンダイシ 野沢豊,田中正俊編集 第 1 巻 

［知识责任］野沢豊 編 

［知识责任］田中正俊, 編 

 

 

［正题名］哲学的分析 

［第一责任人］市井三郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.7 

［主题词］論理学 

［知识责任］市井三郎 著 

 

 

［正题名］歸つてきた子供たち 

［第一责任人］在華同胞帰國協力會,日本子供を守る會共編 

［出版者］大日本雄弁会講談社 

［出版日期］1953.6 

［主题词］作文/文集 

［知识责任］在華同胞帰国協力会 共編 

［知识责任］日本子どもを守る会 共編 

 

 

［正题名］遊びと日本人 



［第一责任人］多田道太郎著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1974.10 

［主题词］遊戯 

［知识责任］多田道太郎 著 

 

 

［正题名］やられたらやりかえせ! 

［第一责任人］『やられたらやりかえせ!』釜共闘·山谷現闘委編集委員会編 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1974.8 

［主题词］スラム 

［主题词］日雇労働者 

 

 

［正题名］東大法学部 

［第一责任人］小中陽太郎編 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1978.6 

［附注内容］執筆:原田三朗ほか 

［主题词］東京大学法学部 

［主题词］官僚 

［知识责任］小中陽太郎 編 

 

 

［正题名］都市ゲリラの新段階 

［出版者］亜紀書房 

［出版日期］1971 

［丛编题名］連帯 

［丛编题名］レンタイ 解放闘争国際情報 カイホウ トウソウ コクサイ ジョウホウ 「連

帯」編集部編 no.2 

［主题词］ゲリラ 

 

 

［正题名］インドシナ革命戦争 

［出版者］亜紀書房 

［出版日期］1971 

［丛编题名］連帯 

［丛编题名］レンタイ 解放闘争国際情報 カイホウ トウソウ コクサイ ジョウホウ 「連

帯」編集部編 no. 1 

 

 

［正题名］国内植民地 

［出版者］亜紀書房 



［出版日期］1972.5 

［丛编题名］連帯 

［丛编题名］レンタイ 解放闘争国際情報 カイホウ トウソウ コクサイ ジョウホウ 「連

帯」編集部編 no. 3 

［主题词］民族問題 

 

 

［正题名］歴史の教訓 

［第一责任人］A.J.トインビー著 

［译者］松本重治編訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.5 

［主题词］歴史 

［主题词］歴史学 

［知识责任］トインビー 著 

［知识责任］Toynbee 著 

［次知识责任］松本重治, 編訳 

 

 

［正题名］スターリン批判以後 

［第一责任人］黒田寛一著 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1969.5 

［主题词］共産主義 

［知识责任］黒田寛一 著 

 

 

［正题名］基督教独立伝道者村田大造著作集 

［第一责任人］村田大造著 

［出版者］村田大造著作刊行会 

［出版日期］1973.10 

［主题词］キリスト教/感想·説教 

［知识责任］村田大造 著 

 

 

［正题名］革命の社会学 

［第一责任人］湯淺赳男著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1975.6 

［主题词］革命 

［主题词］共産主義/中国 

［知识责任］湯浅赳男 著 

 

 



［正题名］生きがいの創造 

［第一责任人］出口日出麿著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1974 

［主题词］大本教 

［知识责任］出口日出麿 著 

 

 

［正题名］親子の法律 

［第一责任人］太田武男,久貴忠彦著 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1969.30 

［丛编题名］有斐閣双書 

［丛编题名］ユウヒカク ソウショ 

［附注内容］付:参考文献 

［主题词］親族法 

［知识责任］太田武男 著 

［知识责任］久貴忠彦 著 

 

 

［正题名］夫婦の法律 

［第一责任人］太田武男著 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1968.4 

［丛编题名］有斐閣双書 

［丛编题名］ユウヒカク ソウショ 理論·実務編 

［附注内容］参考文献: 巻末 p8 

［主题词］夫婦 

［知识责任］太田武男 著 

 

 

［正题名］国民の歴史意識変革の運動 

［第一责任人］藤間生大[ほか]編著 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1956.4 

［丛编题名］講座歴史 

［丛编题名］コウザ レキシ 4 

［主题词］歴史学/叢書 

［知识责任］藤間生大 編著 

 

 

［正题名］普通学級で育つ全盲の子 

［第一责任人］大西問題を契機として障害者の教育権を実現する会編 

［出版者］群出版 



［出版日期］1977.12 

［附注内容］発売:績文堂(東京) 

［主题词］盲人教育 

 

 

［正题名］洛陽燃ゆ 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1978.4 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］日本の学問 

［第一责任人］松島栄一著 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1968.10 

［丛编题名］NHK ブックス 

［丛编题名］NHK ブックス 77 

［附注内容］関連年表·参考文献: p[181]-188 

［知识责任］松島栄一 著 

 

 

［正题名］國富論 

［第一责任人］アダム·スミス著 

［译者］大内兵衞譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.9 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2495-2498 

［知识责任］スミス 著 

［知识责任］Smith 著 

［知识责任］大内兵衛 譯 

 

 

［正题名］聖家族 

［第一责任人］マルクス,エンゲルス著 

［译者］石堂清倫訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 5121-5124 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］エンゲルス 著 

［知识责任］Marx 著 



［知识责任］Engels 著 

［次知识责任］石堂清倫 訳 

 

 

［正题名］基督教の本質 

［第一责任人］ハルナック[著] 

［译者］山谷省吾譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.7 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2044-2046 

［知识责任］ハルナック [著] 

［知识责任］Harnack [著] 

［次知识责任］山谷省吾 譯 

 

 

［正题名］民俗學方法論 

［第一责任人］クローン著 

［译者］關敬吾譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.10 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2547-2548 

［附注内容］第 4 刷:15cm 

［知识责任］クローン 著 

［知识责任］Krohn 著 

［知识责任］関敬吾 譯 

 

 

［正题名］キリスト教の本質 

［第一责任人］フォイエルバッハ著 

［译者］船山信一譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937.11 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1517-1518 

［附注内容］原書 Das Wesen des Cristentums.の翻訳 

［主题词］キリスト教 

［知识责任］フォイエルバッハ 著 

［知识责任］Feuerbach 著 

［次知识责任］船山信一 譯 

 

 

［正题名］資本蓄積論 



［第一责任人］ローザ·ルクセンブルグ著 

［译者］長谷部文雄訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1023-1024 

［主题词］資本蓄積 

［知识责任］ルクセンブルグ 

［知识责任］Luxemburg 著 

［次知识责任］長谷部文雄 訳 

 

 

［正题名］資本蓄積論 

［第一责任人］ローザ·ルクセンブルグ著 

［译者］長谷部文雄訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1025-1026 

［主题词］資本蓄積 

［知识责任］ルクセンブルグ 

［知识责任］Luxemburg 著 

［次知识责任］長谷部文雄 訳 

 

 

［正题名］資本蓄積再論 

［第一责任人］ローザ·ルクセンブルグ著 

［译者］長谷部文雄訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.2 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1080-1081 

［主题词］資本蓄積 

［知识责任］ルクセンブルグ 

［知识责任］Luxemburg 著 

［次知识责任］長谷部文雄 訳 

 

 

［正题名］キリスト教の本質 

［第一责任人］フォイエルバッハ著 

［译者］船山信一譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937.11 

［丛编题名］岩波文庫 



［丛编题名］イワナミ ブンコ 1514-1516 

［附注内容］原書 Das Wesen des Cristentums.の翻訳 

［主题词］キリスト教 

［知识责任］フォイエルバッハ 著 

［知识责任］Feuerbach 著 

［次知识责任］船山信一 譯 

 

 

［正题名］哲学の貧困 

［第一责任人］マルクス著 

［译者］木下半治,淺野晃訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1930.2 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 638-640 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］浅野晃 訳 

［次知识责任］木下半治 訳 

 

 

［正题名］サイキス·タスク 

［第一责任人］フレイザー著 

［译者］永橋卓介譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.6 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2003-2004 

［知识责任］フレイザー 著 

［知识责任］Frazer 著 

［次知识责任］永橋卓介 譯 

 

 

［正题名］エミイル 

［第一责任人］ルソオ著 

［译者］平林初之輔譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1928.12 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 432-439 

［附注内容］Emile ou l'education.の翻訳 

［附注内容］改版されたものあり 

［主题词］教育学 

［知识责任］ルソオ 著 



［知识责任］Rousseau 著 

［次知识责任］平林初之輔 譯 

 

 

［正题名］伊太利文藝復興期の文化 

［第一责任人］ブルクハルト著 

［译者］村松恒一郎,藤田健治譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1931.2 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 726-728 

［附注内容］Die Kultur der Renaissance in Italien.の翻訳 

［知识责任］ブルクハルト 著 

［知识责任］Burckhardt 著 

［次知识责任］村松恒一郎 譯 

［次知识责任］藤田健治 譯 

 

 

［正题名］伊太利文藝復興期の文化 

［第一责任人］ブルクハルト著 

［译者］村松恒一郎,藤田健治譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1931.2 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 729-731 

［附注内容］Die Kultur der Renaissance in Italien.の翻訳 

［知识责任］ブルクハルト 著 

［知识责任］Burckhardt 著 

［次知识责任］村松恒一郎 譯 

［次知识责任］藤田健治 譯 

 

 

［正题名］獨逸國民に告ぐ 

［第一责任人］フィヒテ作 

［译者］大津康譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1928.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 266-267 

［知识责任］フィヒテ 作 

［知识责任］Fichte 作 

［次知识责任］大津康 譯 

 

 



［正题名］實證的精神論 

［第一责任人］コント著 

［译者］田邊壽利譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1737-1738 

［知识责任］コント 著 

［知识责任］Comte 著 

［次知识责任］田邊壽利 譯 

 

 

［正题名］東亜先覚志士記伝 

［第一责任人］葛生能久著,[黒龍会編纂] 

［出版者］黒龍会出版部 

［出版日期］1935.3 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/明治時代 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/大正時代 

［主题词］日本/外国関係/ロシア/歴史/明治時代 

［主题词］日本/外国関係/ロシア/大正時代 

［主题词］日本/伝記 

［知识责任］葛生能久 著 

 

 

［正题名］東亜先覚志士記伝 

［第一责任人］葛生能久著,[黒龍会編纂] 

［出版者］黒龍会出版部 

［出版日期］1936.10 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/明治時代 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/大正時代 

［主题词］日本/外国関係/ロシア/歴史/明治時代 

［主题词］日本/外国関係/ロシア/大正時代 

［主题词］日本/伝記 

［知识责任］葛生能久 著 

 

 

［正题名］東亜先覚志士記伝 

［第一责任人］葛生能久著,[黒龍会編纂] 

［出版者］黒龍会出版部 

［出版日期］1933.12 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/明治時代 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/大正時代 

［主题词］日本/外国関係/ロシア/歴史/明治時代 

［主题词］日本/外国関係/ロシア/大正時代 



［主题词］日本/伝記 

［知识责任］葛生能久 著 

 

 

［正题名］床次竹二郎伝 

［第一责任人］前田蓮山編 

［出版者］床次竹二郎伝記刊行会 

［出版日期］1939.4 

［附注内容］床次竹二郎の肖像あり 

［附注内容］巻末:床次竹二郎氏年譜: p1-12 

［知识责任］前田蓮山 編 

 

 

［正题名］馬越恭平翁傳 

［第一责任人］大塚榮三著 

［出版者］馬越恭平翁傳記編纂會 

［出版日期］1935.4 

［知识责任］大塚栄三 著 

 

 

［正题名］アラブの現代史 

［第一责任人］中岡三益,板垣雄三著 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1959.5 

［附注内容］1870 年以降のアラブ史重要年譜:巻末 p1-6 

［主题词］アラブ諸国/歴史 

［知识责任］中岡三益 著 

［知识责任］板垣雄三 著 

 

 

［正题名］各国共産党新綱領集 

［第一责任人］三一書房編集部編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1954.7 

［正题名］フルシチョフ首相アジア訪問演説集 

［第一责任人］ソビエト社会主義共和国連邦大使館編 

［出版者］ソビエト社会主義共和国連邦大使館 

［出版日期］1960.4 

［正题名］大英帝国の危機 

［第一责任人］R.パーム·ダット著 

［译者］新時代叢書刊行会編 

［出版者］新時代社 

［出版日期］1951.11 

［知识责任］ダット 著 



［知识责任］Dutt 著 

 

 

［正题名］ソ同盟共産党第二〇回大会 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会編 

［译者］日本共産党中央委員会翻訳委員会訳 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1956.3 

［丛编题名］合同新書 

［丛编题名］ゴウドウ シンショ 7 

［主题词］ロシア/政治 

［主题词］ソヴィエト同盟共産党 

 

 

［正题名］ソ同盟共産党第二〇回大会 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会編 

［译者］日本共産党中央委員会翻訳委員会訳 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1956.4 

［丛编题名］合同新書 

［丛编题名］ゴウドウ シンショ 7 

［主题词］ロシア/政治 

［主题词］ソヴィエト同盟共産党 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史 

［第一责任人］守屋典郎著 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1952.6 

［丛编题名］三笠文庫 

［丛编题名］ミカサ ブンコ 第 108 

［主题词］日本/経済/歴史/現代 

［主题词］資本主義/日本 

［知识责任］守屋典郎 著 

 

 

［正题名］スターリン小伝 

［第一责任人］マルクス=エンゲルス=レーニン研究所編 

［译者］宮本良夫訳 

［出版者］国民文庫社 

［出版日期］1953.5 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 210 

［附注内容］スターリンの肖像あり 



［主题词］ロシア/歴史/現代 

［主题词］ソヴィエト同盟共産党 

［次知识责任］宮本良夫 訳 

 

 

［正题名］邪教の神殿 

［第一责任人］ハワード·ファスト著 

［译者］五島十三雄訳 

［出版者］日本外政学会 

［出版日期］1959.10 

［主题词］文学/論説 

［主题词］共産主義 

［知识责任］ファスト 

［知识责任］Fast 著 

［次知识责任］五島十三雄 訳 

 

 

［正题名］世界と日本 

［第一责任人］飯塚浩二編著 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1957.11 

［附注内容］下巻の記述は 1957 年の第 3 版による 

［知识责任］飯塚浩二 編著 

 

 

［正题名］スターリン論文学習指針 

［第一责任人］国民文庫編集部訳編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1953 

［附注内容］ポリティカル·アフェアズ誌 1953 年 6 月号特別附録の翻訳 

［附注内容］内容:スターリン論文学習指針. 参考文献. スターリンの方法について ジヨ

ン·スウィフト著,スターリンとアメリカ帝国主義 ウィリアム·フォスター著,未来への窓 

ジェイムズ·アレン著 

［主题词］経済学/社会主義学派 

［主题词］社会主義 

 

 

［正题名］史的唯物論 

［第一责任人］山田坂仁著 

［出版者］新科学社 

［出版日期］1953 

［丛编题名］新科学の基礎知識 

［丛编题名］シン カガク ノ キソ チシキ 

［主题词］唯物史観 



［知识责任］山田坂仁 著 

 

 

［正题名］軍隊と革命の技術 

［第一责任人］K.コーリー著 

［译者］神川信彦, 池田清訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961 

［丛编题名］岩波現代叢書 

［丛编题名］イワナミ ゲンダイ ソウショ 

［主题词］革命 

［主题词］軍隊 

［知识责任］コーリー 著 

［知识责任］Chorley 著 

［次知识责任］神川信彦 訳 

［次知识责任］池田清 訳 

 

 

［正题名］知識社会学 

［第一责任人］樺俊雄訳編 

［出版者］誠信書房 

［出版日期］1958.6 

［附注内容］巻末:人名索引 

［主题词］社会学 

［知识责任］樺俊雄 編 

［知识责任］Mannheim 編 

 

 

［正题名］ファシズム 

［第一责任人］姉歯三郎著 

［出版者］ナウカ社 

［出版日期］1949 

［丛编题名］ナウカ講座 

［丛编题名］ナウカ コウザ 第 19 

［主题词］ファッシズム 

［知识责任］姉歯三郎 著 

 

 

［正题名］インド解放とインド共産党 

［第一责任人］アジョイ·ゴーシェ, パーム·ダット [著] 

［译者］岡田元三訳 

［出版者］五月書房 

［出版日期］1952.9 

［知识责任］Dutt [著] 



［次知识责任］岡田元三 訳 

 

 

［正题名］解放へのあゆみ 

［第一责任人］モーリス·トレーズ,ジャック·デュクロ共著 

［译者］ねず·まさし,こいで·たかし共訳 

［出版者］社会書房 

［出版日期］1952.6 

［主题词］フランス/歴史/現代 

［知识责任］トレーズ 共著 

［知识责任］デュクロ 共著 

［知识责任］Thorez 共著 

［知识责任］Duclos 共著 

［知识责任］ねずまさし 訳 

［知识责任］小出孝 訳 

 

 

［正题名］日本經濟史概要 

［第一责任人］土屋喬雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.9 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 93 

［主题词］日本/経済/歴史 

［知识责任］土屋喬雄 著 

 

 

［正题名］世界と日本 

［第一责任人］飯塚浩二編著 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1957.11 

［附注内容］下巻の記述は 1957 年の第 3 版による 

［知识责任］飯塚浩二 編著 

 

 

［正题名］ゲリラ戦争 

［第一责任人］エルネスト·チェ·ゲバラ[著] 

［译者］五十間忠行訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1967 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 585 

［主题词］ゲリラ 

［知识责任］エルネスト·チェ·ゲバラ [著] 



［知识责任］Guevara [著] 

［次知识责任］五十間忠行 訳 

 

 

［正题名］フィリピン民族解放闘争史 

［第一责任人］ルイス·タルク著 

［译者］安岡正美訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1953.12 

［附注内容］原著第 2 部と第 3 部の訳出 

［知识责任］タルク 著 

［知识责任］Taruc 著 

［次知识责任］安岡正美 

 

 

［正题名］都市下層社會 

［第一责任人］西田長壽編 

［出版者］生活社 

［出版日期］1949.1 

［主题词］貧民/日本 

［主题词］貧困/日本 

［知识责任］西田長寿 編 

 

 

［正题名］ソ連共産党新綱領 

［第一责任人］日本評論新社[編] 

［出版者］[日本評論新社] 

［出版日期］1961.9 

［附注内容］「経済評論」9 月号(第 10 巻第 10 号)別冊付録 

［主题词］ソビエト連邦 

 

 

［正题名］解放のいしずえ 

［第一责任人］「解放のいしずえ」刊行委員会編 

［出版者］解放運動犠牲者合葬追悼会世話人会 

［出版日期］1956.10 

［知识责任］解放運動犠牲者合葬追悼会世話人会 編 

 

 

［正题名］安全保障問題資料集 

［第一责任人］大平善梧, 中村菊男,入江通雅共編 

［出版者］原書房 

［出版日期］1969.5 

［丛编题名］国民講座·日本の安全保障 



［丛编题名］コクミン コウザ ニホン ノ アンゼン ホショウ 国民講座·日本の安全保障

編集委員会編 別巻 第 2 

［附注内容］内容:平和のための基本法,世界各国の安保条約,日本の安全保障に関する条

約·法令,核に関する条約 

［主题词］日本/国防 

［主题词］安全保障 

［知识责任］大平善梧 編 

［知识责任］中村菊男 編 

［知识责任］入江通雅 編 

 

 

［正题名］権力と陰謀 

［第一责任人］金炯旭著 

［出版者］合同出版 

［出版日期］1980.12 

［主题词］朝鮮 1948- 大韓民国/政治 

［知识责任］金炯旭 著 

 

 

［正题名］基本法農政の総点検 

［第一责任人］大島清編集担当 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1982.10 

［丛编题名］日本農業年報 

［丛编题名］ニホン ノウギョウ ネンポウ 近藤康男編集代表 第 30 集 

［附注内容］基本農政略年表: p441-446 

［主题词］農業基本法 

［知识责任］大島清 編集 

［知识责任］近藤康男 編集 

 

 

［正题名］天皇制に関する諸問題 

［第一责任人］日本近代史研究会編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1954 

［丛编题名］日本近代史叢書 

［丛编题名］ニホン キンダイシ ソウショ 2 

［主题词］天皇制 

 

 

［正题名］経済用語 1000 辞典 

［第一责任人］古川哲夫,青柳亘彦著 

［出版者］日本実業出版社 

［出版日期］1982.9 



［主题词］経済/辞書 

［知识责任］古川哲夫 著 

［知识责任］青柳亘彦 著 

 

 

［正题名］安保闘争史 

［第一责任人］斎藤一郎著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1969 

［附注内容］普及版 

［知识责任］斎藤一郎 著 

 

 

［正题名］日本帝国主義と資本輸出 

［第一责任人］鎌倉孝夫著 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1976.7 

［主题词］資本主義/日本 

［主题词］国際投資 

［知识责任］鎌倉孝夫 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1953.8 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］教育改革のための基本的施策 

［第一责任人］文部省[著] 

［出版者］文部省 

［出版日期］1971.6 

［丛编题名］広報資料 

［丛编题名］コウホウ シリョウ 65 

［附注内容］MEJ80,047 

［主题词］教育政策 

［主题词］教育政策/日本 

 

 

［正题名］雑草のように強く 

［第一责任人］京都市二部教育研究会,京都青年会議所編 

［出版者］「雑草のように強く」編集委員会 



［出版日期］1963.10 

［附注内容］***遡及による流用入力 

［附注内容］p176:再版に際して 

 

 

［正题名］最終戦争論 

［第一责任人］石原莞爾著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1993.7 

［丛编题名］中公文庫 

［丛编题名］チュウコウ ブンコ 

［主题词］戦争 

［主题词］戦争/歴史 

［知识责任］石原莞爾 著 

 

 

［正题名］沖縄·八十四日の戦い 

［第一责任人］榊原昭二著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1994.8 

［丛编题名］同時代ライブラリー 

［丛编题名］ドウジダイ ライブラリー 193 

［附注内容］新潮社 1983 年刊の再刊 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/会戦/沖縄県 

［知识责任］榊原昭二 著 

 

 

［正题名］国民文化の形成 

［第一责任人］飛鳥井雅道編 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1984.6 

［附注内容］執筆: 井上章一ほか 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［知识责任］飛鳥井雅道 編 

 

 

［正题名］ひめゆりの怨念火 (いにんび) 

［第一责任人］知念功編 

［出版者］インパクト出版会 

［出版者］イザラ書房 

［出版日期］1995.10 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］沖縄県 

［主题词］天皇制 



［知识责任］知念功 編 

 

 

［正题名］社会主義の経済と農業 

［第一责任人］阪本楠彦著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1972 

［主题词］農業経済 

［主题词］経済学/社会主義学派 

［知识责任］阪本楠彦 著 

 

 

［正题名］日朝関係の視角 

［第一责任人］金一勉著 

［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1974.9 

［丛编题名］ダイヤモンド現代選書 

［丛编题名］ダイヤモンド ゲンダイ センショ 

［附注内容］各章末: 参考文献 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 1948- 大韓民国/歴史 

［主题词］朝鮮 1948- 大韓民国/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］金一勉 著 

 

 

［正题名］アジア的生産様式の問題 

［第一责任人］本田喜代治編訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.12 

［主题词］アジア的生産様式 

［知识责任］本田喜代治 編訳 

 

 

［正题名］私の国防白書 

［第一责任人］海原治著 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1975.7 

［主题词］日本/国防 

［知识责任］海原治 著 

 

 

［正题名］近代沖縄の歩み 

［第一责任人］新里金福,大城立裕著 

［译者］琉球新報社編 

［出版者］太平出版社 



［出版日期］1972.4 

［丛编题名］沖縄の百年 

［丛编题名］オキナワ ノ ヒャクネン 1 

［附注内容］『琉球新報』の 1967 年 1 月 1 日から 1968 年 9 月 21 日まで 1 年 9 か月にわた

って連載されたもの 

［主题词］琉球/歴史 

［知识责任］大城立裕 著 

［知识责任］新里金福 著 

 

 

［正题名］日韓連帯の思想と行動 

［第一责任人］青地晨,和田春樹編 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1977.5 

［附注内容］付:関係年表 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 1948- 大韓民国 

［主题词］朝鮮 1948- 大韓民国/外国関係/日本 

［主题词］朝鮮 1948- 大韓民国/政治 

［知识责任］青地晨 編 

［知识责任］和田春樹 編 

 

 

［正题名］部落の歴史と解放運動 

［第一责任人］部落問題研究所編 

［出版者］部落問題研究所 

［出版日期］1965.12 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］これが自衛隊だ 

［第一责任人］小山内宏著 

［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1974.2 

［主题词］自衛隊 

［知识责任］小山内宏 著 

 

 

［正题名］翻身 

［第一责任人］W.ヒントン著 

［译者］加藤祐三[ほか]訳 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1972.10 

［主题词］農村/中国 

［主题词］土地所有/中国 



［知识责任］Hinton 著 

［次知识责任］加藤祐三 [ほか]訳 

 

 

［正题名］中江兆民の研究 

［第一责任人］桑原武夫編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.2 

［丛编题名］京都大学人文科学研究所報告 

［丛编题名］キョウト ダイガク ジンブン カガク ケンキュウジョ ホウコク 

［附注内容］中江兆民参考文献:p347-349 

［附注内容］中江兆民年譜:p351-363 

［主题词］日本思想/歴史/明治時代 

［知识责任］桑原武夫 編 

 

 

［正题名］解説経済白書 

［第一责任人］加藤雅[ほか]編 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1980.10 

［丛编题名］V-books 

［丛编题名］V books 

［附注内容］昭和 55 年版の編者: 守屋友一 

［主题词］日本/経済 

［知识责任］守屋友一 編 

［知识责任］加藤雅 [ほか]編 

 

 

［正题名］図説日本経済 

［第一责任人］上条俊昭著 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1980.4 

［主题词］日本/経済 

［知识责任］上条俊昭 著 

 

 

［正题名］日本の警察 

［第一责任人］広中俊雄著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1955.3 

［丛编题名］東大新書 

［丛编题名］トウダイ シンショ 

［主题词］警察 

［知识责任］広中俊雄 著 



 

 

［正题名］もはや技術なし 

［第一责任人］星野芳郎著 

［出版者］光文社 

［出版日期］1978.2 

［丛编题名］カッパ·ビジネス 

［丛编题名］カッパ ビジネス 

［主题词］技術 

［主题词］科学技術/日本 

［知识责任］星野芳郎 著 

 

 

［正题名］ダメ親父の教育原論 

［第一责任人］増尾由太郎著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1983.4 

［丛编题名］シリーズ人間と教育 

［丛编题名］シリーズ ニンゲン ト キョウイク 

［主题词］教育 

［知识责任］増尾由太郎 著 

 

 

［正题名］南島略史 

［第一责任人］松田州弘著 

［出版者］沖縄時事出版 

［出版者］沖縄学販 

［出版日期］1996.5 

［知识责任］松田州弘 著 

 

 

［正题名］戦後日本教育史 

［第一责任人］大田尭編著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.6 

［附注内容］巻末:年表·参考文献 

［主题词］日本/教育 

［知识责任］大田尭 著 

 

 

［正题名］日中両党会談始末記 

［第一责任人］小島優編 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1980.8 



［附注内容］関連年表: p319-328 

［主题词］日本共産党 

［主题词］中国共産党 

［知识责任］小島優 編 

 

 

［正题名］ある被差別部落の歴史 

［第一责任人］盛田嘉徳 [ほか] 著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 98 

［附注内容］その他の著者: 岡本良一,森杉夫 

［主题词］部落問題/歴史 

［知识责任］盛田嘉徳 著 

［知识责任］岡本良一 著 

［知识责任］森杉夫 著 

 

 

［正题名］極東国際軍事裁判速記録 

［第一责任人］極東国際軍事裁判所編集 

［出版者］雄松堂書店 

［出版日期］1968.1 

［主题词］国際軍事裁判 

［主题词］軍事裁判 

 

 

［正题名］極東国際軍事裁判速記録 

［第一责任人］極東国際軍事裁判所編集 

［出版者］雄松堂書店 

［出版日期］1968.1 

［主题词］国際軍事裁判 

［主题词］軍事裁判 

 

 

［正题名］極東国際軍事裁判速記録 

［第一责任人］極東国際軍事裁判所編集 

［出版者］雄松堂書店 

［出版日期］1968.1 

［主题词］国際軍事裁判 

［主题词］軍事裁判 

 

 

［正题名］極東国際軍事裁判速記録 



［第一责任人］極東国際軍事裁判所編集 

［出版者］雄松堂書店 

［出版日期］1968.1 

［主题词］国際軍事裁判 

［主题词］軍事裁判 

 

 

［正题名］極東国際軍事裁判速記録 

［第一责任人］極東国際軍事裁判所編集 

［出版者］雄松堂書店 

［出版日期］1968.1 

［主题词］国際軍事裁判 

［主题词］軍事裁判 

 

 

［正题名］極東国際軍事裁判速記録 

［第一责任人］極東国際軍事裁判所編集 

［出版者］雄松堂書店 

［出版日期］1968.1 

［主题词］国際軍事裁判 

［主题词］軍事裁判 

 

 

［正题名］極東国際軍事裁判速記録 

［第一责任人］極東国際軍事裁判所編集 

［出版者］雄松堂書店 

［出版日期］1968.1 

［主题词］国際軍事裁判 

［主题词］軍事裁判 

 

 

［正题名］極東国際軍事裁判速記録 

［第一责任人］極東国際軍事裁判所編集 

［出版者］雄松堂書店 

［出版日期］1968.1 

［主题词］国際軍事裁判 

［主题词］軍事裁判 

 

 

［正题名］極東国際軍事裁判速記録 

［第一责任人］極東国際軍事裁判所編集 

［出版者］雄松堂書店 

［出版日期］1968.1 

［主题词］国際軍事裁判 



［主题词］軍事裁判 

 

 

［正题名］日本庶民生活史料集成 

［第一责任人］池田皓編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1972.3 

［附注内容］編集委員代表:谷川健一 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/風俗/習慣 

［知识责任］池田皓 編 

 

 

［正题名］日本庶民生活史料集成 

［第一责任人］池田皓編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1971.11 

［附注内容］編集委員代表:谷川健一 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/風俗/習慣 

［知识责任］池田皓 編 

 

 

［正题名］天皇の真実 

［第一责任人］河内正臣著 

［出版者］たま出版 

［出版日期］1982.12 

［主题词］天皇 

［知识责任］河内正臣 著 

 

 

［正题名］天皇と共産党と日本人 

［第一责任人］鈴木均[等]著 

［出版者］昌平社 

［出版日期］1974.2 

［主题词］天皇制 

［主题词］日本共産党 

［知识责任］鈴木均 著 

 

 

［正题名］日本のシャーマニズム 

［第一责任人］堀一郎著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1971.7 



［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 256 

［附注内容］参考文献: p227-228 

［主题词］シャマニズム 

［主题词］巫者 

［知识责任］堀一郎 著 

 

 

［正题名］天皇観の戦後史 

［第一责任人］丸山邦男著 

［出版者］白川書院 

［出版日期］1975 

［主题词］天皇制 

［知识责任］丸山邦男 著 

 

 

［正题名］昭和天皇の十五年戦争 

［第一责任人］藤原彰著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1991.12 

［附注内容］参考文献: p183-189 

［主题词］日中戦争 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］藤原彰 著 

 

 

［正题名］昭和天皇の戦争指導 

［第一责任人］山田朗著 

［出版者］昭和出版 

［出版日期］1990.11 

［丛编题名］昭和史叢書 

［丛编题名］ショウワシ ソウショ 2 天皇制 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］山田朗 著 

 

 

［正题名］官吏制度の研究 

［第一责任人］鈴木安蔵編 

［出版者］同友社 

［出版日期］1948.3 

［主题词］公務員 

［知识责任］鈴木安蔵 編 

 

 



［正题名］戰時戰後の日本經濟 

［第一责任人］J.B.コーヘン著 

［译者］大内兵衛譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1950.11 

［知识责任］コーヘン 

［知识责任］Cohen 著 

［次知识责任］大内兵衛 譯 

 

 

［正题名］日本を決定した百年 

［第一责任人］吉田茂著 

［出版者］日本経済新聞社 

［出版日期］1967.6 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］吉田茂 著 

 

 

［正题名］日本の統計 

［第一责任人］総理府統計局編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1971.4 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］柿本人麻呂 

［第一责任人］北山茂夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.5 

［知识责任］北山茂夫 著 

 

 

［正题名］人口白書 

［第一责任人］人口問題審議会編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1959.8 

［附注内容］昭和 34 年 

［主题词］日本/人口 

 

 

［正题名］現代日本の政党と政治 

［第一责任人］増島宏著 

［出版者］大月書店 



［出版日期］1966.4 

［主题词］政党 

［知识责任］増島宏 著 

 

 

［正题名］文學に現はれたる國民思想の研究 

［第一责任人］つださぅきち著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.1 

［主题词］日本思想 

［主题词］日本文学 

［知识责任］つださぅきち 著 

 

 

［正题名］寺領莊園の研究 

［第一责任人］竹内理三著 

［出版者］畝傍書房 

［出版日期］1942.1 

［丛编题名］畝傍史學叢書 

［丛编题名］ウネビ シガク ソウショ 

［主题词］荘園 

［知识责任］竹内理三 著 

 

 

［正题名］日本領主制成立史の研究 

［第一责任人］戸田芳実著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1967.2 

［知识责任］戸田芳實 著 

 

 

［正题名］中世封建制成立史論 

［第一责任人］河音能平著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1971.4 

［主题词］日本/歴史/中世 

［主题词］封建制度 

［知识责任］河音能平 著 

 

 

［正题名］日本封建制成立過程の研究 

［第一责任人］永原慶二著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.4 



［附注内容］6 刷(1967.11)の前付ページ数, vi p. 

［主题词］日本/歴史/中世 

［知识责任］永原慶二 著 

 

 

［正题名］古代末期政治史序説 

［第一责任人］石母田正著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1956.11 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］石母田正 著 

 

 

［正题名］戦後日本独占資本主義史論 

［第一责任人］内田穣吉著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1961.3 

［主题词］日本/経済/歴史/昭和時代 

［知识责任］内田穣吉 著 

 

 

［正题名］現代日本財政史 

［第一责任人］鈴木武雄著 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1952.1 

［知识责任］鈴木武雄 著 

 

 

［正题名］日本農業論 

［第一责任人］近藤康男著 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1974.6 

［附注内容］付:参考文献 

［主题词］日本/農業 

［知识责任］近藤康男 著 

 

 

［正题名］日本農業論 

［第一责任人］近藤康男著 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1974.6 

［附注内容］付:参考文献 

［主题词］日本/農業 

［知识责任］近藤康男 著 



 

 

［正题名］日本古代国家 

［第一责任人］藤間生大著 

［出版者］伊藤書店 

［出版日期］1946.6 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］藤間生大 著 

 

 

［正题名］日本民族の形成 

［第一责任人］藤間生大著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.11 

［主题词］日本/歴史/古代 

［主题词］日本民族 

［知识责任］藤間生大 著 

 

 

［正题名］今こそ問う天皇制 

［第一责任人］わだつみ会編 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1989.11 

［主题词］天皇制 

 

 

［正题名］漢·韓史籍に顕はれたる日韓古代史資料 

［第一责任人］太田亮編 

［出版者］磯部甲陽堂 

［出版日期］1928.5 

［知识责任］太田亮 編 

 

 

［正题名］班田収授制の研究 

［第一责任人］今宮新著 

［出版者］龍吟社 

［出版日期］1944.6 

［主题词］土地制度/歴史 

［知识责任］今宮新 著 

 

 

［正题名］東大寺要録 

［第一责任人］筒井英俊編 

［出版者］全国書房 



［出版日期］1944 

［主题词］東大寺 

［知识责任］筒井英俊 編 

 

 

［正题名］日本古代史の研究 

［第一责任人］早川二郎著 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1947.12 

［知识责任］早川二郎 著 

 

 

［正题名］萬葉の世紀 

［第一责任人］北山茂夫著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1953.5 

［主题词］日本/歴史/古代 

［主题词］万葉集 

［知识责任］北山茂夫 著 

 

 

［正题名］邪馬臺國 

［第一责任人］古代史談話會編 

［出版者］朝倉書店 

［出版日期］1954.9 

［丛编题名］古代史研究 

［丛编题名］コダイシ ケンキュウ 第 1 集 

［附注内容］邪馬臺國関係文献: p237-248 

 

 

［正题名］日本古代政治史の研究 

［第一责任人］北山茂夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.4 

［主题词］日本/政治 

［知识责任］北山茂夫 著 

 

 

［正题名］中世社會の研究 

［第一责任人］松本新八郎著 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1956.1 

［主题词］日本/歴史/中世 

［主题词］日本/歴史/古代 



［知识责任］松本新八郎 著 

 

 

［正题名］生活と社会 

［第一责任人］中村孝也編 

［出版者］小学館 

［出版日期］1942 

［附注内容］付:参考文献 

［知识责任］中村孝也 編 

 

 

［正题名］眞宗教團開展史 

［第一责任人］笠原一男著 

［出版者］畝傍書房 

［出版日期］1942.6 

［丛编题名］畝傍史學叢書 

［丛编题名］ウネビ シガク ソウショ 

［主题词］真宗/歴史 

［知识责任］笠原一男 著 

 

 

［正题名］中世社会の基本構造 

［第一责任人］日本史研究会史料研究部会編 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1958.6 

［正题名］中世文化の基調 

［第一责任人］林屋辰三郎著 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1953.9 

［主题词］日本/文化/歴史/中世 

［知识责任］林屋辰三郎 著 

 

 

［正题名］親鸞とその教團 

［第一责任人］山田文昭著 

［出版者］法蔵館 

［出版日期］1948.3 

［知识责任］山田文昭 著 

 

 

［正题名］中世藝能史の研究 

［第一责任人］林屋辰三郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.6 



［主题词］演劇/日本/歴史 

［主题词］能楽 

［主题词］雅楽 

［知识责任］林屋辰三郎 著 

 

 

［正题名］日本中世の村落 

［第一责任人］清水三男著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1942.10 

［丛编题名］日本歴史学大系 

［丛编题名］ニホン レキシガク タイケイ 

［知识责任］清水三男 著 

 

 

［正题名］蕪村七部集 

［第一责任人］[与謝無村著] 

［译者］伊藤松宇校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1928.1 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 175-176 

［知识责任］与謝蕪村 [著] 

［次知识责任］伊藤松宇 校訂 

 

 

［正题名］道ひとすじ 

［第一责任人］木村京太郎著 

［出版者］部落問題研究所出版部 

［出版日期］1979.11 

［附注内容］年譜:p.339-350 

［主题词］部落問題 

［知识责任］木村京太郎 著 

 

 

［正题名］屈辱と解放の歴史 

［第一责任人］北原泰作著 

［出版者］北大路書房 

［出版日期］1950.4 

［主题词］部落問題 

［知识责任］北原泰作 著 

 

 

［正题名］生活つづり方と同和教育 



［第一责任人］八尾つづり方の会編 

［出版者］部落問題研究所出版部 

［出版日期］1970 

［丛编题名］同和教育シリーズ 

［丛编题名］ドウワ キョウイク シリーズ 22 

［主题词］同和教育 

 

 

［正题名］部落解放への三十年 

［第一责任人］松本治一郎,部落解放全国委員会著 

［出版者］近代思想社 

［出版日期］1948 

［知识责任］松本治一郎 著 

 

 

［正题名］悲涛(ひとう) 

［第一责任人］福本まり子遺著 

［出版者］部落問題研究所 

［出版日期］1965.9 

［丛编题名］同和教育シリーズ 

［丛编题名］ドウワ キョウイク シリーズ 17 

［知识责任］福本まり子 著 

 

 

［正题名］奥の細道 

［第一责任人］松尾芭蕉著 

［译者］勝峯晋風編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.6 

［知识责任］松尾芭蕉 著 

［次知识责任］勝峯晋風 編 

 

 

［正题名］大久保利通文書 

［第一责任人］大久保利和 [ほか編] 

［出版者］早川純三郎 

［出版日期］1929.6 

［附注内容］大久保家藏版 

［知识责任］大久保利和 編 

 

 

［正题名］大久保利通文書 

［第一责任人］大久保利和 [ほか編] 

［出版者］早川純三郎 



［出版日期］1927.9 

［附注内容］大久保家藏版 

［知识责任］大久保利和 編 

 

 

［正题名］大久保利通文書 

［第一责任人］大久保利和 [ほか編] 

［出版者］早川純三郎 

［出版日期］1927.12 

［附注内容］大久保家藏版 

［知识责任］大久保利和 編 

 

 

［正题名］大久保利通文書 

［第一责任人］大久保利和 [ほか編] 

［出版者］早川純三郎 

［出版日期］1928.3 

［附注内容］大久保家藏版 

［知识责任］大久保利和 編 

 

 

［正题名］大久保利通文書 

［第一责任人］大久保利和 [ほか編] 

［出版者］早川純三郎 

［出版日期］1928.5 

［附注内容］大久保家藏版 

［知识责任］大久保利和 編 

 

 

［正题名］大久保利通文書 

［第一责任人］大久保利和 [ほか編] 

［出版者］早川純三郎 

［出版日期］1928.7 

［附注内容］大久保家藏版 

［知识责任］大久保利和 編 

 

 

［正题名］大久保利通文書 

［第一责任人］大久保利和 [ほか編] 

［出版者］早川純三郎 

［出版日期］1928.9 

［附注内容］大久保家藏版 

［知识责任］大久保利和 編 

 



 

［正题名］大久保利通文書 

［第一责任人］大久保利和 [ほか編] 

［出版者］早川純三郎 

［出版日期］1928.12 

［附注内容］大久保家藏版 

［知识责任］大久保利和 編 

 

 

［正题名］大久保利通文書 

［第一责任人］大久保利和 [ほか編] 

［出版者］早川純三郎 

［出版日期］1929.3 

［附注内容］大久保家藏版 

［知识责任］大久保利和 編 

 

 

［正题名］大久保利通文書 

［第一责任人］大久保利和 [ほか編] 

［出版者］早川純三郎 

［出版日期］1929.10 

［附注内容］大久保家藏版 

［知识责任］大久保利和 編 

 

 

［正题名］大久保利通日記 

［第一责任人］大久保利和 [ほか編] 

［出版者］早川純三郎 

［出版日期］1927.3 

［附注内容］大久保家藏版 

［知识责任］大久保利和 編 

 

 

［正题名］大久保利通日記 

［第一责任人］大久保利和 [ほか編] 

［出版者］早川純三郎 

［出版日期］1927.4 

［附注内容］大久保家藏版 

［知识责任］大久保利和 編 

 

 

［正题名］木戸孝允日記 

［第一责任人］妻木忠太編纂 

［出版者］日本史籍協會 



［出版日期］1932.12 

［附注内容］木戸侯爵家蔵版 

［知识责任］妻木忠太 編纂 

 

 

［正题名］木戸孝允日記 

［第一责任人］妻木忠太編纂 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1933.3 

［附注内容］木戸侯爵家蔵版 

［知识责任］妻木忠太 編纂 

 

 

［正题名］木戸孝允日記 

［第一责任人］妻木忠太編纂 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1933.6 

［附注内容］木戸侯爵家蔵版 

［知识责任］妻木忠太 編纂 

 

 

［正题名］木戸孝允文書 

［第一责任人］妻木忠太編纂 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1930.6 

［附注内容］木戸侯爵家蔵版 

［知识责任］妻木忠太 編纂 

 

 

［正题名］木戸孝允文書 

［第一责任人］妻木忠太編纂 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1930.8 

［附注内容］木戸侯爵家蔵版 

［知识责任］妻木忠太 編纂 

 

 

［正题名］木戸孝允文書 

［第一责任人］妻木忠太編纂 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1930.10 

［附注内容］木戸侯爵家蔵版 

［知识责任］妻木忠太 編纂 

 



 

［正题名］木戸孝允文書 

［第一责任人］妻木忠太編纂 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1931.2 

［附注内容］木戸侯爵家蔵版 

［知识责任］妻木忠太 編纂 

 

 

［正题名］木戸孝允文書 

［第一责任人］妻木忠太編纂 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1931.4 

［附注内容］木戸侯爵家蔵版 

［知识责任］妻木忠太 編纂 

 

 

［正题名］風雲偉觀 

［第一责任人］大隈侯八十五年史編纂會編纂 

［出版者］大隈侯八十五年史編纂會 

［出版日期］1926.12 

［丛编题名］大隈侯八十五年史 

［丛编题名］オオクマコウ ハチジュウゴネンシ 大隈侯八十五年史編纂会編 別冊 

［附注内容］明治 14 年までの手紙を収録したもの 

［附注内容］大和綴 

［附注内容］大隈家所藏諸名流の手紙を読んで (市島謙吉): 巻末 

［主题词］書/筆跡 

 

 

［正题名］岩倉具視關係文書 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1927.8 

［主题词］明治維新 

［知识责任］大塚武松 編 

 

 

［正题名］岩倉具視關係文書 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1929.5 

［主题词］明治維新 

［知识责任］大塚武松 編 

 



 

［正题名］岩倉具視關係文書 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1930.5 

［主题词］明治維新 

［知识责任］大塚武松 編 

 

 

［正题名］岩倉具視關係文書 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1930.12 

［主题词］明治維新 

［知识责任］大塚武松 編 

 

 

［正题名］岩倉具視關係文書 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1931.5 

［主题词］明治維新 

［知识责任］大塚武松 編 

 

 

［正题名］錦を着た乞食人 

［第一责任人］富田鉄之介著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1978.2 

［主题词］歌舞伎 

［知识责任］富田鉄之介 著 

 

 

［正题名］特殊部落史 

［第一责任人］高橋貞樹著 

［出版者］更生閣 

［出版日期］1924.10 

［主题词］部落問題/歴史 

［知识责任］高橋貞樹 著 

 

 

［正题名］西光万吉 

［第一责任人］西光万吉著 

［出版者］清原美寿子 



［出版日期］1971 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］部落問題 

［知识责任］西光万吉 著 

 

 

［正题名］差別と闘いつづけて 

［第一责任人］朝田善之助著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1969.9 

［附注内容］朝田善之助年譜: p366-376 

［主题词］部落問題 

［知识责任］朝田善之助 著 

 

 

［正题名］日本渡航記 

［第一责任人］ゴンチャロフ著 

［译者］井上滿譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941.4 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2686-2689 

［主题词］日本/紀行 

［主题词］日本/歴史/江戸末期/史料 

［知识责任］ゴンチャロフ 著 

［知识责任］Goncharov 著 

［知识责任］井上満 譯 

 

 

［正题名］日本幽囚記 

［第一责任人］ゴロヴニン著 

［译者］井上滿譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1943.5 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 3104-3113 

［知识责任］ゴロヴニン 著 

［知识责任］GolovninVasiliǐ Mikhaǐlovich 著 

［知识责任］井上満 譯 

 

 

［正题名］柳多留 

［第一责任人］西原柳雨校訂 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1930.1 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 557-562 

［知识责任］西原柳雨 校訂 

 

 

［正题名］好色一代女 

［第一责任人］井原西鶴作 

［译者］和田萬吉校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1927.10 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 121 

［知识责任］井原西鶴 作 

［知识责任］和田万吉 校訂 

 

 

［正题名］柳多留 

［第一责任人］西原柳雨校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1930.4 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 557-562 

［知识责任］西原柳雨 校訂 

 

 

［正题名］柳多留 

［第一责任人］西原柳雨校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1930.5 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 561-562 

［知识责任］西原柳雨 校訂 

 

 

［正题名］日本幽囚記 

［第一责任人］ゴロヴニン著 

［译者］井上滿譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1943.10 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 3108-3110 

［知识责任］ゴロヴニン 著 

［知识责任］GolovninVasiliǐ Mikhaǐlovich 著 



［知识责任］井上満 譯 

 

 

［正题名］宇治拾遺物語 

［第一责任人］渡邊綱也校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 4326-4327 

［附注内容］1976·1977 年発行の第 21·30 刷には「黄 105-1, 2」の表示あり 

［主题词］宇治拾遺物語 

［知识责任］渡辺綱也 校訂 

 

 

［正题名］日本幽囚記 

［第一责任人］ゴロヴニン著 

［译者］井上滿譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1946.6 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 3111-3113 

［知识责任］GolovninVasiliǐ Mikhaǐlovich 著 

［知识责任］井上満 譯 

 

 

［正题名］日本永代蔵 

［第一责任人］井原西鶴著 

［译者］和田万吉校 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1928.1 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 213 

［知识责任］井原西鶴 著 

［次知识责任］和田万吉 校 

 

 

［正题名］松翁道話 

［第一责任人］布施松翁[著] 

［译者］石川謙校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1936.1 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1259-1260 

［附注内容］青-41-1 



［主题词］心学 

［知识责任］布施松翁 [著] 

［次知识责任］石川謙 校訂 

 

 

［正题名］「大日本帝国」と「日本国」 

［第一责任人］松浦玲著 

［出版者］辺境社 

［出版日期］1979.10 

［丛编题名］日本人にとって天皇とは何であったか 

［丛编题名］ニホンジン ニ トッテ テンノウ トワ ナンデ アッタカ 松浦玲著 続 

［主题词］天皇制 

［知识责任］松浦玲 著 

 

 

［正题名］新編一茶俳句集 

［第一责任人］小林一茶著 

［译者］荻原井泉水編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1091-1091a 

［知识责任］小林一茶 著 

［次知识责任］荻原井泉水 編 

 

 

［正题名］蓮如上人御一代聞書 

［第一责任人］稲葉昌丸校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1942.11 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 3034-3035 

［知识责任］稲葉昌丸 校訂 

 

 

［正题名］自然地理学演習 

［第一责任人］デーヴィス著 

［译者］小川英男譯 

［出版者］古今書院 

［出版日期］1931.7 

［附注内容］校閲: 田中啓彌 

［附注内容］地圖帖: 43p ; 23×30cm 

［知识责任］デーヴィス 著 

［知识责任］Davis 著 



［次知识责任］小川英男 譯 

 

 

［正题名］新考地形學 

［第一责任人］辻村太郎著 

［出版者］古今書院 

［出版日期］1932.12 

［主题词］地形学 

［知识责任］辻村太郎 著 

 

 

［正题名］関東の地質 

［第一责任人］藤本治義編 

［出版者］中興館 

［出版日期］1928.4 

［附注内容］参考文献: p1-7 

［主题词］地質/関東 

［主题词］地形学 

［知识责任］藤本治義 編 

 

 

［正题名］景觀地理學講話 

［第一责任人］辻村太郎著 

［出版者］地人書館 

［出版日期］1937.10 

［知识责任］辻村太郎 著 

 

 

［正题名］經濟地理學概論 

［第一责任人］佐藤弘著 

［出版者］古今書院 

［出版日期］1930.11 

［附注内容］折り込み図あり 

［附注内容］参考文献: p405-418 

［主题词］経済地理 

［知识责任］佐藤弘 著 

 

 

［正题名］経済地域に関する諸問題の研究 

［第一责任人］内田寛一著 

［出版者］中興館 

［出版日期］1938.1 

［主题词］経済地理 

［知识责任］内田寛一 著 



 

 

［正题名］太平記 

［第一责任人］後藤丹治,釜田喜郎校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.6 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 34 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［主题词］太平記 

［知识责任］後藤丹治 校注 

［知识责任］釜田喜郎 校注 

 

 

［正题名］太平記 

［第一责任人］後藤丹治,釜田喜郎校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.10 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 34 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［主题词］太平記 

［知识责任］後藤丹治 校注 

［知识责任］釜田喜郎 校注 

 

 

［正题名］連歌集 

［第一责任人］伊地知鐵男校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.3 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 39 

［附注内容］監修:高木市之助[ほか] 

［主题词］連歌 

［知识责任］伊地知鉄男 校注 

 

 

［正题名］義経記 

［第一责任人］岡見正雄校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.5 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 37 

［附注内容］監修:高木市之助[ほか] 



［知识责任］岡見正雄 校注 

 

 

［正题名］謡曲集 

［第一责任人］横道萬里雄,表章校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.12 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 40-41 

［附注内容］監修: 高木市之助[ほか] 

［主题词］謡曲 

［知识责任］横道萬里雄 校注 

［知识责任］表章 校注 

 

 

［正题名］人文地理学概説 

［第一责任人］織田武雄[ほか]著 

［出版者］蘭書房 

［出版日期］1949.2 

［主题词］人文地理 

［知识责任］織田武雄 著 

 

 

［正题名］新考地形學 

［第一责任人］辻村太郎著 

［出版者］古今書院 

［出版日期］1933.2 

［主题词］地形学 

［知识责任］辻村太郎 著 

 

 

［正题名］經濟地理學の諸問題 

［第一责任人］ヴェ·エフ·ワシュチン, エヌ·コワレフスキー監修 

［译者］橋本弘毅譯 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1936.9 

［主题词］経済地理 

［知识责任］ヴェ·エフ·ワシュチン 監修 

［知识责任］コワレフスキー 監修 

［次知识责任］橋本弘毅 譯 

 

 

［正题名］天皇制研究 

［第一责任人］守屋典郎著 



［出版者］青木書店 

［出版日期］1979.3 

［主题词］天皇制 

［知识责任］守屋典郎 著 

 

 

［正题名］古代史への視点 

［第一责任人］上田正昭 [ほか] 著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1976.12 

［主题词］日本/歴史/古代 

［主题词］日本/文化/歴史/古代 

［知识责任］上田正昭 著 

 

 

［正题名］庶民の精神史 

［第一责任人］和歌森太郎著 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1965.8 

［丛编题名］日本の民俗 

［丛编题名］ニホン ノ ミンゾク 10 

［主题词］日本/風俗·習慣/歴史 

［主题词］民俗学 

［知识责任］和歌森太郎 著 

 

 

［正题名］X デーがやってくる! 

［第一责任人］菅孝行編著 

［出版者］柘植書房 

［出版日期］1984.8 

［主题词］天皇制 

［知识责任］菅孝行 著 

 

 

［正题名］日本人にとって天皇とは何であったか 

［第一责任人］松浦玲著 

［出版者］辺境社 

［出版者］勁草書房 (発売) 

［出版日期］1974.7 

［附注内容］[正]: 『辺境』に 1971 年 4 月から 1973 年 10 月までに連載されたものに加筆

したもの 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］天皇制 

［知识责任］松浦玲 著 



 

 

［正题名］佛蘭西文學史序説 

［第一责任人］ブリュンチエール著 

［译者］關根秀雄譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 

［知识责任］ブリュンチエール 著 

［知识责任］BrunetièreFerdinand 著 

［知识责任］関根秀雄 譯 

 

 

［正题名］死せる魂 

［第一责任人］中村融訳 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1953.12 

［丛编题名］新潮文库 

［知识责任］中村融 訳 

 

 

［正题名］肉体の悪魔 

［第一责任人］レイモン·ラディゲ著 

［译者］江口清訳 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1961.5 

［丛编题名］角川文庫 

［丛编题名］カドカワ ブンコ 第 551 

［知识责任］ラディゲ 著 

［知识责任］Radiguet 著 

［次知识责任］江口清 訳 

 

 

［正题名］歴史とは何ぞや 

［第一责任人］ベルンハイム [著] 

［译者］坂口昂,小野鐵二譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1950 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1208-1209 

［附注内容］Einleitung in die Geschichtswissenschaft.の翻訳 

［知识责任］ベルンハイム  [著] 

［知识责任］Bernheim [著] 



［知识责任］小野鉄二 譯 

［次知识责任］坂口昂 譯 

 

 

［正题名］近代民主政治 

［第一责任人］ブライス著 

［译者］松山武譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1929.5 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 518-520 

［主题词］民主政治 

［知识责任］ブライス 著 

［知识责任］Bryce 著 

［次知识责任］松山武 譯 

 

 

［正题名］罪と罰 

［第一责任人］ドストエーフスキイ作 

［译者］中村白葉譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1928.7 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 323-324a 

［知识责任］ドストエーフスキイ 作 

［知识责任］Dostoyevsky 作 

［次知识责任］中村白葉 譯 

 

 

［正题名］秩父事件 

［第一责任人］井上幸治著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1968.5 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 161 

［主题词］秩父事件 

［主题词］自由民権運動 

［知识责任］井上幸治 著 

 

 

［正题名］征韓論の眞相と其の影響 

［第一责任人］菊田貞雄[著] 

［出版者］東京日日新聞社 

［出版者］大阪毎日新聞社 



［出版日期］1941.12 

［附注内容］標題紙著者名: 第一部 菊田貞雄 . 第二部 秋月左都夫 

［知识责任］菊田貞雄 著 

 

 

［正题名］日本近代思想の成立 

［第一责任人］岩井忠熊著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1959.1 

［丛编题名］創元歴史選書 

［丛编题名］ソウゲン レキシ センショ 

［附注内容］参考文献: p157-165 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］日本思想/歴史/明治時代 

［知识责任］岩井忠熊 著 

 

 

［正题名］日本庶民生活史料集成 

［第一责任人］池田皓編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1968.11 

［附注内容］編集委員代表:谷川健一 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/風俗/習慣 

［知识责任］池田皓 編 

 

 

［正题名］日本庶民生活史料集成 

［第一责任人］池田皓編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1971.5 

［附注内容］編集委員代表:谷川健一 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/風俗/習慣 

［知识责任］池田皓 編 

 

 

［正题名］日本庶民生活史料集成 

［第一责任人］池田皓編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1970.3 

［附注内容］編集委員代表:谷川健一 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/風俗/習慣 



［知识责任］池田皓 編 

 

 

［正题名］日本庶民生活史料集成 

［第一责任人］池田皓編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1971.2 

［附注内容］編集委員代表:谷川健一 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/風俗/習慣 

［知识责任］池田皓 編 

 

 

［正题名］日本庶民生活史料集成 

［第一责任人］池田皓編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1968.7 

［附注内容］編集委員代表:谷川健一 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/風俗/習慣 

［知识责任］池田皓 編 

 

 

［正题名］日本庶民生活史料集成 

［第一责任人］池田皓編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1969.4 

［附注内容］編集委員代表:谷川健一 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/風俗/習慣 

［知识责任］池田皓 編 

 

 

［正题名］日本庶民生活史料集成 

［第一责任人］池田皓編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1969.1 

［附注内容］編集委員代表:谷川健一 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/風俗/習慣 

［知识责任］池田皓 編 

 

 

［正题名］日本庶民生活史料集成 



［第一责任人］池田皓編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1969.6 

［附注内容］編集委員代表:谷川健一 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/風俗/習慣 

［知识责任］池田皓 編 

 

 

［正题名］近世佛教の思想 

［第一责任人］柏原祐泉,藤井学校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.6 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 57 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］挿図(1 図)あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］仏教/日本 

［知识责任］柏原祐泉 校注 

［知识责任］藤井学 校注 

 

 

［正题名］民衆運動の思想 

［第一责任人］庄司吉之助,林基,安丸良夫校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1970.7 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 58 

［主题词］日本思想 

［主题词］社会思想/日本 

［知识责任］庄司吉之助 校注 

［知识责任］林基 校注 

［知识责任］安丸良夫 校注 

 

 

［正题名］富永仲基 

［第一责任人］水田紀久校注 

［第一责任人］有坂隆道校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.8 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 43 

［附注内容］月報あり 



［主题词］日本思想 

［知识责任］有坂隆道 校注 

 

 

［正题名］渡邊崋山 

［第一责任人］佐藤昌介校注 

［第一责任人］佐藤昌介校注 

［第一责任人］植手通有校注 

［第一责任人］山口宗之校注 

［第一责任人］山口宗之校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.6 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 55 

［附注内容］参考文献: p717-719 

［附注内容］年表: p720-733 

［主题词］日本思想 

［知识责任］佐藤昌介 校注 

［知识责任］植手通有 校注 

［知识责任］山口宗之 

 

 

［正题名］平田篤胤 

［第一责任人］田原嗣郎校注 

［第一责任人］関晃,佐伯有清校注 

［第一责任人］芳賀登,佐伯有清校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.9 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 50 

［附注内容］参考文献·平田篤胤年譜·伴信友年譜: p659-680 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］田原嗣郎 校注 

［知识责任］関晃 校注 

［知识责任］佐伯有清 校注 

［知识责任］芳賀登 校注 

 

 

［正题名］近世科學思想 

［第一责任人］広瀬秀雄,中山茂,大塚敬節校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.5 

［丛编题名］日本思想大系 



［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 63 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］挿図あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］農学/歴史 

［主题词］科学思想 

［知识责任］広瀬秀雄 校注 

［知识责任］中山茂 校注 

［知识责任］大塚敬節 校注 

 

 

［正题名］吉田松陰 

［第一责任人］吉田常吉,藤田省三,西田太一郎校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.11 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 54 

［附注内容］吉田松陰年譜: p623-638 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］吉田常吉 

［知识责任］西田太一郎 校注 

［知识责任］藤田省三 校注 

 

 

［正题名］本多利明 

［第一责任人］塚谷晃弘校注 

［第一责任人］蔵並省自校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1970.6 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 44 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］挿図(1 図)あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］塚谷晃弘 校注 

［知识责任］蔵並省自 校注 

［知识责任］本多利明 校注 

［知识责任］海保青陵 校注 

 

 

［正题名］幕末政治論集 

［第一责任人］吉田常吉,佐藤誠三郎校注 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1976.4 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 56 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］政治思想/日本/歴史/江戸末期 

［知识责任］佐藤誠三郎 校注 

［知识责任］吉田常吉 校注 

 

 

［正题名］國學運動の思想 

［第一责任人］芳賀登,松本三之介校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.3 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 51 

［附注内容］参考文献: p715-718 

［附注内容］挿図(1 図)あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］国学 

［知识责任］芳賀登 校注 

［知识责任］松本三之介 校注 

 

 

［正题名］近世町人思想 

［第一责任人］中村幸彦校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1975.11 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 59 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］町人 

［知识责任］中村幸彦 校注 

 

 

［正题名］源氏物語 

［第一责任人］山岸徳平校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.6 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 15 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［主题词］源氏物語 



［知识责任］山岸徳平 校注 

［次知识责任］高木市之助 監修 

 

 

［正题名］近世藝道論 

［第一责任人］西山松之助,渡辺一郎,郡司正勝校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.1 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 61 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］挿図(1 図) 

［主题词］日本思想 

［主题词］武道 

［知识责任］西山松之助 校注 

［知识责任］渡辺一郎 校注 

［知识责任］郡司正勝 校注 

 

 

［正题名］近世色道論 

［第一责任人］野間光辰校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.8 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 60 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］挿図(1 図) あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］性風俗 

［主题词］遊廓 

［知识责任］野間光辰 校注 

 

 

［正题名］二宮尊徳 

［第一责任人］奈良本辰也校注 

［第一责任人］中井信彦校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.5 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 52 

［附注内容］参考文献·年譜: p485-498 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］中井信彦 校注 



［知识责任］奈良本辰也 校注 

［知识责任］二宮尊徳 

［知识责任］大原幽學 

 

 

［正题名］水戸學 

［第一责任人］今井宇三郎,瀬谷義彦,尾藤正英校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.4 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 53 

［附注内容］水戸学年表: p583-590 

［附注内容］月報あり 

［主题词］水戸学 

［主题词］日本思想 

［知识责任］今井宇三郎 校注 

［知识责任］瀬谷義彦 校注 

［知识责任］尾藤正英 校注 

 

 

［正题名］源氏物語 

［第一责任人］山岸徳平校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.4 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 15 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［主题词］源氏物語 

［知识责任］山岸徳平 校注 

［次知识责任］高木市之助 監修 

 

 

［正题名］源氏物語 

［第一责任人］山岸徳平校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.4 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 15 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［主题词］源氏物語 

［知识责任］山岸徳平 校注 

［次知识责任］高木市之助 監修 

 

 



［正题名］坂本龍馬 

［第一责任人］飛鳥井雅著 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1975.10 

［知识责任］飛鳥井雅 著 

 

 

［正题名］吉田東洋 

［第一责任人］平尾道雄著 

［译者］日本歴史学会編 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1959.6 

［丛编题名］人物叢書 

［丛编题名］ジンブツ ソウショ 日本歴史学会編 26 

［附注内容］略年譜·主要参考文献: p194-200 

［知识责任］平尾道雄 著 

 

 

［正题名］中岡慎太郎 

［第一责任人］宮地佐一郎著 

［出版者］PHP 研究所 

［出版日期］1992.7 

［附注内容］年譜:p220～228 

［知识责任］宮地佐一郎 著 

 

 

［正题名］坂本龍馬全集 

［第一责任人］宮地佐一郎編集·解説 

［出版者］光風社書店 

［出版日期］1978.5 

［附注内容］監修: 平尾道雄. 著者の肖像あり. 限定版 

［附注内容］坂本龍馬年譜·坂本龍馬関係書誌: p907～952 

［附注内容］補遺の出版: 光風社出版(63p) 

［知识责任］坂本龍馬 解説 

［知识责任］宮地佐一郎 解説 

 

 

［正题名］米騒動の研究 

［第一责任人］井上清,渡部徹共編 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1959.3 

［主题词］米騒動 

［主题词］日本/歴史/大正時代 

［知识责任］井上清 編 



［知识责任］渡部徹 編 

 

 

［正题名］原爆に夫を奪われて 

［第一责任人］神田三亀男編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-184 

［主题词］原子爆弾 

［知识责任］神田三亀男 編 

 

 

［正题名］米騒動の研究 

［第一责任人］井上清,渡部徹共編 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1961.3 

［主题词］米騒動 

［主题词］日本/歴史/大正時代 

［知识责任］井上清 編 

［知识责任］渡部徹 編 

 

 

［正题名］坂本龍馬 

［第一责任人］千頭清巨著 

［出版者］博文館 

［出版日期］1928.2 

［丛编题名］偉人傳叢書 

［丛编题名］イジンデン ソウショ 第 2 册 

［附注内容］年譜: p321～323 

［附注内容］坂本龍馬の肖像あり 

［附注内容］折込み図 1 枚 

［附注内容］p287～320 に「第 2 版の増補」あり 

［知识责任］千頭清臣 著 

 

 

［正题名］米騒動の研究 

［第一责任人］井上清,渡部徹共編 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1959.1 

［主题词］米騒動 

［主题词］日本/歴史/大正時代 

［知识责任］井上清 編 

［知识责任］渡部徹 編 



 

 

［正题名］米騒動の研究 

［第一责任人］井上清,渡部徹共編 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1959.3 

［主题词］米騒動 

［主题词］日本/歴史/大正時代 

［知识责任］井上清 編 

［知识责任］渡部徹 編 

 

 

［正题名］米騒動の研究 

［第一责任人］井上清,渡部徹共編 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1962.3 

［主题词］米騒動 

［主题词］日本/歴史/大正時代 

［知识责任］井上清 編 

［知识责任］渡部徹 編 

 

 

［正题名］中岡愼太郎先生 

［第一责任人］尾崎卓爾著 

［出版者］陽明社 

［出版日期］1927.12 

［附注内容］中岡愼太郎の肖像あり 

［知识责任］尾崎卓爾 著 

 

 

［正题名］中岡慎太郎 

［第一责任人］平尾道雄著 

［出版者］白竜社 

［出版日期］1966.11 

［主题词］日本/歴史/江戸末期 

［知识责任］平尾道雄 著 

 

 

［正题名］都道府県別適々斎塾姓名録 

［第一责任人］[藤直幹,梅渓昇編] 

［出版者］適塾記念会 

［出版日期］1960.10 

［附注内容］「緒方洪庵伝」附録の「適々斎塾姓名録」を都道府県別に配列したもの 

［知识责任］藤直幹 [編] 



［知识责任］梅渓昇 [編] 

 

 

［正题名］龍馬のすべて 

［第一责任人］平尾道雄著 

［出版者］久保書店 

［出版日期］1966 

［知识责任］平尾道雄 著 

 

 

［正题名］北川風土記 

［第一责任人］安岡大六著 

［出版者］北川村教育委員会 

［出版日期］1954.6 

［主题词］北川村高知県安芸郡 

［知识责任］安岡大六 著 

 

 

［正题名］汚職の構造 

［第一责任人］室伏哲郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1981.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-176 

［附注内容］巻末:戦後汚職·疑獄関係小年表 

［主题词］賄賂 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［知识责任］室伏哲郎 著 

 

 

［正题名］歴史の転換のなかで 

［第一责任人］小田実著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1980.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 109 

［主题词］社会 

［知识责任］小田実 著 

 

 

［正题名］吉村虎太郎 

［第一责任人］平尾道雄著 

［出版者］大道書房 

［出版日期］1941.11 



［附注内容］吉村虎太郎の肖像あり 

［附注内容］付:吉村虎太郎及び天誅組関係主要文献 

［主题词］明治維新 

［知识责任］平尾道雄 著 

 

 

［正题名］小説はいかに書かれたか 

［第一责任人］篠田浩一郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版-193 

［附注内容］参照文献:p207～208 

［主题词］日本小説/歴史/明治以後 

［知识责任］篠田浩一郎 著 

 

 

［正题名］明治文化全集 

［第一责任人］吉野作造 [編] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1928.11 

［附注内容］奥付の表示:編集担当代表者:吉野作造 

［知识责任］吉野作造 [編] 

 

 

［正题名］明治文化全集 

［第一责任人］吉野作造 [編] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1928.7 

［知识责任］吉野作造 [編] 

 

 

［正题名］明治文化全集 

［第一责任人］吉野作造 [編] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1927.12 

［知识责任］吉野作造 [編] 

 

 

［正题名］明治文化全集 

［第一责任人］吉野作造 [編] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1929.11 

［知识责任］吉野作造 [編] 



 

 

［正题名］明治文化全集 

［第一责任人］吉野作造 [編] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1929.5 

［知识责任］吉野作造 [編] 

 

 

［正题名］明治文化全集 

［第一责任人］吉野作造 [編] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1928.3 

［知识责任］吉野作造 [編] 

 

 

［正题名］明治文化全集 

［第一责任人］吉野作造 [編] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1928.4 

［知识责任］吉野作造 [編] 

 

 

［正题名］明治文化全集 

［第一责任人］吉野作造 [編] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1929.6 

［知识责任］吉野作造 [編] 

 

 

［正题名］明治文化全集 

［第一责任人］吉野作造 [編] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1928.6 

［知识责任］吉野作造 [編] 

 

 

［正题名］明治文化全集 

［第一责任人］吉野作造 [編] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1928.12 

［知识责任］吉野作造 [編] 

 

 



［正题名］明治文化全集 

［第一责任人］吉野作造 [編] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1929.4 

［知识责任］吉野作造 [編] 

 

 

［正题名］明治文化全集 

［第一责任人］吉野作造 [編] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1929.2 

［知识责任］吉野作造 [編] 

 

 

［正题名］明治文化全集 

［第一责任人］吉野作造 [編] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1929.10 

［知识责任］吉野作造 [編] 

 

 

［正题名］明治文化全集 

［第一责任人］吉野作造 [編] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1930.7 

［知识责任］吉野作造 [編] 

 

 

［正题名］宮崎滔天全集 

［第一责任人］宮崎龍介,小野川秀美編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1973.11 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］宮崎龍介 編 

［知识责任］小野川秀美 編 

 

 

［正题名］宮崎滔天全集 

［第一责任人］宮崎龍介,小野川秀美編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1971.7 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］宮崎龍介 編 

［知识责任］小野川秀美 編 



 

 

［正题名］アメリカ朝鮮侵略史 

［第一责任人］金煕一著 

［译者］在日本朝鮮人科学者協会歴史部会翻訳委員会訳 

［出版者］雄山閣出版 

［出版日期］1972.6 

［主题词］朝鮮/歴史 

［主题词］アメリカ合衆国/外国関係/朝鮮 

［知识责任］金煕一 著 

 

 

［正题名］レーニンと藝術 

［第一责任人］エス·ドレイデン編 

［译者］蔵原惟人等共訳 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1930 

［丛编题名］マルクス主義芸術理論叢書 

［丛编题名］マルクス シュギ ゲイジュツ リロン ソウショ 第 12 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］芸術/論説 

［知识责任］ドレイデン 編 

［知识责任］Dreiden 編 

［次知识责任］蔵原惟人 訳 

 

 

［正题名］キューバの声 

［第一责任人］ライト·ミルズ著 

［译者］鶴見俊輔訳 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1961 

［主题词］キューバ/社会 

［知识责任］ミルズ 著 

［知识责任］Mills 著 

［次知识责任］鶴見俊輔 訳 

 

 

［正题名］イエス 

［第一责任人］ヴィルヘルム·ブッセ著 

［译者］林達夫譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.10 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 845 



［附注内容］Jesus.の翻訳 

［附注内容］大きさ 16cm のものもあり(昭和 12 年 11 月発行の第 8 刷による) 

［知识责任］ブッセ 

［知识责任］Bousset 著 

［次知识责任］林達夫 譯 

 

 

［正题名］歴史と自然科學·道徳の原理に就て·聖 

［第一责任人］ヴィンデルバント著 

［译者］篠田英雄譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1929.12 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 556 

［知识责任］ヴィンデルバント 著 

［知识责任］Windelband 著 

［次知识责任］篠田英雄 譯 

 

 

［正题名］『風流夢譚』事件以後 

［第一责任人］中村智子著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1976.10 

［主题词］言論の自由 

［知识责任］中村智子 著 

 

 

［正题名］民族問題とレーニン主義 

［第一责任人］スターリン [著] 

［译者］アジジヤン解説 

［出版者］世界経済研究所 

［出版日期］[1950 序] 

［丛编题名］マルクスレーニン主義民族問題体系 

［丛编题名］マルクス レーニン シュギ ミンゾク モンダイ タイケイ 2 

［主题词］民族問題 

［知识责任］Stalin [著] 

［知识责任］スターリン  [著] 

［知识责任］Azizi◆UFE20◆a◆UFE21◆nA. K. Atyk Keramovich [著] 

 

 

［正题名］マルクス主義と民族問題 

［第一责任人］スターリン [著] 

［译者］アジジヤン [解説] 

［出版者］世界経済研究所 



［出版日期］[1950 凡例] 

［丛编题名］マルクスレーニン主義民族問題体系 

［丛编题名］マルクス レーニン シュギ ミンゾク モンダイ タイケイ 3 

［主题词］民族問題 

［知识责任］スターリン  [著] 

 

 

［正题名］レーニン主義の基礎 

［第一责任人］スターリン著 

［译者］高木孝作訳 

［出版者］共生閣 

［出版日期］1930.12 

［丛编题名］共生閣文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 5 

［主题词］唯物弁証法 

［知识责任］スターリン 著 

［知识责任］Stalin 著 

［次知识责任］野澤考平 訳 

 

 

［正题名］マルクス主義と民族問題 

［第一责任人］スターリン著 

［译者］佐藤榮訳 

［出版者］彰考書院 

［出版日期］1946.6 

［主题词］民族問題 

［知识责任］スターリン 著 

［知识责任］Stalin 著 

［知识责任］佐藤栄 訳 

 

 

［正题名］世界情勢の新しい段階と各國共産黨當面の任務 

［第一责任人］社会経済調査所編 

［出版者］[社會經濟調査所] 

［出版日期］[1951] 

［正题名］提要鉄道発達史 

［第一责任人］植田啓次著 

［出版者］植田啓次 

［出版日期］1909.4 

［主题词］鉄道/歴史 

［知识责任］植田啓次 著 

 

 

［正题名］わがキューバ革命 



［第一责任人］フィデル·カストロ著 

［译者］池上幹徳訳 

［出版者］理論社 

［出版日期］1961 

［丛编题名］新しい人間双書 

［丛编题名］アタラシイ ニンゲン ソウショ 

［主题词］政治/論説 

［主题词］キューバ/政治 

［知识责任］カストロ 著 

［知识责任］Castro 著 

［次知识责任］池上幹徳 訳 

 

 

［正题名］滅びゆく資本主義 

［第一责任人］ア·イ·ミコヤン[著] 

［译者］日本共産党東京都委員会編 

［出版者］日本共産党東京都委員会 

［出版日期］1950 

［主题词］日本/経済/歴史/昭和時代 

［主题词］資本主義/日本 

［知识责任］ア·イ·ミコヤン [著] 

［知识责任］Mikoyan [著] 

 

 

［正题名］ソ聯憲法とソ聯民主主義 

［第一责任人］スターリン [著] 

［译者］園部四郎訳 

［出版者］人民社 

［出版日期］1946.2 

［知识责任］スターリン [著] 

［知识责任］Stalin [著] 

［次知识责任］園部四郎 訳 

 

 

［正题名］帝國主義日本政治史 

［第一责任人］服部之総著 

［出版者］白日書院 

［出版日期］1949 

［丛编题名］日本帝国主義講座 

［丛编题名］ニホン テイコク シュギ コウザ 第 1 期 1905-31 年 [1] 

［主题词］帝国主義/叢書 

［知识责任］服部之総 著 

 

 



［正题名］封建遺制の分析 

［第一责任人］有賀喜左衛門著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1949.8 

［丛编题名］新日本史講座 

［丛编题名］シン ニホンシ コウザ 資本主義時代 

［主题词］日本/歴史/叢書 

［知识责任］有賀喜左衛門 著 

 

 

［正题名］沖縄の旅 

［第一责任人］佐久田繁編 

［出版者］沖縄タイムス社 

［出版日期］1974.12 

［附注内容］付: 参考文献 

［主题词］沖縄県/案内記 

［知识责任］佐久田繁 編 

 

 

［正题名］小噺再度目見得 

［第一责任人］宮尾しげを編 

［出版者］小噺頒布會 

［出版日期］1934.7 

［附注内容］帙入 和綴 

［知识责任］宮尾しげを 編 

 

 

［正题名］歴史のたてよこ 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1971 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］ソ連は中国を急襲するか? 

［第一责任人］現代中国語会話教室編訳 

［出版者］現代中国語会話教室 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］折り込み地図 1 枚あり 

 

 

［正题名］後藤新平 

［第一责任人］鶴見祐輔編著 

［出版者］後藤新平伯傳記編纂會 



［出版日期］1937.4 

［附注内容］後藤新平年譜·総目次·索引: 第 4 巻巻末 

［附注内容］後藤新平の肖像あり 

［知识责任］鶴見祐輔 編著 

 

 

［正题名］後藤新平 

［第一责任人］鶴見祐輔編著 

［出版者］後藤新平伯傳記編纂會 

［出版日期］1937.7 

［附注内容］後藤新平年譜·総目次·索引: 第 4 巻巻末 

［附注内容］後藤新平の肖像あり 

［知识责任］鶴見祐輔 編著 

 

 

［正题名］デカルト選集 

［第一责任人］佐藤正彰,川口五篤,渡邊一夫譯 

［出版者］創元社 

［出版日期］1930.4 

［知识责任］佐藤正彰 譯 

［知识责任］川口五篤 譯 

［知识责任］渡邊一夫 譯 

 

 

［正题名］デカルト選集 

［第一责任人］佐藤正彰,川口五篤,渡邊一夫譯 

［出版者］創元社 

［出版日期］1932.1 

［知识责任］佐藤正彰 譯 

［知识责任］川口五篤 譯 

［知识责任］渡邊一夫 譯 

 

 

［正题名］コミンテルン·ドキュメント 

［第一责任人］ジェーン·デグラス編著 

［译者］荒畑寒村,大倉旭,救仁郷繁訳 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1970.3 

［知识责任］Degras 編著 

［知识责任］デグラス 編著 

［次知识责任］荒畑寒村 訳 

［次知识责任］大倉旭 訳 

［次知识责任］救仁郷繁 訳 

 



 

［正题名］コミンテルン·ドキュメント 

［第一责任人］ジェーン·デグラス編著 

［译者］荒畑寒村,大倉旭,救仁郷繁訳 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1970.3 

［知识责任］デグラス 編著 

［知识责任］Degras 編著 

［次知识责任］荒畑寒村 訳 

［次知识责任］大倉旭 訳 

［次知识责任］救仁郷繁 訳 

 

 

［正题名］ソヴエト同盟共産黨 (ボルシエヴイキ) 歴史 

［第一责任人］ソ同盟共産黨 (ボルシエヴイキ) 中央委員會所屬特別委員会編集 

［出版者］外国語図書出版所 

［出版日期］1950 

［附注内容］ソ同盟共産党 (ボルシエヴイキ) 中央委員會認可·1938 年 

［主题词］ソ連/歴史 

［主题词］共産党 

 

 

［正题名］歴史哲学 

［第一责任人］リッケルト著 

［译者］山本泰教訳 

［第一责任人］フッセル著 

［译者］鬼頭英一訳 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1931.8 

［丛编题名］世界大思想全集 

［丛编题名］セカイ ダイシソウ ゼンシュウ 56 

［知识责任］リッケルト 著 

［知识责任］Rickert 著 

［知识责任］Husserl 著 

［次知识责任］鬼頭英一 訳 

 

 

［正题名］白昼夢を撃て 

［第一责任人］松田政男著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1972 

［主题词］映画 

［知识责任］松田政男 著 

 



 

［正题名］呪縛と陥穽 

［第一责任人］小沢勲編著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1975.3 

［主题词］精神病院 

［主题词］精神障害 

［知识责任］小沢勲 編著 

 

 

［正题名］日本農業における資本主義の發達 

［第一责任人］神山茂夫著 

［出版者］實業之日本社 

［出版日期］1947.10 

［知识责任］神山茂夫 著 

 

 

［正题名］一九一七年 

［第一责任人］レーニン著 

［译者］佐野學譯 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1928.2 

［丛编题名］レーニン叢書 

［丛编题名］レーニン ソウショ 第 15 編 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］レーニン 著 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［次知识责任］佐野學 譯 

 

 

［正题名］大祖国戦争期におけるソ同盟戦時経済 

［第一责任人］ヴォズネセンスキー著 

［译者］政治経済研究所訳 

［出版者］政治経済研究所 

［出版日期］1949.3 

［丛编题名］所内研究資料 

［丛编题名］ショナイ ケンキュウ シリョウ 第 14 集 

［主题词］ドイツ/経済 

［主题词］世界戦争 1914-1918/ドイツ 

［知识责任］ヴォズネセンスキー 著 

［知识责任］VoznesenskiǐN. A. Nikolaǐ Alekseevich 著 

 

 

［正题名］屈原 



［第一责任人］郭沫若作 

［译者］須田禎一訳 

［出版者］未来社 

［出版日期］1952.7 

［丛编题名］てすぴす双書 

［丛编题名］テスピス ソウショ 

［知识责任］郭沫若 作 

［次知识责任］須田禎一 訳 

 

 

［正题名］ベトナム·アメリカ·安保 

［第一责任人］松岡洋子著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1970.7 

［主题词］政治 

［知识责任］松岡洋子 著 

 

 

［正题名］恋愛なんかやめておけ 

［第一责任人］松田道雄著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1970.5 

［丛编题名］ちくま少年図書館 

［丛编题名］チクマ ショウネン トショカン 1 心の相談室 

［知识责任］松田道雄 著 

 

 

［正题名］パワー·エリート 

［第一责任人］鵜飼信成,綿貫譲治訳 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1958.12 

［主题词］アメリカ合衆国/文化 

［主题词］アメリカ合衆国/社会 

［主题词］エリート/アメリカ合衆国 

［知识责任］鵜飼信成 訳 

［知识责任］綿貫譲治 訳 

 

 

［正题名］續羣書類從 

［第一责任人］続群書類従完成會［編］ 

［出版者］續群書類従完成會 

［出版日期］1937.7 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1937.7 a490pd19cm1 a 續群書類従 A グンショ 

ルイジュウ 1 a 雜部 a210.088v302a 続群書類従完成會 A ゾクグンショルイジュウカンセ



イ カ イ 4 編  0aJPbNIIc19990427 2aCNbCASS11c20030722 

a11bR0002190d210.088e0f1v :30(1)zxm aR0002190hR0002190 

!!JB2188 

CGRS010D150 円 

［正题名］北陸 

［第一责任人］矢吹勝二編 

［出版者］日本交通公社 

［出版日期］1962.6 

［丛编题名］最新旅行案内 

［丛编题名］サイシン リョコウ アンナイ 10 

［知识责任］矢吹勝二 編 

 

 

［正题名］世界資本主義のたそがれ 

［第一责任人］ウィリアム·Z·フォスター著 

［译者］世界思想研究会訳 

［出版者］富士出版社 

［出版日期］1952.6 

［附注内容］訳者は奥付とはしがきによる 

［附注内容］標題紙と表紙には世界思想研究所訳とあり 

［主题词］資本主義 

［知识责任］ウィリアム·Z·フォスター 著 

［知识责任］Foster 著 

［次知识责任］世界思想研究会 訳 

 

 

［正题名］能登 

［第一责任人］安水稔和著 

［出版者］蜘蛛出版社 

［出版日期］1962 

［知识责任］安水稔和 著 

 

 

［正题名］國家 

［第一责任人］H.J.ラスキ [著] 

［译者］石上良平譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.3 

［丛编题名］岩波現代叢書 

［丛编题名］イワナミ ゲンダイ ソウショ 

［主题词］国家 

［主题词］政治学 

［知识责任］Laski [著] 

［次知识责任］石上良平 譯 



 

 

［正题名］天皇に関する 12 章 

［第一责任人］南方紀洋著 

［出版者］晩声社 

［出版日期］1981.4 

［丛编题名］ヤゲンブラ選書 

［丛编题名］ヤゲンブラ センショ 

［附注内容］天皇陛下の肖像あり 

［知识责任］南方紀洋 著 

 

 

［正题名］天皇制に関する理論的諸問題 

［第一责任人］神山茂夫著 

［出版者］民主評論社 

［出版日期］1947.6 

［主题词］天皇制 

［知识责任］神山茂夫 著 

 

 

［正题名］ファシズム論 

［第一责任人］R·パーム·ダット著 

［译者］岡田丈夫訳 

［出版者］理論社 

［出版日期］1953.11 

［知识责任］R·パーム·ダット 著 

［知识责任］Dutt 著 

［次知识责任］岡田丈夫 訳 

 

 

［正题名］戰爭問題の史的考察 

［第一责任人］ジノヴイエフ著 

［译者］上村正夫譯 

［出版者］共生閣 

［出版日期］1930.4 

［知识责任］ジノヴイエフ 著 

［知识责任］Zinovyev 著 

［次知识责任］上村正夫 譯 

 

 

［正题名］共産主義者のこころ 

［第一责任人］井之口政雄著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1956.7 



［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 45 

［知识责任］井之口政雄 著 

 

 

［正题名］近衛文麿 

［第一责任人］岡義武著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 826 

［附注内容］参考文献:p.248-249 

［知识责任］岡義武 著 

 

 

［正题名］日本の右翼 

［第一责任人］奈古浦太郎著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1960.11 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 275 

［知识责任］奈古浦太郎 著 

 

 

［正题名］猿簔 

［第一责任人］幸田露伴著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937.2 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1433-1434a 

［附注内容］シリーズ番号表示: 第 9 刷(2001 年)の標題紙には「31-012-10」背表紙には

「緑 12-10」の表示あり 

［主题词］俳諧/評釈 

［知识责任］幸田露伴 著 

 

 

［正题名］玉くしげ·秘本玉くしげ 

［第一责任人］本居宣長著 

［译者］村岡典嗣校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1065 

［知识责任］本居宣長 著 



［次知识责任］村岡典嗣 校訂 

 

 

［正题名］歎異抄 

［第一责任人］[親鸞述] 

［译者］[唯圓編] 

［译者］金子大栄校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1931.6 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 732 

［主题词］歎異鈔 

［知识责任］親鸞 [述] 

［知识责任］金子大栄 校訂 

［次知识责任］唯圓 [編] 

 

 

［正题名］西鶴織留 

［第一责任人］井原西鶴著 

［译者］麻生磯次,富士昭雄訳注 

［出版者］明治書院 

［出版日期］1976.1 

［丛编题名］対訳西鶴全集 

［丛编题名］タイヤク サイカク ゼンシュウ 井原西鶴[著] 麻生磯次, 富士昭雄訳注 14 

［知识责任］井原西鶴 著 

［次知识责任］麻生磯次 訳注 

［次知识责任］富士昭雄 訳注 

 

 

［正题名］葉隱 

［第一责任人］和辻哲郎,古川哲史校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941.9 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2307-2308 

［主题词］武士道 

［知识责任］和辻哲郎 校訂 

［知识责任］古川哲史 校訂 

 

 

［正题名］社會學上より見たる藝術 

［第一责任人］ギュイヨー[著] 

［译者］大西克禮,小方庸正譯 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1931.7 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 708-709 

［知识责任］Guyau [著] 

［次知识责任］小方庸正 譯 

［次知识责任］大西克禮 

 

 

［正题名］日本地産論 

［第一责任人］フェスカ [著] 

［译者］櫻井武雄解題 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1944.8 

［丛编题名］明治文化叢書 

［丛编题名］メイジ ブンカ ソウショ 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］作物栽培 

［知识责任］桜井武雄 解題 

［知识责任］フェスカ  [著] 

［知识责任］Fesca [著] 

 

 

［正题名］結核をなくすために 

［第一责任人］松田道雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1950.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-32 

［主题词］結核 

［知识责任］松田道雄 著 

 

 

［正题名］富士 

［第一责任人］武田泰淳著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1973.8 

［丛编题名］中公文庫 

［丛编题名］チュウコウ ブンコ 

［知识责任］武田泰淳 著 

 

 

［正题名］真珠湾の審判 

［第一责任人］ロバート·A·シオボールド著 

［译者］中野五郎訳 



［出版者］大日本雄弁会講談社 

［出版日期］1954.8 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］Theobald 著 

［次知识责任］中野五郎, 訳 

 

 

［正题名］子供をまもる 

［第一责任人］伊福部敬子著 

［出版者］千代田出版社 

［出版日期］1952.2 

［知识责任］伊福部敬子 著 

 

 

［正题名］日の丸·君が代と学校教育 

［第一责任人］仲俣義孝著 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1990.2 

［丛编题名］新日本新書 

［丛编题名］シンニホン シンショ 398 

［主题词］教育行政 

［主题词］国旗 

［主题词］国歌 

［知识责任］仲俣義孝 著 

 

 

［正题名］期待される人間像 

［第一责任人］文部省著 

［出版者］文部省印刷局 

［出版日期］1966.12 

［丛编题名］広報資料 

［丛编题名］コウホウ シリョウ 33 

［附注内容］16 刷(1976.6)の発行者: 大蔵省印刷局 

［附注内容］MEJ 9937 

 

 

［正题名］現代社会批判 

［第一责任人］清水幾太郎著 

［出版者］大日本雄弁会講談社 

［出版日期］1954.8 

［知识责任］清水幾太郎 著 

 

 

［正题名］アジアに架ける橋 



［第一责任人］白井為雄著 

［出版者］日本政治資料調査会 

［出版日期］1967.12 

［丛编题名］日本青年講座叢書 

［丛编题名］ニホン セイネン コウザ ソウショ 1 

［附注内容］発売:原書房(東京) 

［知识责任］白井達男 著 

 

 

［正题名］真実は壁を透して 

［第一责任人］松川文集編纂委員会編 

［出版者］月曜書房 

［出版日期］1952 

［附注内容］遡及 

［知识责任］松川文集編纂委員会 編 

 

 

［正题名］政治哲學の急務 

［第一责任人］田邊元著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1946.6 

［知识责任］田辺元 著 

 

 

［正题名］天皇制なんかいらない 

［第一责任人］天皇制の賛美·強化に反対する共同声明運動,日本基督教団·天皇代替りに

関する情報センター共編 

［出版者］新地平社 

［出版日期］1989.6 

［附注内容］発売:れんが書房新社 

［主题词］天皇制 

［主题词］大喪 

 

 

［正题名］日本現代史 

［第一责任人］藤井松一,石井金一郎,大江志乃夫著 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1961.10 

［丛编题名］合同新書 

［丛编题名］ゴウドウ シンショ 48 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］藤井松一 著 

［知识责任］大江志乃夫 著 

［知识责任］石井金一郎 著 



 

 

［正题名］日本現代史 

［第一责任人］藤井松一,石井金一郎,大江志乃夫著 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1962.8 

［丛编题名］合同新書 

［丛编题名］ゴウドウ シンショ 50 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］藤井松一 著 

［知识责任］大江志乃夫 著 

［知识责任］石井金一郎 著 

 

 

［正题名］農村の生活 

［第一责任人］河合悦三著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ (青版)89 

［主题词］農村 

［知识责任］河合悦三 著 

 

 

［正题名］農民運動の反省 

［第一责任人］大沢久明,鈴木清,塩崎要祐共著 

［出版者］新興出版社 

［出版日期］1956 

［主题词］農民運動 

［知识责任］大沢久明 著 

［知识责任］鈴木清, 著 

［知识责任］塩崎要祐 著 

 

 

［正题名］同時代としての中国 

［第一责任人］竹内実著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1976.4 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/政治 

［知识责任］竹内実 著 

 

 

［正题名］戦後日本の科学運動 

［第一责任人］広重徹著 



［出版者］中央公論社 

［出版日期］1960.10 

［主题词］自然科学/歴史/日本 

［知识责任］広重徹 著 

 

 

［正题名］新しい農民運動 

［第一责任人］農民運動研究会編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1956.7 

［主题词］農民運動 

 

 

［正题名］現代革命運動事典 

［第一责任人］現代革命運動事典編集委員会編 

［出版者］流動出版 

［出版日期］1981.10 

［附注内容］戦後革命運動史関係年表:p346～386 

［主题词］革命/辞書 

［主题词］政治運動/辞書 

［主题词］社会運動/日本/歴史/昭和時代/辞書 

 

 

［正题名］基督教独立伝道者村田大造著作集 

［第一责任人］村田大造著 

［出版者］村田大造著作刊行会 

［出版日期］1972.7 

［主题词］キリスト教/感想·説教 

［知识责任］村田大造 著 

 

 

［正题名］自由のため炎は燃えて 

［第一责任人］北海道大學職員組合著 

［译者］北海道大學學生自治會中央委員會,北海道合同通信社編 

［出版者］[出版者不明] 

［出版日期］1952 

［附注内容］自家複製版 

［知识责任］北海道大學職員組合 著 

［次知识责任］北海道合同通信社 編 

［次知识责任］北海道大學學生自治會中央委員 編 

 

 

［正题名］日本再登場 

［第一责任人］杉捷夫等訳 



［出版者］月曜書房 

［出版日期］1952.5 

［附注内容］フランスの月刊誌“レ·タン·モデルヌ"より編訳 

［主题词］アジア/政治 

［知识责任］杉捷夫 訳 

 

 

［正题名］現代日本の革新思想 

［第一责任人］梅本克己[ほか]著 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1966.1 

［知识责任］梅本克己 著 

 

 

［正题名］日本社会党建設論 

［第一责任人］深田肇編著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1976.7 

［主题词］日本社会党 

［知识责任］深田肇 編著 

 

 

［正题名］転機にたつアジア政策 

［第一责任人］E·O·ライシアウアー著 

［译者］アジア協会訳 

［出版者］一橋書房 

［出版日期］1957.3 

［知识责任］E·O·ライシアウアー 著 

［知识责任］Reischauer 著 

 

 

［正题名］日本共産党の創立 

［第一责任人］犬丸義一著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1982.10 

［主题词］日本共産党 

［知识责任］犬丸義一 著 

 

 

［正题名］不服従の遺産 

［第一责任人］竹内好著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1961.7 

［主题词］政治/論説 



［知识责任］竹内好 著 

 

 

［正题名］新版進歩的文化人 

［第一责任人］思想運動研究所編 

［出版者］全貌社 

［出版日期］1965.10 

［主题词］日本/伝記 

 

 

［正题名］帝国主義の終末 

［第一责任人］ジョン·ストレイチー[著] 

［译者］関嘉彦[ほか]訳 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1962.5 

［主题词］帝国主義/イギリス 

［知识责任］ストレイチー [著] 

［知识责任］Strachey [著] 

［次知识责任］関嘉彦 訳 

 

 

［正题名］岩波六法全書 

［第一责任人］末川博編著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.2 

［主题词］日本/法令 

［知识责任］末川博 編著 

 

 

［正题名］在米社会主義者·無政府主義者沿革 

［第一责任人］社会文庫[著] 

［出版者］柏書房 

［出版日期］1964 

［丛编题名］社会文庫叢書 

［丛编题名］シャカイ ブンコ ソウショ 社会文庫編 1 

［附注内容］覆刻版 

［主题词］社会運動/日本/歴史 

［主题词］社会主義/日本/歴史 

 

 

［正题名］日本社会党史史料 

［第一责任人］社会文庫編 

［出版者］柏書房 

［出版日期］1966.1 



［丛编题名］社会文庫叢書 

［丛编题名］シャカイ ブンコ ソウショ 社会文庫編 [6] 

［附注内容］初版の奥付には巻数が IV とあり 

［主题词］社会運動/日本/歴史 

［主题词］社会主義/日本/歴史 

 

 

［正题名］滿洲共産匪の研究 

［第一责任人］満洲国軍政部軍事調査部編 

［出版者］大安 

［出版日期］1964.9 

［附注内容］軍政部顧問部刊(康徳 4 年)の複製 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］中国共産党 

 

 

［正题名］社会主義者無政府主義者人物研究史料 

［第一责任人］社会文庫編 

［出版者］柏書房 

［出版日期］1964.10 

［丛编题名］社会文庫叢書 

［丛编题名］シャカイ ブンコ ソウショ 社会文庫編 7 

［主题词］社会運動/日本/歴史 

［主题词］社会主義/日本/歴史 

 

 

［正题名］社会主義者無政府主義者人物研究史料 

［第一责任人］社会文庫編 

［出版者］柏書房 

［出版日期］1966.9 

［丛编题名］社会文庫叢書 

［丛编题名］シャカイ ブンコ ソウショ 社会文庫編 8 

［主题词］社会運動/日本/歴史 

［主题词］社会主義/日本/歴史 

 

 

［正题名］無産政党史史料(戦前) 

［第一责任人］社会文庫編 

［出版者］柏書房 

［出版日期］1965.2 

［丛编题名］社会文庫叢書 

［丛编题名］シャカイ ブンコ ソウショ 社会文庫編 3 

［主题词］社会運動/日本/歴史 

［主题词］社会主義/日本/歴史 



［主题词］社会運動 

 

 

［正题名］満州開発四十年史 

［第一责任人］満史会編 

［出版者］満州開発四十年史刊行会 

［出版日期］1965.1 

［正题名］満州開発四十年史 

［第一责任人］満史会編 

［出版者］満州開発四十年史刊行会 

［出版日期］1964.1 

［正题名］昭和期官憲思想調査報告 

［第一责任人］社会文庫編 

［出版者］柏書房 

［出版日期］1965.10 

［丛编题名］社会文庫叢書 

［丛编题名］シャカイ ブンコ ソウショ 社会文庫編 5 

［主题词］社会運動/日本/歴史 

［主题词］社会主義/日本/歴史 

 

 

［正题名］大正期思想団体視察人報告 

［第一责任人］社会文庫編 

［出版者］柏書房 

［出版日期］1965.6 

［丛编题名］社会文庫叢書 

［丛编题名］シャカイ ブンコ ソウショ 社会文庫編 2 

［主题词］社会運動/日本/歴史 

［主题词］社会主義/日本/歴史 

 

 

［正题名］満州開発四十年史 

［第一责任人］満史会編 

［出版者］満州開発四十年史刊行会 

［出版日期］1964.6 

［正题名］若き北一輝 

［第一责任人］松本健一著 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1971 

［附注内容］北一輝初期年譜:p.290-295 

［知识责任］松本健一 著 

 

 

［正题名］二·二六事件全検証 



［第一责任人］北博昭著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］2003.1 

［丛编题名］朝日選書 

［丛编题名］アサヒ センショ 721 

［附注内容］おもな引用·参考文献: p221-230 

［主题词］二·二六事件 

［知识责任］北博昭 著 

 

 

［正题名］國防國家の綱領 

［第一责任人］企畫院研究會著 

［出版者］新紀元社 

［出版日期］1941.11 

［主题词］国防政策 

 

 

［正题名］帝国主義とファシズム 

［第一责任人］小此木真三郎著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1971.3 

［主题词］世界史/20 世紀 

［主题词］帝国主義 

［主题词］ファシズム 

［知识责任］小此木真三郎 著 

 

 

［正题名］二·二六事件全検証 

［第一责任人］北博昭著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］2003.1 

［丛编题名］朝日選書 

［丛编题名］アサヒ センショ 721 

［附注内容］おもな引用·参考文献: p221-230 

［主题词］二·二六事件 

［知识责任］北博昭 著 

 

 

［正题名］北一輝論 

［第一责任人］松本健一 [著] 

［出版者］講談社 

［出版日期］1996.2 

［丛编题名］講談社学術文庫 

［丛编题名］コウダンシャ ガクジュツ ブンコ [1214] 



［附注内容］北一輝年譜: p348-359 

［知识责任］松本健一 [著] 

 

 

［正题名］橘孝三郎 

［第一责任人］松沢哲成著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1972 

［知识责任］松沢哲成 著 

 

 

［正题名］北一輝と日本の近代 

［第一责任人］G.M.ウィルソン著 

［译者］岡本幸治訳 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1971.12 

［附注内容］参考文献および文献補遺: p221-243 

［附注内容］Radical nationalist in Japan : Kita Ikki, 1883-1937(Harvard Univ. Press, 

1969)の全訳 

［知识责任］G.M.ウィルソン 著 

［知识责任］Wilson 著 

［次知识责任］岡本幸治 訳 

 

 

［正题名］北一輝の人間像 

［第一责任人］宮本盛太郎編 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1976.8 

［丛编题名］有斐閣選書 

［丛编题名］ユウヒカク センショ 

［知识责任］宮本盛太郎 編 

 

 

［正题名］超国家主義 

［第一责任人］橋川文三編集 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1964.11 

［丛编题名］現代日本思想大系 

［丛编题名］ゲンダイ ニホン シソウ タイケイ 31 

［附注内容］著者略歴·著作·参考文献: p413-422 

［附注内容］超国家主義関係略年表: p423-426 

［主题词］日本思想 

［知识责任］橋川文三 編集 

 



 

［正题名］ファシズム論 

［第一责任人］R.デ·フェリーチェ著 

［译者］藤沢道郎,本川誠二訳 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1973.7 

［丛编题名］平凡社選書 

［丛编题名］ヘイボンシャ センショ 24 

［附注内容］文献ノート:p.316-321 

［主题词］ファシズム 

［知识责任］フェリーチェ 著 

［知识责任］De Felice 著 

［次知识责任］藤沢道郎 訳 

［次知识责任］本川誠二 訳 

 

 

［正题名］日本國家主義の發展 

［第一责任人］加田哲二著 

［出版者］慶応書房 

［出版日期］1938.10 

［主题词］国家主義 

［知识责任］加田哲二 著 

 

 

［正题名］「日本ファシズム」論 

［第一责任人］江口圭一編集·解説 

［出版者］校倉書房 

［出版日期］1977.5 

［丛编题名］歴史科学大系 

［丛编题名］レキシ カガク タイケイ 歴史科学協議会編 第 12 巻 

［附注内容］監修: 石母田正ほか 

［主题词］ファシズム 

［知识责任］江口圭一 解説 

 

 

［正题名］北一輝「日本改造法案」 

［第一责任人］解説:古谷綱正 

［出版者］鱒書房 

［出版日期］1971 

［附注内容］付録(p.143-152):永田鉄山「上司に具申する意見覚書」 

［附注内容］発売:ビデオ出版 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［主题词］二·二六事件 

［知识责任］古谷綱正 解説 



 

 

［正题名］日本ファシズム研究序説 

［第一责任人］安部博純著 

［出版者］未來社 

［出版日期］1975.12 

［主题词］ファシズム 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［知识责任］安部博純 著 

 

 

［正题名］日本の課題と世界史 

［第一责任人］高山岩男著 

［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1943.8 

［主题词］世界史/20 世紀 

［主题词］歴史哲学 

［知识责任］高山岩男 著 

 

 

［正题名］北一輝研究 

［第一责任人］宮本盛太郎著 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1975 

［附注内容］北一輝研究文献目録:p288-321 

［知识责任］宮本盛太郎 著 

 

 

［正题名］北一輝 

［第一责任人］滝村隆一著 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1973.5 

［知识责任］滝村隆一 著 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.4 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ



ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.4 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.2 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 



ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.2 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.12 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ



セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.12 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1951.2 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 



［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1951.2 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1951.2 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1951.2 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー



ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1951.2 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1951.12 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ



ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.3 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.3 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 



ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1949.11 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1949.11 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ



セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.7 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1951.4 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 



［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.7 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1951.4 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1951.1 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー



ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1951.1 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.8 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ



ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.9 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.9 

［附注内容］内容 :新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 



ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.6 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.6 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ



セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.11 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.10 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 



［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.10 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1951.3 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー

ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1951.3 

［附注内容］内容:新世界観の成立,共産主義通信委員会 上 新世界観の成立 現象論のヘー



ゲル的構成(マルクス著 森宏一訳) 市民社会と共産主義革命(マルクス著 森宏一訳) フォ

イエルバッハについて(マルクス著 森宏一訳) フォイエルバッハー『ドイツ·イデオロギ

ー』第 1 部(マルクス著 森宏一訳) 政治的自由主義ー『ドイツ·イデオロギー』第 3 部(マ

ルクス著 森宏一訳) 初期の共産主義的宣伝活動 ロンドンにおける諸国民の祝祭(エンゲ

ルス著 村山恭二訳) ドイツの状態(エンゲルス著 水戸二郎訳) 共産主義通信委員会 マル

クスからプルードンへ(マルクス著 石堂清倫訳) ヘルマン·クリーゲの編集する『フオル

クストリブーン』(マルクス,エンゲルス共著 石堂清倫訳) 在ブリュッセル·ドイツ民主的

共産主義者からファーガス·オコンナーへの挨拶(マルクス,エンゲルス共著 水戸二郎訳) 

ブリュッセルの共産主義通信委員会への通信(エンゲルス著 平沢三郎訳) ドイツのス·タ

トウス·クォ(エンゲルス著 伊藤新一訳) プロシヤ憲法(エンゲルス著 水戸二郎訳) 下 

［附注内容］プルードン主義との闘争 マルクスからアネンコフへ(マルクス著 高山洋吉訳) 

哲学の貧困(マルクス著 由井知郎,峰敏男訳) 附:スペイン語版についてエンゲルスからホ

セメサへ(エンゲルス著 石堂清倫訳) 解説 

 

 

［正题名］徳川禁令考後聚 

［第一责任人］司法省庶務課［編］ 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1931.7 

［附注内容］編輯責任者は菊池駿助 

［附注内容］司法省庶務課明治 16 年刊の複製 

［主题词］法制/日本/歴史/近世 

［主题词］武家法制 

［知识责任］菊池駿助 編輯 

 

 

［正题名］徳川禁令考後聚 

［第一责任人］司法省庶務課［編］ 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1931.9 

［附注内容］編輯責任者は菊池駿助 

［附注内容］司法省庶務課明治 16 年刊の複製 

［主题词］法制/日本/歴史/近世 

［主题词］武家法制 

［知识责任］菊池駿助 編輯 

 

 

［正题名］近世社会経済叢書 

［第一责任人］本庄栄治郎[ほか]共編 

［出版者］改造社 

［出版日期］1927.1 

［附注内容］改造社 大正 15 年～昭和 2 年刊の復刻,合本 

［主题词］日本/歴史/江戸時代/史料 

［主题词］日本/社会/歴史/江戸時代/史料 



［主题词］日本/経済/歴史 

［知识责任］本庄栄治郎 共編 

 

 

［正题名］幕末における対馬と英露 

［第一责任人］日野清三郎著 

［译者］長正統編 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1968.12 

［主题词］日本/外国関係/歴史/江戸末期 

［知识责任］日野清三郎 著 

［次知识责任］長正統 編 

 

 

［正题名］幕末外交史の研究 

［第一责任人］大塚武松著 

［出版者］宝文館 

［出版日期］1952.11 

［主题词］日本/外国関係/歴史/江戸末期 

［知识责任］大塚武松 著 

 

 

［正题名］日本人の起源 

［第一责任人］埴原和郎編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1994.12 

［丛编题名］朝日選書 

［丛编题名］アサヒ センショ 517 

［附注内容］年表: 巻末 

［主题词］日本人 

［知识责任］埴原和郎 編 

 

 

［正题名］牧民金鑑 

［第一责任人］荒井顯道編 

［译者］瀧川政次郎校訂 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1935.10 

［主题词］法制史/日本/江戸時代/史料 

［知识责任］荒井顕道 編 

［知识责任］滝川政次郎 校訂 

 

 

［正题名］牧民金鑑 



［第一责任人］荒井顯道編 

［译者］瀧川政次郎校訂 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1935.10 

［主题词］法制史/日本/江戸時代/史料 

［知识责任］荒井顕道 編 

［知识责任］滝川政次郎 校訂 

 

 

［正题名］天誅組擧兵始末考 

［第一责任人］原平三 [著] 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］「史學雑誌」第 48 編第 9·10 号の別刷 

［主题词］天誅組 

［知识责任］原平三 [著] 

 

 

［正题名］幕末の外交 

［第一责任人］大塚武松著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.4 

［丛编题名］岩波講座日本歴史 

［丛编题名］イワナミ コウザ ニホン レキシ 国史研究会編 

［附注内容］第 7 回配本 4 

［知识责任］大塚武松 著 

 

 

［正题名］幕末に於ける世界情勢及び外交事情 

［第一责任人］服部之總著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.5 

［丛编题名］日本資本主義發達史講座 

［丛编题名］ニホン シホン シュギ ハッタツシ コウザ 第 1 部 明治維新史 

［主题词］日本/外国関係/歴史/江戸末期 

［知识责任］服部之総 著 

 

 

［正题名］幕末に於ける佛國軍事教官招聘に就いて 

［第一责任人］大塚武松著 

［出版者］[軍事史学会] 

［出版日期］[1936] 

［附注内容］「軍事史研究」 第 1 巻第 2 号別刷 



［知识责任］大塚武松 著 

 

 

［正题名］舊幕時代に於ける藝灣養蠣業の発展過程 

［第一责任人］羽原又吉 [著] 

［出版者］[社会経済史學會] 

［出版日期］[1937.3] 

［附注内容］「社会経済史學」第 6 巻第 11 號(昭和 12 年 3 月発行)別刷 

［知识责任］羽原又吉 [著] 

 

 

［正题名］徳川禁令考 

［第一责任人］司法大臣官房庶務課編 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1931.8 

［附注内容］第 1-6 帙:法制禁令之部 第 1-62 巻. 

［附注内容］編集責任者は菊池駿助 

［主题词］法制/日本/歴史/近世 

［主题词］武家法制 

 

 

［正题名］徳川禁令考 

［第一责任人］司法大臣官房庶務課編 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1931.9 

［附注内容］第 1-6 帙:法制禁令之部 第 1-62 巻. 

［附注内容］編集責任者は菊池駿助 

［主题词］法制/日本/歴史/近世 

［主题词］武家法制 

 

 

［正题名］徳川禁令考 

［第一责任人］司法大臣官房庶務課編 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1931.10 

［附注内容］第 1-6 帙:法制禁令之部 第 1-62 巻. 

［附注内容］編集責任者は菊池駿助 

［主题词］法制/日本/歴史/近世 

［主题词］武家法制 

 

 

［正题名］徳川禁令考 

［第一责任人］司法大臣官房庶務課編 

［出版者］吉川弘文館 



［出版日期］1931.12 

［附注内容］第 1-6 帙:法制禁令之部 第 1-62 巻. 

［附注内容］編集責任者は菊池駿助 

［主题词］法制/日本/歴史/近世 

［主题词］武家法制 

 

 

［正题名］徳川禁令考 

［第一责任人］司法大臣官房庶務課編 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1932.3 

［附注内容］第 1-6 帙:法制禁令之部 第 1-62 巻. 

［附注内容］編集責任者は菊池駿助 

［主题词］法制/日本/歴史/近世 

［主题词］武家法制 

 

 

［正题名］徳川禁令考 

［第一责任人］司法大臣官房庶務課編 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1932.6 

［附注内容］第 1-6 帙:法制禁令之部 第 1-62 巻. 

［附注内容］編集責任者は菊池駿助 

［主题词］法制/日本/歴史/近世 

［主题词］武家法制 

 

 

［正题名］日本經濟叢書 

［第一责任人］滝本誠一編 

［出版者］日本経済叢書刊行会 

［出版日期］1914.10 

［知识责任］滝本誠一 編 

 

 

［正题名］日本經濟叢書 

［第一责任人］滝本誠一編 

［出版者］日本経済叢書刊行会 

［出版日期］1914.6 

［知识责任］滝本誠一 編 

 

 

［正题名］日本經濟叢書 

［第一责任人］滝本誠一編 

［出版者］日本経済叢書刊行会 



［出版日期］1914.6 

［知识责任］滝本誠一 編 

 

 

［正题名］日本經濟叢書 

［第一责任人］滝本誠一編 

［出版者］日本経済叢書刊行会 

［出版日期］1914.6 

［知识责任］滝本誠一 編 

 

 

［正题名］元号 

［第一责任人］大森和夫著 

［出版者］長崎出版 

［出版日期］1976.11 

［附注内容］元号関係参考文献:p.211-212 

［主题词］年号 

［知识责任］大森和夫 著 

 

 

［正题名］日本の情報産業 

［第一责任人］YTV 情報産業研究グループ編 

［出版者］サイマル出版会 

［出版日期］1975 

［主题词］情報産業 

 

 

［正题名］日本の情報産業 

［第一责任人］YTV 情報産業研究グループ編 

［出版者］サイマル出版会 

［出版日期］1975 

［主题词］情報産業 

 

 

［正题名］GHQ 

［第一责任人］竹前栄治著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-232 

［附注内容］巻末:主な引用·参考文献 

［主题词］日本管理政策 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］竹前栄治 著 



 

 

［正题名］天皇ヒロヒトよ! 

［第一责任人］「季刊クライシス」編集委員会編 

［出版者］社会評論社 

［出版日期］1986.5 

［附注内容］『季刊クライシス』臨時増刊 

［主题词］天皇制 

 

 

［正题名］世界の君主制 

［第一责任人］浜林正夫,土井正興,佐々木隆爾編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1990.2 

［附注内容］参考文献: p223-227 

［主题词］君主政治 

［主题词］天皇制 

［知识责任］浜林正夫 編 

［知识责任］土井正興 編 

［知识责任］佐々木隆爾 編 

 

 

［正题名］天皇のまつり 

［第一责任人］大野健雄著 

［出版者］日本教文社 

［出版日期］1979.9 

［主题词］神道 

［主题词］祭祀 

［知识责任］大野健雄 著 

 

 

［正题名］天皇制と部落問題 

［第一责任人］歴史教育者協議会編 

［出版者］新興出版社 

［出版日期］1992.9 

［丛编题名］歴史地理教育実践選集 

［丛编题名］レキシ チリ キョウイク ジッセン センシュウ 歴史教育者協議会編 第 24

巻 

［附注内容］協力: あずみの書房 

［主题词］歴史教育 

 

 

［正题名］象徴天皇制への道 

［第一责任人］中村政則著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1989.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 89 

［附注内容］参考文献: p211-213 

［主题词］日本/外国関係/アメリカ合衆国/歴史/昭和時代 

［主题词］天皇制 

［知识责任］中村政則 著 

 

 

［正题名］天皇の祭り 

［第一责任人］吉野裕子 [著] 

［出版者］講談社 

［出版日期］2000.11 

［丛编题名］講談社学術文庫 

［丛编题名］コウダンシャ ガクジュツ ブンコ [1455] 

［附注内容］「大嘗祭--天皇即位式の構造」 (弘文堂, 1987 年刊)の再刊 

［主题词］大嘗祭 

［知识责任］吉野裕子 [著] 

 

 

［正题名］ベルツの日記 

［第一责任人］トク·ベルツ編 

［译者］菅沼竜太郎訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.2 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 670 

［知识责任］ベルツ 編 

［知识责任］Baelz 編 

［次知识责任］菅沼竜太郎 訳 

 

 

［正题名］昭和の終焉と天皇制の現在 

［第一责任人］天皇の戦争責任を追及し、沖縄訪問に反対する東京会議編 

［译者］井上清[ほか]著 

［出版者］新泉社 

［出版日期］1988.12 

［丛编题名］講座·天皇制論 

［丛编题名］コウザ テンノウセイロン 天皇の戦争責任を追及し、沖縄訪問に反対する東

京会議編 

［主题词］天皇制 

［次知识责任］井上清 [著] 

 



 

［正题名］天皇制の現在と皇太子 

［第一责任人］日本共産党[著] 

［出版者］日本共産党中央委員会出版局 

［出版日期］1988.9 

［丛编题名］共産党ブックレット 

［丛编题名］キョウサントウ ブックレット 13 

［主题词］天皇制 

 

 

［正题名］文化革命の基本的任務 

［第一责任人］藏原惟人著 

［出版者］日本民主主義文化連盟 

［出版日期］1947.12 

［丛编题名］文連文庫 

［丛编题名］ブンレン ブンコ 

［知识责任］藏原惟人 著 

 

 

［正题名］天皇·天皇制·百姓·沖縄 

［第一责任人］安良城盛昭著 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1989.4 

［主题词］日本/歴史 

［主题词］天皇制/歴史 

［主题词］天皇制 

［主题词］天皇 

［主题词］歴史学 

［知识责任］安良城盛昭 著 

 

 

［正题名］危機にたつ象徴天皇制 

［第一责任人］天皇の戦争責任を追及し、沖縄訪問に反対する東京会議編 

［译者］小西誠ほか著 

［出版者］新泉社 

［出版日期］1990.1 

［丛编题名］講座·天皇制論 

［丛编题名］コウザ テンノウセイロン 天皇の戦争責任を追及し、沖縄訪問に反対する東

京会議編 2 

［附注内容］天皇関係史年表(1945～1989 年 4 月):p228～231 

［主题词］天皇制 

［次知识责任］小西誠 著 

 

 



［正题名］憲法と天皇制 

［第一责任人］横田耕一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 129 

［附注内容］参考文献: p235-237 

［主题词］天皇制 

［主题词］憲法/日本 

［知识责任］横田耕一 著 

 

 

［正题名］天皇制の歴史心理 

［第一责任人］和歌森太郎著 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1973.6 

［主题词］天皇制/歴史 

［知识责任］和歌森太郎 著 

 

 

［正题名］ニッポン日記 

［第一责任人］マーク·ゲイン [著] 

［译者］井本威夫訳 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1951.11 

［主题词］日本/社会 

［知识责任］Gayn 著 

［次知识责任］井本威夫 訳 

 

 

［正题名］大嘗祭に対する国費支出は憲法違反 

［第一责任人］「即·大」いけん訴訟団編 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1990.10 

［主题词］憲法/日本 

［主题词］大嘗祭 

［主题词］天皇制 

 

 

［正题名］南京大虐殺 

［第一责任人］藤原彰[著] 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.10 

［丛编题名］岩波ブックレット 



［丛编题名］イワナミ ブックレット シリーズ昭和史 No.5 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］藤原彰 [著] 

 

 

［正题名］元号を考える 

［第一责任人］鈴木武樹編 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1977.2 

［附注内容］元号関係年表:p.235～252 

［主题词］年号 

［知识责任］鈴木武樹 編 

 

 

［正题名］天皇制打倒論 

［第一责任人］柏木俊秋著 

［出版者］前進社出版部 

［出版日期］1989.7 

［附注内容］参考文献一覧:p314～316 

［主题词］天皇制 

［知识责任］柏木俊秋 著 

 

 

［正题名］陛下にヨロシク 

［第一责任人］毎日新聞京都支局編 

［出版者］長征社 

［出版日期］1989.4 

［附注内容］昭和·京都小史:p338～342 

［主题词］新聞記者 

 

 

［正题名］元号ーいま問われているもの 

［第一责任人］村松剛[等]著 

［出版者］日本教文社 

［出版日期］1977.12 

［附注内容］元号問題関係年表:p.190～196 

［主题词］年号 

［知识责任］村松剛 著 

 

 

［正题名］國號國旗國歌の研究 

［第一责任人］勝俣忠幸著 

［出版者］東山書房 

［出版日期］1951 



［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］国号 

［主题词］国旗 

［主题词］国歌 

［知识责任］勝俣忠幸 著 

 

 

［正题名］ベルツの日記 

［第一责任人］トク·ベルツ編 

［译者］菅沼竜太郎訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.2 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 670 

［知识责任］ベルツ 編 

［知识责任］Baelz 編 

［次知识责任］菅沼竜太郎 訳 

 

 

［正题名］天皇制の侵略責任と戦後責任 

［第一责任人］千本秀樹著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1990.10 

［主题词］天皇制 

［主题词］戦争犯罪 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］千本秀樹 著 

 

 

［正题名］天皇と近代日本精神史 

［第一责任人］飛鳥井雅道著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1989.7 

［主题词］日本/歴史/近代 

［主题词］日本思想 

［主题词］天皇制 

［主题词］政治思想/日本/歴史/明治以後 

［主题词］社会思想/日本/歴史/明治以後 

［主题词］天皇制 

［知识责任］飛鳥井雅道 著 

 

 

［正题名］比較のなかの日本国憲法 

［第一责任人］樋口陽一著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 95 

［附注内容］ISBN は 1989 年発行版による 

［主题词］憲法/日本 

［知识责任］樋口陽一 著 

 

 

［正题名］戦後日本共産党史 

［第一责任人］小山弘健著 

［出版者］三月書房 

［出版日期］1958.7 

［主题词］日本共産党/歴史 

［知识责任］小山弘健 著 

 

 

［正题名］日本における失敗 

［第一责任人］ロバート·B·テクスター著 

［译者］下島連訳 

［出版者］文藝春秋新社 

［出版日期］1952.3 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］日本管理政策 

［知识责任］ロバート·B·テクスター 著 

［知识责任］Texter 著 

［次知识责任］下島連 訳 

 

 

［正题名］憲法改正の方向 

［第一责任人］八木秀次,高田元三郎共著 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1963.10 

［丛编题名］時事新書 

［丛编题名］ジジ シンショ 

［主题词］憲法/日本 

［知识责任］八木秀次 著 

［知识责任］高田元三郎 著 

 

 

［正题名］日本國憲法 

［第一责任人］時事通信社編 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1946.11 



［附注内容］附録:英文「日本國憲法」 

 

 

［正题名］明治大帝 

［第一责任人］飛鳥井雅道著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1989.1 

［丛编题名］ちくまライブラリー 

［丛编题名］チクマ ライブラリー 20 

［附注内容］明治天皇年譜:p285～293 

［知识责任］飛鳥井雅道 著 

 

 

［正题名］皇室事典 

［第一责任人］井原頼明著 

［出版者］富山房 

［出版日期］1938.6 

［主题词］皇室/日本 

［知识责任］井原頼明 著 

 

 

［正题名］天皇制を問う 

［第一责任人］直木孝次郎[ほか]著 

［译者］日本史研究会,京都民科歴史部会編 

［出版者］人文書院 

［出版日期］1990.9 

［主题词］天皇制 

 

 

［正题名］天皇 

［第一责任人］石井良助著 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1950.6 

［主题词］天皇 

［知识责任］石井良助 著 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1979.10 

［附注内容］参考図書目録:各巻末 

［附注内容］11 埼玉県別冊附録: 昭和 63 年 7 月現在増補(62p ; 22cm) 

［附注内容］29 巻(奈良県)以降は別書誌レコード<BN00094881> 



［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］角川日本地名大辞典 

［第一责任人］「角川日本地名大辞典」編纂委員会編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1990.7 

［附注内容］参考図書目録:各巻末 

［附注内容］11 埼玉県別冊附録: 昭和 63 年 7 月現在増補(62p ; 22cm) 

［附注内容］29 巻(奈良県)以降は別書誌レコード<BN00094881> 

［主题词］地名辞典/日本 

 

 

［正题名］北方領土 

［第一责任人］北方領土問題調査会編 

［出版者］中央社 

［出版日期］1971.1 

［主题词］千島 

 

 

［正题名］北方領土 

［第一责任人］編集:「北方」編纂会 

［出版者］国勢研究所 

［出版日期］1971.7 

［附注内容］北方領土年表:p.144-159 

［主题词］千島 

 

 

［正题名］横浜市史 

［第一责任人］横浜市編 

［出版者］横浜市 

［出版日期］1959.3 

［主题词］横浜市/歴史 

 

 

［正题名］尼崎現代史年表 

［第一责任人］尼崎市史編集事務局[編] 

［出版者］尼崎市 

［出版日期］1965.3 

［丛编题名］市史編集資料 

［丛编题名］シシ ヘンシュウ シリョウ 

［主题词］尼崎市 

 

 



［正题名］樺太関係文献総目録 

［第一责任人］北海道総務部行政資料室編 

［出版者］北海道 

［出版日期］1970.3 

［附注内容］折込み地図 1 枚 

 

 

［正题名］大隈文書目録 

［第一责任人］早稲田大学図書館編 

［出版者］早稲田大学図書館 

［出版日期］1952.10 

［丛编题名］早稻田大學圖書館和漢圖書分類目録 

［丛编题名］ワセダ ダイガク トショカン ワカン トショ ブンルイ モクロク 早稻田大學

圖書館編 特刊之一,追補 

［附注内容］[正]: 早稲田大学創立七十周年記念 

［附注内容］[正] 編の標題紙及び奥付に「早稲田大学大隈研究室編」とあり 

 

 

［正题名］北海道所蔵公文書件名目録 

［第一责任人］北海道総務部行政資料室編 

［出版者］北海道総務部行政資料室 

［出版日期］1972.3 

［附注内容］2 以降の編集及び出版者: 北海道総務部行政資料課 

［主题词］北海道/歴史/史料/書目 

 

 

［正题名］東洋文庫所蔵近代日本関係文献分類目録 

［第一责任人］東洋文庫近代日本研究室編 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1961.3 

［附注内容］第 1-3 巻 和書·マイクロフィルムの部 

 

 

［正题名］北海道所蔵簿書件名目録 

［第一责任人］北海道総務部行政資料課編 

［出版者］北海道総務部行政資料課 

［出版日期］1966.3 

［附注内容］第 2 部-1:付 北海道事業管理局編集公文件名目録 

［主题词］北海道/行政/書目 

 

 

［正题名］東洋文庫所蔵近代日本関係文献分類目録 

［第一责任人］東洋文庫近代日本研究室編 

［出版者］東洋文庫 



［出版日期］1961.3 

［附注内容］第 1-3 巻 和書·マイクロフィルムの部 

 

 

［正题名］北海道所蔵簿書件名目録 

［第一责任人］北海道総務部行政資料課編 

［出版者］北海道総務部行政資料課 

［出版日期］1968.3 

［主题词］北海道/行政/書目 

 

 

［正题名］北海道所蔵簿書件名目録 

［第一责任人］北海道総務部行政資料課編 

［出版者］北海道総務部行政資料課 

［出版日期］1967.3 

［主题词］北海道/行政/書目 

 

 

［正题名］北千島調査報文 

［第一责任人］高岡直吉著 

［出版者］北海道出版企画センター 

［出版日期］1975.11 

［附注内容］北海道庁明治 34 年刊の複製 

［主题词］千島/地誌 

［知识责任］高岡直吉 著 

 

 

［正题名］きけわだつみのこえ 

［第一责任人］日本戰歿學生手記編集委員會編 

［出版者］東大協同組合出版部 

［出版日期］1949.10 

［附注内容］記述は第六版による(1950 年 6 月刊) 

［附注内容］年表·略歴: p[327]-338 

［主题词］太平洋戦争 

 

 

［正题名］昭和の精神史 

［第一责任人］竹山道雄著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1956.5 

［丛编题名］新潮叢書 

［丛编题名］シンチョウ ソウショ 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］竹山道雄 著 



 

 

［正题名］昭和思想史への証言 

［第一责任人］毎日新聞社編 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1968.3 

［主题词］社会思想/歴史/昭和時代 

［主题词］社会思想/歴史/大正時代 

 

 

［正题名］支那思想と日本 

［第一责任人］津田左右吉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 3 

［主题词］日本思想/歴史 

［知识责任］津田左右吉 著 

 

 

［正题名］日本國家主義運動史 

［第一责任人］木下半治著 

［出版者］慶應書房 

［出版日期］1939.10 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［主题词］国粋主義 

［知识责任］木下半治 著 

 

 

［正题名］物語日本の労働運動 

［第一责任人］大衆の読本刊行会編 

［出版者］理論社 

［出版日期］1953.2 

［附注内容］服部之総監修 

［主题词］労働運動/日本/歴史 

［知识责任］大衆の読本刊行会 編 

 

 

［正题名］条約改正 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-203 



［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］大本営機密日誌 

［第一责任人］種村佐孝著 

［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1952.3 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］太平洋戦争年表: p255-270 

［附注内容］登場人物略歴: p271-275 

［主题词］従軍記 

［知识责任］種村佐孝 著 

 

 

［正题名］祖国を敵として 

［第一责任人］岡直樹,塩田庄兵衛,藤原彰編 

［出版者］明治文献 

［出版日期］1965.6 

［主题词］社会思想/日本/歴史 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］岡直樹 編 

［知识责任］塩田庄兵衛 編 

［知识责任］藤原彰 編 

 

 

［正题名］人民戦線戦術の諸問題 

［第一责任人］G.ディミトロフ述 

［译者］日本共産党教育宣伝部[訳] 

［出版者］日本共産党教育宣伝部 

［出版日期］1947 序 

［附注内容］教育資料 奥付なし 

［主题词］共産主義 

［主题词］人民戦線 

［知识责任］ディミトロフ 述 

［知识责任］Dimitrov 述 

［知识责任］日本共産党中央委員会教育宣伝部 [訳] 

 

 

［正题名］横浜市史 

［第一责任人］横浜市編 

［出版者］横浜市 

［出版日期］1960.3 

［主题词］横浜市/歴史 



 

 

［正题名］赤旗 

［第一责任人］アカハタ本局編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1954.7 

［主题词］機関紙 

［主题词］日本共産党 

［知识责任］アカハタ本局 

 

 

［正题名］赤旗 

［第一责任人］アカハタ本局編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1954.7 

［主题词］機関紙 

［主题词］日本共産党 

［知识责任］アカハタ本局 

 

 

［正题名］赤旗 

［第一责任人］アカハタ本局編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1952.4 

［主题词］機関紙 

［主题词］日本共産党 

［知识责任］アカハタ本局 

 

 

［正题名］赤旗 

［第一责任人］アカハタ本局編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1954.6 

［主题词］機関紙 

［主题词］日本共産党 

［知识责任］アカハタ本局 

 

 

［正题名］朝彦親王日記 

［第一责任人］久邇宮朝彦 [著] 

［译者］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1929.2 

［主题词］日本/歴史/江戸末期/史料 



［主题词］明治維新/史料 

［知识责任］久迩宮朝彦 [著] 

［次知识责任］大塚武松, 編輯 

 

 

［正题名］尾崎忠征日記 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1932.3 

［主题词］明治維新 

［主题词］日本/歴史/江戸末期/史料 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］尾崎忠征日記 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1932.5 

［主题词］明治維新 

［主题词］日本/歴史/江戸末期/史料 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］水戸藤田家舊蔵書類 

［出版者］日本史籍協会 

［出版日期］1930.11 

［附注内容］内容: 藤田東湖日録 文政 9 年 12 月-安政 2 年 3 月,付:東湖礫邸蟄居中貰物之

覚 弘化元年 5 月-2 年 3 月 

［附注内容］後藤仙太郎藏版 

 

 

［正题名］水戸藤田家舊蔵書類 

［出版者］日本史籍協会 

［出版日期］1931.6 

［附注内容］内容: 藤田東湖日録 文政 9 年 12 月-安政 2 年 3 月,付:東湖礫邸蟄居中貰物之

覚 弘化元年 5 月-2 年 3 月 

［附注内容］後藤仙太郎藏版 

 

 

［正题名］採襍録 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1931.8 

［主题词］日本/歴史/江戸末期/史料 



［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］夷匪入港録 

［第一责任人］大塚武松編 

［出版者］日本史籍協会 

［出版日期］1930.3 

［主题词］日本/歴史/幕末期 

［主题词］日本/対外関係 

［知识责任］大塚武松 編 

 

 

［正题名］夷匪入港録 

［第一责任人］大塚武松編 

［出版者］日本史籍協会 

［出版日期］1931.3 

［主题词］日本/歴史/幕末期 

［主题词］日本/対外関係 

［知识责任］大塚武松 編 

 

 

［正题名］長崎警衞記録 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1932.6 

［主题词］日本/歴史/江戸末期/史料 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］川路聖謨文書 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協会 

［出版日期］1934.3 

［附注内容］4-8 の編輯代表者:藤井甚太郎 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］川路聖謨文書 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協会 

［出版日期］1934.3 

［附注内容］4-8 の編輯代表者:藤井甚太郎 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 



 

［正题名］川路聖謨文書 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協会 

［出版日期］1933.4 

［附注内容］4-8 の編輯代表者:藤井甚太郎 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］川路聖謨文書 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協会 

［出版日期］1933.7 

［附注内容］4-8 の編輯代表者:藤井甚太郎 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］川路聖謨文書 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協会 

［出版日期］1933.10 

［附注内容］4-8 の編輯代表者:藤井甚太郎 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］川路聖謨文書 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協会 

［出版日期］1934.1 

［附注内容］4-8 の編輯代表者:藤井甚太郎 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］川路聖謨文書 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協会 

［出版日期］1934.5 

［附注内容］4-8 の編輯代表者:藤井甚太郎 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］川路聖謨文書 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協会 



［出版日期］1934.12 

［附注内容］4-8 の編輯代表者:藤井甚太郎 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］朝彦親王日記 

［第一责任人］久邇宮朝彦 [著] 

［译者］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1929.2 

［主题词］日本/歴史/江戸末期/史料 

［主题词］明治維新/史料 

［知识责任］久迩宮朝彦 [著] 

［次知识责任］大塚武松, 編輯 

 

 

［正题名］モスクワで粛清された日本人 

［第一责任人］加藤哲郎著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1994.6 

［附注内容］国崎定洞を中心とした在ソ日本人粛清関係略年表: 巻末 pviii-xv 

［主题词］日本共産党 

［主题词］日本/対外関係/ソビエト連邦 

［主题词］コミンテルン 

［知识责任］加藤哲郎 著 

 

 

［正题名］倒叙日本史 

［第一责任人］吉田東伍著 

［出版者］早稲田大學出版部 

［出版日期］1913.4 

［知识责任］吉田東伍 著 

 

 

［正题名］倒叙日本史 

［第一责任人］吉田東伍著 

［出版者］早稲田大學出版部 

［出版日期］1913.5 

［知识责任］吉田東伍 著 

 

 

［正题名］倒叙日本史 

［第一责任人］吉田東伍著 

［出版者］早稲田大學出版部 



［出版日期］1913.5 

［知识责任］吉田東伍 著 

 

 

［正题名］部落の歴史と解放理論 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1969.12 

［主题词］部落問題 

［主题词］水平社運動 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］十五年戦争小史 

［第一责任人］江口圭一著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1986.11 

［附注内容］主要参考文献:p263-268 

［主题词］日中戦争 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］江口圭一 著 

 

 

［正题名］野戦郵便旗 

［第一责任人］佐々木元勝著 

［出版者］現代史資料センター出版会 

［出版日期］1973.4 

［附注内容］付: 地図(1 枚) 

［附注内容］[正]:1-5 部. 続:第 6-10 部 

［主题词］日中戦争 

［主题词］軍隊生活 

［知识责任］佐々木元勝 著 

 

 

［正题名］太平洋戦争史論 

［第一责任人］藤原彰著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1982.7 

［丛编题名］青木現代叢書 

［丛编题名］アオキ ゲンダイ ソウショ 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］藤原彰 著 

 



 

［正题名］太平洋戦争秘史 

［第一责任人］毎日新聞社訳編 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1965.8 

［正题名］わが南京プラトーン 

［第一责任人］東史郎著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1987.12 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］東史郎 著 

 

 

［正题名］サンフランシスコ講和 

［第一责任人］今井清一 [ほか] 著 

［译者］歴史学研究会編 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1973.11 

［丛编题名］太平洋戦争史 

［丛编题名］タイヘイヨウ センソウシ 歴史学研究会編 6 

［附注内容］付録:p[343]-350 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］今井清一 著 

 

 

［正题名］昭和経済史への証言 

［第一责任人］安藤良雄編著 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1965.11 

［知识责任］安藤良雄 編著 

 

 

［正题名］昭和経済史への証言 

［第一责任人］安藤良雄編著 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1966.1 

［知识责任］安藤良雄 編著 

 

 

［正题名］稿本國史眼 

［第一责任人］重野安繹[ほか]編 

［出版者］目黒甚七 

［出版日期］1901.7 

［附注内容］東京帝国大学蔵版 



［附注内容］史学会印行 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］重野安繹 編 

 

 

［正题名］稿本國史眼 

［第一责任人］重野安繹[ほか]編 

［出版者］大成館 

［出版日期］1890.12 

［附注内容］帝國大學藏版 

［附注内容］活字,和装,袋綴本 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］重野安繹 編 

 

 

［正题名］稿本國史眼 

［第一责任人］重野安繹[ほか]編 

［出版者］大成館 

［出版日期］1890.12 

［附注内容］帝國大學藏版 

［附注内容］活字,和装,袋綴本 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］重野安繹 編 

 

 

［正题名］稿本國史眼 

［第一责任人］重野安繹[ほか]編 

［出版者］大成館 

［出版日期］1890.12 

［附注内容］帝國大學藏版 

［附注内容］活字,和装,袋綴本 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］重野安繹 編 

 

 

［正题名］稿本國史眼 

［第一责任人］重野安繹[ほか]編 

［出版者］大成館 

［出版日期］1890.12 

［附注内容］帝國大學藏版 

［附注内容］活字,和装,袋綴本 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］重野安繹 編 

 



 

［正题名］稿本國史眼 

［第一责任人］重野安繹[ほか]編 

［出版者］大成館 

［出版日期］1890.12 

［附注内容］帝國大學藏版 

［附注内容］活字,和装,袋綴本 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］重野安繹 編 

 

 

［正题名］稿本國史眼 

［第一责任人］重野安繹[ほか]編 

［出版者］大成館 

［出版日期］1890.12 

［附注内容］帝國大學藏版 

［附注内容］活字,和装,袋綴本 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］重野安繹 編 

 

 

［正题名］太平洋戦争 

［第一责任人］家永三郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968.2 

［丛编题名］日本歴史叢書 

［丛编题名］ニホン レキシ ソウショ 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］家永三郎 著 

 

 

［正题名］大東亜戦争全史 

［第一责任人］服部卓四郎著 

［出版者］鱒書房 

［出版日期］1953.3 

［附注内容］各巻末: 大東亜戦争重要史実一覧表 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］従軍記 

［知识责任］服部卓四郎 著 

 

 

［正题名］大東亜戦争全史 

［第一责任人］服部卓四郎著 

［出版者］鱒書房 



［出版日期］1953.8 

［附注内容］各巻末: 大東亜戦争重要史実一覧表 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］従軍記 

［知识责任］服部卓四郎 著 

 

 

［正题名］満州事変 

［第一责任人］今井清一[ほか]著 

［译者］歴史学研究会編 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1971.11 

［丛编题名］太平洋戦争史 

［丛编题名］タイヘイヨウ センソウシ 歴史学研究会編 1 

［主题词］満州事変 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］今井清一 著 

 

 

［正题名］日中戦争 

［第一责任人］今井清一 [ほか] 著 

［译者］歴史学研究会編 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1972.1 

［丛编题名］太平洋戦争史 

［丛编题名］タイヘイヨウ センソウシ 歴史学研究会編 2 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］今井清一 著 

 

 

［正题名］日中戦争 

［第一责任人］今井清一 [ほか] 著 

［译者］歴史学研究会編 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1972.5 

［丛编题名］太平洋戦争史 

［丛编题名］タイヘイヨウ センソウシ 歴史学研究会編 3 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］今井清一 著 

 

 

［正题名］太平洋戦争 



［第一责任人］今井清一 [ほか] 著 

［译者］歴史学研究会編 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1972.8 

［丛编题名］太平洋戦争史 

［丛编题名］タイヘイヨウ センソウシ 歴史学研究会編 4 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］今井清一 著 

 

 

［正题名］太平洋戦争 

［第一责任人］今井清一 [ほか] 著 

［译者］歴史学研究会編 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1973.1 

［丛编题名］太平洋戦争史 

［丛编题名］タイヘイヨウ センソウシ 歴史学研究会編 5 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］今井清一 著 

 

 

［正题名］日本帝国主義下の民族革命運動 

［第一责任人］浅田喬二著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1973.9 

［主题词］民族運動/アジア 

［主题词］排日問題 

［知识责任］浅田喬二 著 

 

 

［正题名］対満蒙政策史の一面 

［第一责任人］栗原健編著 

［出版者］原書房 

［出版日期］1966.6 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 10 

［附注内容］折り込み図 1 枚 

［知识责任］栗原健 編著 

 

 

［正题名］南方進出 

［第一责任人］日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部編著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1963.4 



［丛编题名］太平洋戦争への道 

［丛编题名］タイヘイヨウ センソウ エノ ミチ 開戦外交史 カイセン ガイコウシ 日本国

際政治学会太平洋戦争原因研究部編著 6 

［附注内容］執筆者: 長岡新次郎,秦郁彦,福田茂夫 

［附注内容］南方進出·日米交渉関係年表: p416-429 

［附注内容］解題(角田順): p430-437 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］日本/外国関係/歴史/昭和時代 

 

 

［正题名］日米開戦 

［第一责任人］日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部編著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1963.5 

［丛编题名］太平洋戦争への道 

［丛编题名］タイヘイヨウ センソウ エノ ミチ 開戦外交史 カイセン ガイコウシ 日本国

際政治学会太平洋戦争原因研究部編著 7 

［附注内容］主要武官·外交官略歴: p483-486 

［附注内容］解題(角田順): p487-493 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］日本/外国関係/歴史/昭和時代 

 

 

［正题名］三国同盟·日ソ中立条約 

［第一责任人］日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部編著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1963.3 

［丛编题名］太平洋戦争への道 

［丛编题名］タイヘイヨウ センソウ エノ ミチ 開戦外交史 カイセン ガイコウシ 日本国

際政治学会太平洋戦争原因研究部編著 5 

［附注内容］三国同盟·日ソ中立条約関係年表: p374-387 

［附注内容］解題(角田順): p388-393 

［主题词］太平洋戦争 

 

 

［正题名］日支紛争に關する國際聯盟調査委員會の報告 

［第一责任人］外務省假譯 

［译者］赤松祐之編 

［出版者］國際聯盟協會 

［出版日期］1932.10 

［丛编题名］國際聯盟協會叢書 

［丛编题名］コクサイ レンメイ キョウカイ ソウショ 第 115 輯 

［附注内容］英文併記 

［次知识责任］赤松祐之 編 



 

 

［正题名］太平洋戦争原因論 

［第一责任人］日本外交学会編 

［出版者］新聞月鑑社 

［出版日期］1953 

［附注内容］巻末 : 年表(1926ー1941) 

［主题词］太平洋戦争 

 

 

［正题名］日本政治裁判史録 

［第一责任人］我妻栄編集代表 

［出版者］第一法規出版 

［出版日期］1970.11 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代 

［主题词］法制史/日本/明治時代 

［主题词］訴訟記録 

［知识责任］我妻栄 編集代表 

 

 

［正题名］日中関係の展開 

［第一责任人］日本国際政治学会編 

［出版者］日本国際政治学会 

［出版日期］1961.3 

［丛编题名］国際政治 

［丛编题名］コクサイ セイジ 1960 no.3 [15 号] 日本外交史研究 

［主题词］日本/外国関係/歴史 

 

 

［正题名］日本外交史研究 

［第一责任人］日本国際政治学会編 

［出版者］日本国際政治学会 

［出版者］有斐閣 (発売) 

［出版日期］1958.8 

［丛编题名］国際政治 

［丛编题名］コクサイ セイジ  1958 年夏季特輯 [6 号] 

［附注内容］各巻それぞれ巻末に年表·文献目録あり 

［附注内容］発行: 日本国際政治学会(東京) 

［主题词］日本/外国関係/歴史 

 

 

［正题名］福沢諭吉全集 

［第一责任人］慶応義塾編纂 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1964.2 

［附注内容］内容:別巻:時事新報論集拾遺,書翰集拾遺,諸文集拾遺,福沢家金銭関係記録拾

遺,参考資料,福沢諭吉年譜(追加) 総索引拾遺 

［附注内容］別巻は初版(本巻再版に伴い発行) 

［附注内容］月報あり 

 

 

［正题名］「君が代」訴訟証言調書·陳述書集 

［第一责任人］君が代訴訟をすすめる会編 

［出版者］「君が代」訴訟をすすめる会 

［出版日期］1992.10 

［附注内容］書名は表紙より 

 

 

［正题名］密室の終戦詔勅 

［第一责任人］茶園義男著 

［出版者］雄松堂出版 

［出版日期］1989.1 

［附注内容］資料照合年表:p17-21 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］詔勅 

［主题词］日本/歴史/昭和時代/史料 

［知识责任］茶園義男 著 

 

 

［正题名］漢代の文物 

［第一责任人］林巳奈夫編 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1976.12 

［主题词］中国/歴史/漢時代 

［主题词］中国/文化/歴史/古代 

［知识责任］林巳奈夫 編 

 

 

［正题名］日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 

［出版者］東京リプリント出版社 

［出版日期］1965.8 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 



［出版者］東京リプリント出版社 

［出版日期］1965.10 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 

［出版者］東京リプリント出版社 

［出版日期］1965.9 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 

［出版者］東京リプリント出版社 

［出版日期］1965.7 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 

［出版者］東京リプリント出版社 

［出版日期］1965.7 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 

［出版者］東京リプリント出版社 

［出版日期］1965.11 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 

［出版者］東京リプリント出版社 

［出版日期］1965.12 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本經濟史辭典 

［第一责任人］日本経済史研究所編 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1940.1 



［丛编题名］日本経済史研究所紀要 

［丛编题名］ニホン ケイザイシ ケンキュウジョ キヨウ 第 4 冊 

 

 

［正题名］世界歴史事典 

［第一责任人］平凡社[著] 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1951.4 

［附注内容］編集委員: 井上幸治ほか 

［附注内容］付: 世界歴史事典總項目表(62p ; 21cm) 

［主题词］世界史/辞書 

 

 

［正题名］世界歴史事典 

［第一责任人］平凡社[著] 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1951.6 

［附注内容］編集委員: 井上幸治ほか 

［附注内容］付: 世界歴史事典總項目表(62p ; 21cm) 

［主题词］世界史/辞書 

 

 

［正题名］世界歴史事典 

［第一责任人］平凡社[著] 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1951.8 

［附注内容］編集委員: 井上幸治ほか 

［附注内容］付: 世界歴史事典總項目表(62p ; 21cm) 

［主题词］世界史/辞書 

 

 

［正题名］世界歴史事典 

［第一责任人］平凡社[著] 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1951.9 

［附注内容］編集委員: 井上幸治ほか 

［附注内容］付: 世界歴史事典總項目表(62p ; 21cm) 

［主题词］世界史/辞書 

 

 

［正题名］世界歴史事典 

［第一责任人］平凡社[著] 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1951.11 



［附注内容］編集委員: 井上幸治ほか 

［附注内容］付: 世界歴史事典總項目表(62p ; 21cm) 

［主题词］世界史/辞書 

 

 

［正题名］世界歴史事典 

［第一责任人］平凡社[著] 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1951.11 

［附注内容］編集委員: 井上幸治ほか 

［附注内容］付: 世界歴史事典總項目表(62p ; 21cm) 

［主题词］世界史/辞書 

 

 

［正题名］世界歴史事典 

［第一责任人］平凡社[著] 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1951.11 

［附注内容］編集委員: 井上幸治ほか 

［附注内容］付: 世界歴史事典總項目表(62p ; 21cm) 

［主题词］世界史/辞書 

 

 

［正题名］世界歴史事典 

［第一责任人］平凡社[著] 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1951.11 

［附注内容］編集委員: 井上幸治ほか 

［附注内容］付: 世界歴史事典總項目表(62p ; 21cm) 

［主题词］世界史/辞書 

 

 

［正题名］世界歴史事典 

［第一责任人］平凡社[著] 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1952.4 

［附注内容］編集委員: 井上幸治ほか 

［附注内容］付: 世界歴史事典總項目表(62p ; 21cm) 

［主题词］世界史/辞書 

 

 

［正题名］世界歴史事典 

［第一责任人］平凡社[著] 

［出版者］平凡社 



［出版日期］1953.4 

［附注内容］編集委員: 井上幸治ほか 

［附注内容］付: 世界歴史事典總項目表(62p ; 21cm) 

［主题词］世界史/辞書 

 

 

［正题名］農地改革顛末概要 

［第一责任人］農地改革記録委員會編纂 

［出版者］農政調査会 

［出版日期］1951.9 

［附注内容］監修:農林省 

［附注内容］年表:p1349-1357 

［附注内容］巻末:統計索引 

［主题词］農地改革 

［主题词］土地制度/歴史 

 

 

［正题名］京都大学新聞 

［第一责任人］京都大学新聞社著 

［出版者］京都大学新聞社 

［出版日期］1969.2 

［附注内容］縮刷版 

［主题词］京都大学 

 

 

［正题名］京都大学新聞 

［第一责任人］京都大学新聞社著 

［出版者］京都大学新聞社 

［出版日期］1969.2 

［附注内容］縮刷版 

［主题词］京都大学 

 

 

［正题名］西郷隆盛 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1970.7 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 223 維新前夜の群像 6 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］世界人類史物語 

［第一责任人］コフマン著 



［译者］鈴木厚譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.6 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1008 

［附注内容］上卷:原始より中世まで. 下卷:中世より現代まで. 

［知识责任］コフマン 著 

［知识责任］Coffman 著 

［次知识责任］鈴木厚 譯 

 

 

［正题名］世界人類史物語 

［第一责任人］コフマン著 

［译者］鈴木厚譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.7 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1010-1011 

［附注内容］上卷:原始より中世まで. 下卷:中世より現代まで. 

［知识责任］コフマン 著 

［知识责任］Coffman 著 

［次知识责任］鈴木厚 譯 

 

 

［正题名］西郷隆盛 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1970.8 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 228 維新前夜の群像 6 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］日本近代史 

［第一责任人］井上清,鈴木正四[共]著 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1955.11 

［丛编题名］合同新書 

［丛编题名］ゴウドウ シンショ 5 

［知识责任］井上清 著 

［知识责任］鈴木正四 著 

 

 

［正题名］日本近代史 



［第一责任人］井上清,鈴木正四[共]著 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1956.11 

［丛编题名］合同新書 

［丛编题名］ゴウドウ シンショ 5 

［知识责任］井上清 著 

［知识责任］鈴木正四 著 

 

 

［正题名］人文地理學原理 

［第一责任人］ブラーシュ著 

［译者］飯塚浩二譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.10 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2318-2323 

［附注内容］Principes de géographie humaine.の翻訳 

［知识责任］ブラーシュ 著 

［知识责任］Vidal de La Blache 著 

［次知识责任］飯塚浩二 譯 

 

 

［正题名］金日成首相の主体思想について 

［第一责任人］金日成著 

［译者］朝鮮大学校[訳編] 

［出版者］朝鮮大学校 

［出版日期］1968.4 

［丛编题名］朝鮮にかんする研究資料 

［丛编题名］チョウセン ニ カンスル ケンキュウ シリョウ 第 16 集 

［附注内容］国家活動のすべての分野で自主、自立、自衛の革命精神をいっそう徹底的に

具現しようー最高人民会議第 4 期第 1 回会議でおこなった演説(1967 年 12 月 16 日) 他 7

編 

［主题词］共産主義/朝鮮 

［知识责任］金日成 著 

 

 

［正题名］大人名事典 

［第一责任人］平凡社 [編] 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1953.9 

［附注内容］「大人名辭典」 昭和 12 年 5 月-16 年 10 月刊の増補、 改版 

［主题词］伝記/辞書 

 

 



［正题名］大人名事典 

［第一责任人］平凡社 [編] 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1953.11 

［附注内容］「大人名辭典」 昭和 12 年 5 月-16 年 10 月刊の増補、 改版 

［主题词］伝記/辞書 

 

 

［正题名］大人名事典 

［第一责任人］平凡社 [編] 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1953.12 

［附注内容］「大人名辭典」 昭和 12 年 5 月-16 年 10 月刊の増補、 改版 

［主题词］伝記/辞書 

 

 

［正题名］大人名事典 

［第一责任人］平凡社 [編] 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1954.2 

［附注内容］「大人名辭典」 昭和 12 年 5 月-16 年 10 月刊の増補、 改版 

［主题词］伝記/辞書 

 

 

［正题名］大人名事典 

［第一责任人］平凡社 [編] 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1954.4 

［附注内容］「大人名辭典」 昭和 12 年 5 月-16 年 10 月刊の増補、 改版 

［主题词］伝記/辞書 

 

 

［正题名］大人名事典 

［第一责任人］平凡社 [編] 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1954.6 

［附注内容］「大人名辭典」 昭和 12 年 5 月-16 年 10 月刊の増補、 改版 

［主题词］伝記/辞書 

 

 

［正题名］大人名事典 

［第一责任人］平凡社 [編] 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1954.6 



［附注内容］「大人名辭典」 昭和 12 年 5 月-16 年 10 月刊の増補、 改版 

［主题词］伝記/辞書 

 

 

［正题名］日本經濟史辭典 

［第一责任人］日本経済史研究所編 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1940.1 

［丛编题名］日本経済史研究所紀要 

［丛编题名］ニホン ケイザイシ ケンキュウジョ キヨウ 第 2 冊 

 

 

［正题名］日本經濟史辭典 

［第一责任人］日本経済史研究所編 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1940.1 

［丛编题名］日本経済史研究所紀要 

［丛编题名］ニホン ケイザイシ ケンキュウジョ キヨウ 第 3 冊 

 

 

［正题名］中国の社会と文化 

［第一责任人］早稲田大学社会科学研究所編 

［出版者］早稲田大学社会科学研究所 

［出版日期］1975.7 

［丛编题名］研究シリーズ 

［丛编题名］ケンキュウ シリーズ 9 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/会 

 

 

［正题名］中共地區の政治はどう行われているか 

［第一责任人］木下晋著 

［出版者］民主評論社 

［出版日期］1948.6 

［知识责任］木下晋 著 

 

 

［正题名］法顕伝 

［第一责任人］法顕著 

［第一责任人］楊衒之著 

［译者］長沢和俊訳註 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1971.9 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 194 



［附注内容］注: 各話末 

［附注内容］挿図あり 

［附注内容］折込図:法顕求法入竺旅行地図,宋雲·恵生の推定旅行ルート図 

［主题词］西域/紀行 

［知识责任］法顕 著 

［知识责任］楊衒之 著 

［次知识责任］長沢和俊 訳註 

 

 

［正题名］大學章句 

［第一责任人］田中慶太郎校訂 

［出版者］文求堂書店 

［出版日期］1928.9 

［附注内容］影印璜川呉氏仿宋刊本 

［知识责任］田中慶太郎 校訂 

 

 

［正题名］兄啄木の思い出 

［第一责任人］三浦光子著 

［出版者］理論社 

［出版日期］1964.10 

［知识责任］三浦光子 著 

 

 

［正题名］石川啄木全集 

［第一责任人］石川一著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1929.1 

［知识责任］石川啄木 著 

 

 

［正题名］日本語の系統と歴史 

［第一责任人］風間喜代三 [ほか] 執筆 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.1 

［丛编题名］岩波講座日本語 

［丛编题名］イワナミ コウザ ニホンゴ 大野晋,柴田武編集委員 12 

［主题词］日本語/歴史 

［知识责任］風間喜代三 執筆 

 

 

［正题名］貴族文學の時代 

［第一责任人］つださうきち著 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1951.7 

［丛编题名］文學に現はれたる國民思想の研究 

［丛编题名］ブンガク ニ アラワレタル コクミン シソウ ノ ケンキュウ つださうきち著 

第 1 巻 

［主题词］日本思想/歴史 

［知识责任］つださうきち 著 

 

 

［正题名］上代日本の社會及び思想 

［第一责任人］津田左右吉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.9 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］津田左右吉 著 

 

 

［正题名］日本上代史研究 

［第一责任人］津田左右吉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1930.4 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］津田左右吉 著 

 

 

［正题名］古事記及日本書紀の研究 

［第一责任人］津田左右吉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1924.9 

［知识责任］津田左右吉 著 

 

 

［正题名］武士文學の時代 

［第一责任人］つださうきち著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.1 

［丛编题名］文學に現はれたる國民思想の研究 

［丛编题名］ブンガク ニ アラワレタル コクミン シソウ ノ ケンキュウ つださうきち著 

第 2 巻 

［附注内容］第 10 刷(1965.4)のページ数:2,3,605,22p 

［主题词］日本思想/歴史 

［知识责任］つださうきち 著 

［知识责任］津田左右吉 著 

 

 



［正题名］平民文學の時代 

［第一责任人］つださうきち著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.10 

［丛编题名］文學に現はれたる國民思想の研究 

［丛编题名］ブンガク ニ アラワレタル コクミン シソウ ノ ケンキュウ つださうきち著 

第 3 巻 

［主题词］日本思想/歴史 

［知识责任］つださうきち 著 

［知识责任］津田左右吉 著 

 

 

［正题名］古代末期政治史序説 

［第一责任人］石母田正著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1956.12 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］石母田正 著 

 

 

［正题名］明治ニュース事典 

［第一责任人］明治ニュース事典編纂委員会,毎日コミュニケーションズ出版部編集制作 

［出版者］毎日コミュニケーションズ 

［出版日期］1983.1 

［附注内容］監修: 内川芳美,松島栄一 

［主题词］日本/歴史/明治時代/辞書 

 

 

［正题名］明治ニュース事典 

［第一责任人］明治ニュース事典編纂委員会,毎日コミュニケーションズ出版部編集制作 

［出版者］毎日コミュニケーションズ 

［出版日期］1984.1 

［附注内容］監修: 内川芳美,松島栄一 

［主题词］日本/歴史/明治時代/辞書 

 

 

［正题名］明治ニュース事典 

［第一责任人］明治ニュース事典編纂委員会,毎日コミュニケーションズ出版部編集制作 

［出版者］毎日コミュニケーションズ 

［出版日期］1984.1 

［附注内容］監修: 内川芳美,松島栄一 

［主题词］日本/歴史/明治時代/辞書 

 

 



［正题名］明治ニュース事典 

［第一责任人］明治ニュース事典編纂委員会,毎日コミュニケーションズ出版部編集制作 

［出版者］毎日コミュニケーションズ 

［出版日期］1985.1 

［附注内容］監修: 内川芳美,松島栄一 

［主题词］日本/歴史/明治時代/辞書 

 

 

［正题名］明治ニュース事典 

［第一责任人］明治ニュース事典編纂委員会,毎日コミュニケーションズ出版部編集制作 

［出版者］毎日コミュニケーションズ 

［出版日期］1985.1 

［附注内容］監修: 内川芳美,松島栄一 

［主题词］日本/歴史/明治時代/辞書 

 

 

［正题名］明治ニュース事典 

［第一责任人］明治ニュース事典編纂委員会,毎日コミュニケーションズ出版部編集制作 

［出版者］毎日コミュニケーションズ 

［出版日期］1986.1 

［附注内容］監修: 内川芳美,松島栄一 

［主题词］日本/歴史/明治時代/辞書 

 

 

［正题名］明治ニュース事典 

［第一责任人］明治ニュース事典編纂委員会,毎日コミュニケーションズ出版部編集制作 

［出版者］毎日コミュニケーションズ 

［出版日期］1986.1 

［附注内容］監修: 内川芳美,松島栄一 

［主题词］日本/歴史/明治時代/辞書 

 

 

［正题名］明治ニュース事典 

［第一责任人］明治ニュース事典編纂委員会,毎日コミュニケーションズ出版部編集制作 

［出版者］毎日コミュニケーションズ 

［出版日期］1986.1 

［附注内容］監修: 内川芳美,松島栄一 

［主题词］日本/歴史/明治時代/辞書 

 

 

［正题名］明治史論集 

［第一责任人］重野安訳 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1976.8 



［丛编题名］明治文学全集 

［丛编题名］メイジ ブンガク ゼンシュウ 78 

［附注内容］年譜: 第 2 巻 p425-445 

［附注内容］参考文献: 第 2 巻 p446-462 

［主题词］歴史学 

［知识责任］重野安 訳 

 

 

［正题名］明治史論集 

［第一责任人］重野安訳 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1975.9 

［丛编题名］明治文学全集 

［丛编题名］メイジ ブンガク ゼンシュウ 78 

［附注内容］年譜: 第 2 巻 p425-445 

［附注内容］参考文献: 第 2 巻 p446-462 

［主题词］歴史学 

［知识责任］重野安 訳 

 

 

［正题名］近代への溶明 

［第一责任人］奈良本辰也,赤井達郎編 

［出版者］学習研究社 

［出版日期］1970.2 

［丛编题名］日本文化の歴史 

［丛编题名］ニホン ブンカ ノ レキシ 第 10 

［主题词］日本/文化/歴史 

［知识责任］奈良本辰也 [編] 

［知识责任］赤井達郎 [編] 

 

 

［正题名］近代への溶明 

［第一责任人］奈良本辰也,赤井達郎編 

［出版者］学習研究社 

［出版日期］1970.2 

［丛编题名］日本文化の歴史 

［丛编题名］ニホン ブンカ ノ レキシ 第 11 

［主题词］日本/文化/歴史 

［知识责任］奈良本辰也 [編] 

［知识责任］赤井達郎 [編] 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著 



［译者］高畠素之訳 

［出版者］改造社 

［出版日期］1927.12 

［主题词］経済学/社会主義学派 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［次知识责任］高畠素之 訳 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著 

［译者］高畠素之訳 

［出版者］改造社 

［出版日期］1927.10 

［主题词］経済学/社会主義学派 

［知识责任］ 著 

［知识责任］Marx 著 

［次知识责任］高畠素之 訳 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著 

［译者］高畠素之訳 

［出版者］改造社 

［出版日期］1928.2 

［主题词］経済学/社会主義学派 

［知识责任］Marx 著 

［次知识责任］高畠素之 訳 

 

 

［正题名］レーニン全集 

［第一责任人］山口健次郎著 

［出版者］曉明社刊 

［出版日期］1950.8 

［知识责任］山口健次郎 著 

 

 

［正题名］日本現代史 

［第一责任人］林基訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1960.8 

［知识责任］林基 訳 

 

 



［正题名］近代 

［第一责任人］大久保利謙著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1964.11 

［丛编题名］日本全史 10 

［知识责任］大久保利謙 著 

 

 

［正题名］レーニン全集 

［第一责任人］山口健次郎著 

［出版者］曉明社刊 

［出版日期］1950.10 

［知识责任］山口健次郎 著 

 

 

［正题名］新潟県農地改革史 

［第一责任人］新潟県農地部農地開拓課編 

［出版者］新潟県農地改革史刊行会 

［出版日期］1963.9 

［主题词］農地改革 

［知识责任］新潟県農地部農地開拓課 編 

 

 

［正题名］資料愛媛労働運動史 

［第一责任人］愛媛県商工労働部労政課編 

［出版者］愛媛県商工労働部労政課 

［出版日期］1958.3 

［主题词］労働運動/愛媛県 

 

 

［正题名］資料愛媛労働運動史 

［第一责任人］愛媛県商工労働部労政課編 

［出版者］愛媛県商工労働部労政課 

［出版日期］1959.3 

［主题词］労働運動/愛媛県 

 

 

［正题名］資料愛媛労働運動史 

［第一责任人］愛媛県商工労働部労政課編 

［出版者］愛媛県商工労働部労政課 

［出版日期］1960.3 

［主题词］労働運動/愛媛県 

 

 



［正题名］資料愛媛労働運動史 

［第一责任人］愛媛県商工労働部労政課編 

［出版者］愛媛県商工労働部労政課 

［出版日期］1961.3 

［主题词］労働運動/愛媛県 

 

 

［正题名］資料愛媛労働運動史 

［第一责任人］愛媛県商工労働部労政課編 

［出版者］愛媛県商工労働部労政課 

［出版日期］1962.3 

［主题词］労働運動/愛媛県 

 

 

［正题名］資料愛媛労働運動史 

［第一责任人］愛媛県商工労働部労政課編 

［出版者］愛媛県商工労働部労政課 

［出版日期］1963.3 

［主题词］労働運動/愛媛県 

 

 

［正题名］資料愛媛労働運動史 

［第一责任人］愛媛県商工労働部労政課編 

［出版者］愛媛県商工労働部労政課 

［出版日期］1964.3 

［主题词］労働運動/愛媛県 

 

 

［正题名］資料愛媛労働運動史 

［第一责任人］愛媛県商工労働部労政課編 

［出版者］愛媛県商工労働部労政課 

［出版日期］1965.3 

［主题词］労働運動/愛媛県 

 

 

［正题名］資料愛媛労働運動史 

［第一责任人］愛媛県商工労働部労政課編 

［出版者］愛媛県商工労働部労政課 

［出版日期］1965.3 

［主题词］労働運動/愛媛県 

 

 

［正题名］日本の産業と貿易の發展 

［第一责任人］三菱經濟研究所編輯 



［出版者］三菱經濟研究所 

［出版日期］1935.12 

［正题名］黒い雨 

［第一责任人］井伏鱒二著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1966.10 

［知识责任］井伏鱒二 著 

 

 

［正题名］望郷の歌 

［第一责任人］石光真清著 

［出版者］龍星閣 

［出版日期］1958.10 

［知识责任］石光真清 著 

 

 

［正题名］誰のために 

［第一责任人］石光真清著 

［出版者］龍星閣 

［出版日期］1959.11 

［知识责任］石光真清 著 

 

 

［正题名］夜と霧 

［第一责任人］ヴィクトール·フランクル著 

［译者］霜山徳爾訳 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1956.8 

［主题词］アウシュヴィツ 

［知识责任］フランクル 著 

［知识责任］Frankl 著 

［次知识责任］霜山徳爾 訳 

 

 

［正题名］チェーホフ戯曲集 

［第一责任人］A.チェーホフ著 

［译者］神西清訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1958.1 

［知识责任］チェーホフ 著 

［知识责任］Chekhov 著 

［次知识责任］神西清 訳 

 

 



［正题名］二人の友 

［第一责任人］ギイ·ド·モーパッサン作 

［译者］岸田國士訳註 

［出版者］白水社 

［出版日期］1925.12 

［丛编题名］佛蘭西文學譯註叢書 

［丛编题名］フランス ブンガク ヤクチュウ ソウショ 丸山順太郎校閲 第 1 篇 

［附注内容］発行年は巻頭言による。 

［主题词］フランス語/読本 

［知识责任］ギイ·ド·モーパッサン 作 

［知识责任］Maupassant 作 

［次知识责任］岸田国士 訳註 

 

 

［正题名］日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 

［出版者］東京リプリント出版社 

［出版日期］1965.12 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 

［出版者］東京リプリント出版社 

［出版日期］1966.1 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 

［出版者］東京リプリント出版社 

［出版日期］1966.1 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 

［出版者］東京リプリント出版社 

［出版日期］1966.3 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 



［出版者］東京リプリント出版社 

［出版日期］1966.4 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 

［出版者］東京リプリント出版社 

［出版日期］1966.5 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 

［出版者］東京リプリント出版社 

［出版日期］1966.7 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 

［出版者］東京リプリント出版社 

［出版日期］1966.8 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 

［出版者］東京リプリント出版社 

［出版日期］1966.8 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 

［出版者］東京リプリント出版社 

［出版日期］1966.9 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 

［出版者］東京リプリント出版社 

［出版日期］1966.10 



［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 

［出版者］東京リプリント出版社 

［出版日期］1966.10 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 

［出版者］東京リプリント出版社 

［出版日期］1966.11 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 

［出版者］東京リプリント出版社 

［出版日期］1966.12 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 

［出版者］東京統計協會 

［出版日期］1933.12 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］五級教師フィクスラインの生活 

［第一责任人］鈴木武樹訳 

［出版者］創土社 

［出版日期］1974.11 

［丛编题名］ジャン=パウル文学全集 

［丛编题名］ジャン=パウル ブンガク ゼンシュウ 第 6 巻 

［附注内容］別冊:「五級教師フィクスラインの生活」への注 

［知识责任］鈴木武樹 訳 

 

 

［正题名］夜明け前 

［第一责任人］島崎藤村著 

［出版者］新潮社 



［出版日期］1935.11 

［丛编题名］藤村文庫 

［丛编题名］トウソン ブンコ 第 1 篇,第 2 篇 

［知识责任］島崎藤村 著 

 

 

［正题名］夜明け前 

［第一责任人］島崎藤村著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1935.11 

［丛编题名］藤村文庫 

［丛编题名］トウソン ブンコ 第 2 篇 

［知识责任］島崎藤村 著 

 

 

［正题名］資料·戦後二十年史 

［第一责任人］遠山茂樹編 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1967.3 

［知识责任］遠山茂樹 編 

 

 

［正题名］無産者政治必携 

［第一责任人］産業労働調査所編 

［出版者］同人社書店 

［出版日期］1928.2 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

 

 

［正题名］最近の社會運動 

［第一责任人］協調會編 

［出版者］協調會 

［出版日期］1929.12 

［附注内容］索引:人名の部事項の部 

［主题词］社会運動/歴史 

 

 

［正题名］終戦史録 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］新聞月鑑社 

［出版日期］1952.5 

［附注内容］巻末: 太平洋戦争日暦 

［主题词］太平洋戦争 

 



 

［正题名］古典落語 

［第一责任人］講談社[編] 

［出版者］講談社 

［出版日期］1985.5 

［主题词］落語 

 

 

［正题名］自衛隊十年史 

［第一责任人］防衛庁自衛隊十年史編集委員会編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1961.3 

［主题词］自衛隊 

［知识责任］防衛庁自衛隊十年史編集委員会 編 

 

 

［正题名］地方巡察使復命書資料 

［第一责任人］關口隆吉原著 

［译者］關口泰編纂 

［出版者］地方巡察使復命資料刊行會 

［出版日期］1939.10 

［知识责任］関口隆吉 著 

［知识责任］関口泰 編纂 

 

 

［正题名］地方巡察使復命書資料 

［第一责任人］關口隆吉原著 

［译者］關口泰編纂 

［出版者］地方巡察使復命資料刊行會 

［出版日期］1939.10 

［知识责任］関口隆吉 著 

［知识责任］関口泰 編纂 

 

 

［正题名］地方巡察使復命書資料 

［第一责任人］關口隆吉原著 

［译者］關口泰編纂 

［出版者］地方巡察使復命資料刊行會 

［出版日期］1939.10 

［知识责任］関口隆吉 著 

［知识责任］関口泰 編纂 

 

 

［正题名］明治前期政党関係新聞紙経営史料集 



［第一责任人］西田長壽編著 

［出版者］明治史料研究連絡会 

［出版日期］1957.5 

［丛编题名］明治史料 

［丛编题名］メイジ シリョウ 第 4 集 

［附注内容］謄写印刷 

［知识责任］西田長寿 著 

 

 

［正题名］図說中国の歴史 

［出版者］講談社 

［出版日期］1977.12 

［附注内容］付録:月報 

 

 

［正题名］洛陽伽藍記 

［第一责任人］楊衒之著 

［译者］入矢義高訳 

［第一责任人］森鹿三·日比野丈夫訳 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1974.9 

［丛编题名］中国古典文学大系 21 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］楊衒之 著 

［知识责任］日比野丈夫 訳 

［次知识责任］入矢義高 訳 

 

 

［正题名］嵯峨の屋御室集 

［出版者］改造社 

［出版日期］1928.9 

［丛编题名］现代日本文学全集 10 

 

 

［正题名］社會文學集 

［出版者］改造社 

［出版日期］1930.9 

［丛编题名］现代日本文学全集 39 

 

 

［正题名］伊藤左千夫集 

［出版者］改造社 

［出版日期］1930.5 

［丛编题名］现代日本文学全集 40 



 

 

［正题名］抱月·長江·臨川·孤雁集 

［第一责任人］山本三生編 

［出版者］改造社 

［出版日期］1930.11 

［丛编题名］现代日本文学全集 28 

［知识责任］山本三生 編 

 

 

［正题名］三宅雪嶺集 

［第一责任人］三宅雪嶺編 

［出版者］改造社 

［出版日期］1931.1 

［丛编题名］现代日本文学全集 5 

［知识责任］三宅雪嶺 編 

 

 

［正题名］ドイツ革命史序説 

［第一责任人］篠原一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.10 

［主题词］ドイツ革命 

［知识责任］篠原一 著 

 

 

［正题名］近代社会成立史論 

［第一责任人］高橋幸八郎著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1947.4 

［附注内容］参考文献: p226 

［主题词］ヨーロッパ/経済/歴史 

［知识责任］高橋幸八郎 著 

 

 

［正题名］社會思想史 

［第一责任人］本田喜代治著 

［出版者］培風館 

［出版日期］1951.9 

［主题词］社会思想/ヨーロッパ/歴史 

［知识责任］本田喜代治 著 

 

 

［正题名］農民解放の史的考察 



［第一责任人］社会経済史学会編 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1948.9 

［正题名］アメリカ合衆国の歴史 

［第一责任人］菊池謙一著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1957.11 

［主题词］アメリカ合衆国/歴史 

［知识责任］菊池謙一 著 

 

 

［正题名］勞働生活史 

［第一责任人］ピヱル·ブリゾン著 

［译者］松木勝喜代譯 

［出版者］刀江書院 

［出版日期］1935.2 

［附注内容］「中世職人史」の改題 

［主题词］労働問題/フランス/歴史 

［主题词］職人/フランス/歴史 

［主题词］フランス/歴史 

［知识责任］Brizon 著 

［知识责任］臼井勝喜代 譯 

 

 

［正题名］スターリン全集 

［第一责任人］スターリン全集刊行会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.11 

［附注内容］月報あり 

 

 

［正题名］ロシヤ史 

［第一责任人］ポクローフスキイ著 

［译者］岡田宗司[譯] 

［出版者］學藝社 

［出版日期］1936.8 

［主题词］ロシア/歴史 

［知识责任］ポクローフスキイ 著 

［知识责任］PokrovskiǐM. N. Mikhail Nikolaevich 著 

［次知识责任］岡田宗司 [譯] 

 

 

［正题名］二十世紀の神話 

［第一责任人］アルフレット·ローゼンベルク著 



［译者］吹田順助, 上村清延共譯 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1938.8 

［附注内容］原書第 3 版の翻訳 

［附注内容］索引: p555-563 

［知识责任］ローゼンベルク 著 

［知识责任］Rosenberg 著 

［次知识责任］吹田順助 譯 

［次知识责任］上村清延 譯 

 

 

［正题名］アメリカ政治史概説 

［第一责任人］フォスター著 

［译者］山辺健太郎訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1954.10 

［附注内容］第 2 刷(1968)の訳者: アメリカ政治史研究会 

［主题词］アメリカ合衆国--政治--歴史 

［知识责任］フォスター 著 

［知识责任］Foster 著 

［次知识责任］山辺健太郎 訳 

 

 

［正题名］アメリカ政治史概説 

［第一责任人］フォスター著 

［译者］山辺健太郎訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1955.1 

［附注内容］第 2 刷(1968)の訳者: アメリカ政治史研究会 

［主题词］アメリカ合衆国--政治--歴史 

［知识责任］フォスター 著 

［知识责任］Foster 著 

［次知识责任］山辺健太郎 訳 

 

 

［正题名］財界三十年譜 

［第一责任人］実業之世界社編輯局編 

［出版者］実業之世界社 

［出版日期］1938.12 

［主题词］日本/経済/歴史/現代 

［知识责任］実業之世界社編輯局 編 

 

 

［正题名］財界三十年譜 



［第一责任人］実業之世界社編輯局編 

［出版者］実業之世界社 

［出版日期］1940.11 

［主题词］日本/経済/歴史/現代 

［知识责任］実業之世界社編輯局 編 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編纂代表 

［出版者］財政経済学会 

［出版日期］1936.5 

［附注内容］再版版(1965.9)発行所:明治編年史頒布会 

［主题词］日本/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編纂代表 

［出版者］財政経済学会 

［出版日期］1936.6 

［附注内容］再版版(1965.9)発行所:明治編年史頒布会 

［主题词］日本/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編纂代表 

［出版者］財政経済学会 

［出版日期］1936.4 

［附注内容］再版版(1965.9)発行所:明治編年史頒布会 

［主题词］日本/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編纂代表 

［出版者］財政経済学会 

［出版日期］1936.6 

［附注内容］再版版(1965.9)発行所:明治編年史頒布会 

［主题词］日本/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編纂代表 

［出版者］財政経済学会 

［出版日期］1936.6 

［附注内容］再版版(1965.9)発行所:明治編年史頒布会 



［主题词］日本/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］万葉群像 

［第一责任人］北山茂夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1980.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 140 

［附注内容］略年表: p215-218 

［主题词］万葉集/歌人 

［知识责任］北山茂夫 著 

 

 

［正题名］戒厳令 

［第一责任人］大江志乃夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 37 

［主题词］戒厳 

［知识责任］大江志乃夫 著 

 

 

［正题名］伊波普猷 

［第一责任人］金城正篤,高良倉吉共著 

［出版者］清水書院 

［出版日期］1972.12 

［丛编题名］Century books 人と歴史シリーズ 日本 39 

［附注内容］伊波普猷年譜:p.212-219 

［主题词］沖縄県/歴史 

［知识责任］金城正篤 著 

［知识责任］高良倉吉 著 

 

 

［正题名］近代民主主義とその展望 

［第一责任人］福田歓一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 1 

［主题词］民主主義 

［知识责任］福田歓一 著 

 



 

［正题名］反戦+テレビジョン 

［第一责任人］村木良彦,深井守共著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1970.2 

［主题词］平和運動 

［主题词］テレビ放送 

［知识责任］村木良彦 著 

［知识责任］深井守 著 

 

 

［正题名］坂本中岡両先生五十年祭記念講演集 

［第一责任人］坂本中岡両先生遭難五十年記念祭典会編 

［出版者］坂本中岡両先生遭難五十年記念祭典会 

［出版日期］1917.11 

［知识责任］坂本中岡両先生遭難五十年記念祭典会 編 

 

 

［正题名］明治文化資料叢書 

［第一责任人］明治文化資料叢書刊行会編 

［出版者］風間書房 

［出版日期］1959.7 

［附注内容］附録あり 

 

 

［正题名］琉球統計年鑑 

［出版者］琉球政府企画局統計庁 

［出版日期］1957.12 

［附注内容］編集および出版社:第 1-4 回琉球政府企画統計局,第 5-8 回 琉球政府計画局統

計庁 書名:第 12 回以降は『沖縄統計年鑑』に改題 

［附注内容］***遡及データによる流用入力である 

［主题词］琉球/統計 

 

 

［正题名］琉球統計年鑑 

［出版者］琉球政府企画局統計庁 

［出版日期］1958.7 

［附注内容］編集および出版社:第 1-4 回琉球政府企画統計局,第 5-8 回 琉球政府計画局統

計庁 書名:第 12 回以降は『沖縄統計年鑑』に改題 

［附注内容］***遡及データによる流用入力である 

［主题词］琉球/統計 

 

 

［正题名］日本統計年鑑 



［第一责任人］総理府統計局編 

［出版者］日本統計協会 : 毎日新聞社 

［出版日期］1953.7 

［附注内容］編者変更: 総理府統計局(第 7 回-第 33 回)→総務庁統計局(第 34 回-) 

［附注内容］英文併記 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］国際労働経済統計年鑑 

［第一责任人］国際労働事務局編 

［出版者］日本 ILO 協会 

［出版日期］1957.3 

［附注内容］英文併記 

［附注内容］1991 年版以降は別書誌<BN09490367> 

［主题词］労働問題/統計 

 

 

［正题名］福澤諭吉 

［第一责任人］石河幹明著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.3 

［知识责任］石河幹明 著 

 

 

［正题名］岩波基本六法 

［第一责任人］末川博編著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968.11 

［附注内容］『学生六法全書』の改題 

［附注内容］昭和 34 年版から昭和 61 年版まで刊行. 『岩波判例コンパクト』(昭和 61 年

版～ )に継承される 

［主题词］日本/法令 

［知识责任］末川博 編著 

 

 

［正题名］見えないロッジ 

［第一责任人］鈴木武樹訳 

［出版者］創土社 

［出版日期］1975.11 

［丛编题名］ジャン=パウル文学全集 

［丛编题名］ジャン=パウル ブンガク ゼンシュウ 第 1-2 巻 

［知识责任］鈴木武樹 訳 

 

 



［正题名］沖繩文化論叢 

［第一责任人］新里惠二編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1972.5 

［正题名］日本官僚制の政治構造 

［第一责任人］井上成章著 

［出版者］井上成章 

［出版日期］1955.12 

［附注内容］謄写版 

［主题词］官僚制度 

［主题词］日本/政治 

［知识责任］井上成章 著 

 

 

［正题名］アジア主義 

［第一责任人］竹内好編 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1963.8 

［丛编题名］現代日本思想大系 

［丛编题名］ゲンダイ ニホン シソウ タイケイ 9 

［主题词］日本思想 

［知识责任］竹内好 編 

 

 

［正题名］ナショナリズム 

［第一责任人］吉本隆明編集 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1964.6 

［丛编题名］現代日本思想大系 

［丛编题名］ゲンダイ ニホン シソウ タイケイ 4 

［主题词］ナショナリズム 

［知识责任］吉本隆明 編集 

 

 

［正题名］廣澤眞臣 宍戸璣関係文書目録 

［第一责任人］国立国会図書館参考書誌部編 

［出版者］国立国会図書館 

［出版日期］1967.9 

［丛编题名］憲政資料目録 

［丛编题名］ケンセイ シリョウ モクロク 第 5 

 

 

［正题名］大野人森田茂 

［第一责任人］川橋豊治郎,相馬由也著 



［出版者］川橋豊治郎 

［出版日期］1936.12 

［知识责任］川橋豊治郎 著 

［知识责任］相馬由也 著 

 

 

［正题名］アメリカの黒人奴隷制度と南北戦争 

［第一责任人］菊池謙一著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1954.9 

［丛编题名］アメリカ史研究 

［丛编题名］アメリカシ ケンキュウ 1 

［附注内容］第 5 刷(1984.10 刊)は再版(刷)序あり 

［主题词］黒人/アメリカ合衆国 

［主题词］奴隷/アメリカ合衆国 

［主题词］南北戦争 

［知识责任］菊池謙一 著 

 

 

［正题名］戦後 30 年の闘い 

［第一责任人］日本社会党京都府本部編 

［出版者］日本社会党京都府本部 

［出版日期］1977.3 

［附注内容］日本社会党京都府本部年表:p.373～402 

［主题词］日本社会党京都府本部 

［知识责任］日本社会党京都府本部 編 

 

 

［正题名］アメリカの労働組合 

［第一责任人］フローレンス·ピタースン著 

［译者］阪本泉訳 

［出版者］双美書房 

［出版日期］1949.12 

［主题词］労働組合 

［知识责任］ピタースン 著 

［知识责任］Peterson 著 

［次知识责任］阪本泉 訳 

 

 

［正题名］硝煙 

［第一责任人］内海信之著 

［出版者］詩集硝煙刊行会 

［出版日期］1961.4 

［知识责任］内海信之 著 



 

 

［正题名］ダグラス·マッカーサー 

［第一责任人］守川正道著 

［出版者］三和書房 

［出版日期］1978.4 

［附注内容］巻末:ダグラス·マッカーサー年譜 

［知识责任］守川正道 著 

 

 

［正题名］尼崎の戦後史 

［第一责任人］尼崎市史編集委員会編 

［出版者］尼崎市 

［出版日期］1969.3 

［丛编题名］尼崎市史 

［丛编题名］アマガサキ シシ 岡本静心編集代表 別冊 

［附注内容］『尼崎市史』の別冊--凡例より 

［附注内容］編集代表者:岡本静心 

［知识责任］岡本静心 

 

 

［正题名］中等歴史 

［第一责任人］小西四郎,家永三郎著 

［出版者］三省堂出版 

［出版日期］1954.12 

［丛编题名］社会科 

［丛编题名］シャカイカ 歴史的内容を主とするもの 

［附注内容］昭和 29 年 9 月 30 日 文部省検定済教科書 中学校社会科用 

［知识责任］小西四郎 著 

［知识责任］家永三郎 著 

 

 

［正题名］中等歴史 

［第一责任人］小西四郎,家永三郎著 

［出版者］三省堂出版 

［出版日期］1946.11 

［丛编题名］社会科 

［丛编题名］シャカイカ 歴史的内容を主とするもの 

［附注内容］昭和 29 年 9 月 30 日 文部省検定済教科書 中学校社会科用 

［知识责任］小西四郎 著 

［知识责任］家永三郎 著 

 

 

［正题名］人文地理学 



［第一责任人］ブラーシュ著 

［译者］山口貞夫訳 

［出版者］古今書院 

［出版日期］1933.4 

［知识责任］ブラーシュ 著 

［知识责任］Vidal de La Blache 著 

［次知识责任］山口貞夫 訳 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編纂代表 

［出版者］財政経済学会 

［出版日期］1934.11 

［附注内容］再版版(1965.9)発行所:明治編年史頒布会 

［主题词］日本/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編纂代表 

［出版者］財政経済学会 

［出版日期］1936.6 

［附注内容］再版版(1965.9)発行所:明治編年史頒布会 

［主题词］日本/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編纂代表 

［出版者］財政経済学会 

［出版日期］1936.6 

［附注内容］再版版(1965.9)発行所:明治編年史頒布会 

［主题词］日本/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編纂代表 

［出版者］財政経済学会 

［出版日期］1936.6 

［附注内容］再版版(1965.9)発行所:明治編年史頒布会 

［主题词］日本/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編纂代表 

［出版者］財政経済学会 



［出版日期］1936.6 

［附注内容］再版版(1965.9)発行所:明治編年史頒布会 

［主题词］日本/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編纂代表 

［出版者］財政経済学会 

［出版日期］1936.6 

［附注内容］再版版(1965.9)発行所:明治編年史頒布会 

［主题词］日本/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編纂代表 

［出版者］財政経済学会 

［出版日期］1936.6 

［附注内容］再版版(1965.9)発行所:明治編年史頒布会 

［主题词］日本/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編纂代表 

［出版者］財政経済学会 

［出版日期］1936.6 

［附注内容］再版版(1965.9)発行所:明治編年史頒布会 

［主题词］日本/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編纂代表 

［出版者］財政経済学会 

［出版日期］1936.6 

［附注内容］再版版(1965.9)発行所:明治編年史頒布会 

［主题词］日本/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］新潟縣農地改革史 

［第一责任人］嶋岡七郎編纂 

［出版者］新潟県農地改革史刊行会 

［出版日期］1957.2 

［附注内容］子書誌あり 

［附注内容］資料[編]の編纂者:新潟県農地課 

［主题词］農地改革 



［知识责任］嶋岡七郎 編纂 

 

 

［正题名］朝鮮歴史読本 

［第一责任人］林光澈著 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1949.11 

［主题词］朝鮮/歴史 

［知识责任］林光澈 著 

 

 

［正题名］福沢諭吉研究 

［第一责任人］ひろたまさき著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1976.2 

［知识责任］ひろたまさき 著 

 

 

［正题名］教師のための世界歴史 

［第一责任人］歴史教育者協議会編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1955 

［主题词］歴史 

 

 

［正题名］佐佐友房関係文書目録 

［第一责任人］国立国会図書館参考書誌部編 

［出版者］国立国会図書館 

［出版日期］1969.1 

［丛编题名］憲政資料目録 

［丛编题名］ケンセイ シリョウ モクロク 第 6 

 

 

［正题名］寺内正毅関係文書目録 

［第一责任人］国立国会図書館参考書誌部編 

［出版者］国立国会図書館 

［出版日期］1971.6 

［丛编题名］憲政資料目録 

［丛编题名］ケンセイ シリョウ モクロク 第 8 

［附注内容］付:岡市之助関係文書目録:p189-195 

 

 

［正题名］伊東巳代治関係文書目録 

［第一责任人］国立国会図書館閲覧部法律政治参考課憲政資料室[編] 



［出版者］国立国会図書館 

［出版日期］[1962] 

［丛编题名］憲政資料室所蔵資料目録 

［丛编题名］ケンセイ シリョウシツ ショゾウ シリョウ モクロク 第 2 

［主题词］憲法/日本 

 

 

［正题名］憲政史編纂会収集文書目録 

［第一责任人］国立国会図書館閲覧部政治法制参考室憲政資料室編 

［出版者］国立国会図書館 

［出版日期］[1960] 

［丛编题名］憲政資料室所蔵目録 

［丛编题名］ケンセイ シリョウシツ ショゾウ モクロク 第 1 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後/史料/書目 

 

 

［正题名］極東の危機 

［第一责任人］スチムソン著 

［译者］清沢洌訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1936.11 

［附注内容］中央公論 第 51 年第 11 号(昭和 11 年 11 月)別冊附録 

［主题词］満州問題 

［知识责任］スチムソン 著 

［知识责任］Stimson 著 

［次知识责任］清沢洌 訳 

 

 

［正题名］辨證法的唯物論 

［第一责任人］廣島定吉譯 

［出版者］新興出版社 

［出版日期］1946.7 

［附注内容］執筆:アー·サラヂェフ[ほか] 

［主题词］唯物弁証法 

［知识责任］廣島定吉 譯 

 

 

［正题名］社會科學基礎教程 

［第一责任人］社会科学研究会編譯 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1950.10 

［附注内容］[正]の監修: 陳伯達ほか 

 

 



［正题名］瓢鰻まんだら 

［第一责任人］前田俊彦追悼録刊行会編 

［出版者］前田俊彦追悼録刊行会 

［出版日期］1994.4 

［附注内容］発売: 社団法人農山村文化協会, 巻末: 前田俊彦略年譜(293-299p) 

［知识责任］前田俊彦追悼録刊行会 編 

 

 

［正题名］標音露和辭典 

［第一责任人］岩澤丙吉編 

［出版者］白水社 

［出版日期］1936.3 

［主题词］ロシア語/辞書 

［知识责任］岩沢丙吉 編 

 

 

［正题名］中国語のすすめ 

［第一责任人］鐘ケ江信光著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1964.11 

［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 23 

［主题词］中国語--研究·指導 

［知识责任］鐘ケ江信光 著 

 

 

［正题名］漢の武帝 

［第一责任人］吉川幸次郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1949.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-24 

［知识责任］吉川幸次郎 著 

 

 

［正题名］日中貿易の基礎知識 

［第一责任人］平井博二著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1971.9 

［主题词］日本/貿易/中国 

［知识责任］平井博二 著 

 

 

［正题名］新撰和エス辭典 



［第一责任人］岡本好次著 

［出版者］日本エスペラント学会 

［出版日期］1935.4 

［主题词］エスペラント/辞書 

［知识责任］岡本好次 著 

 

 

［正题名］新撰エス和辞典 

［第一责任人］日本エスペラント学会編纂 

［出版者］日本エスペラント学会 

［出版日期］1926.7 

［附注内容］奥付には、「昭和 6 年 11 月第 40 版発行」とあるが、内容に「増補について(1933

年 5 月)」とあり。 

［主题词］エスペラントー-辞書 

 

 

［正题名］思考と行動における言語 

［第一责任人］S.I.ハヤカワ著 

［译者］大久保忠利譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.12 

［丛编题名］岩波現代叢書 

［丛编题名］イワナミ ゲンダイ ソウショ 

［附注内容］参考書目: p295-299 

［主题词］意味論 

［知识责任］S.I.ハヤカワ 著 

［知识责任］HayakawaSamuel Ichiyé 著 

［次知识责任］大久保忠利 訳 

 

 

［正题名］東洋史上の古代日本 

［第一责任人］山崎宏編著 

［出版者］清水書店 

［出版日期］1948.3 

［知识责任］山崎宏 編著 

 

 

［正题名］目黒町誌 

［第一责任人］村上三朗編 

［出版者］東京朝報社 

［出版日期］1924.9 

［主题词］東京都目黒区/地誌 

［知识责任］村上三朗 編 

 



 

［正题名］日本政治經濟年鑑 

［第一责任人］日本政治経済研究所編 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1935.3 

［知识责任］日本政治経済研究所 編 

 

 

［正题名］稿本先哲小傳 

［出版者］[出版社不明] 

［出版日期］[19 ?] 

［附注内容］編纂委員: 三上参次[ほか] 

［附注内容］上篇:42 篇, 下篇:20 篇(追加含む) 

［附注内容］p191-197 は追加として別刷 

 

 

［正题名］レーニン伝 

［第一责任人］マルクス=エンゲルス=レーニン研究所編 

［译者］内村有三訳 

［出版者］国民文庫社 

［出版日期］1953.4 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 108 

［次知识责任］内村有三 訳 

 

 

［正题名］樞密院重要議事覺書 

［第一责任人］深井英五著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.3 

［附注内容］年表: p487-500 

［附注内容］深井英五年譜及び著書論文略目録: p501-503 

［附注内容］解題 / 林茂 

［主题词］国会 

［知识责任］深井英五 著 

 

 

［正题名］雨やどり 

［第一责任人］韋江凡,呉衍休,周思聡え著 

［出版者］外文出版社 

［出版者］中国国際書店(発売) 

［出版日期］1974 

［知识责任］韋江凡 著 

［知识责任］呉衍休 著 



［知识责任］周思聡 著 

 

 

［正题名］蓮月 

［第一责任人］前田詇子著 

［出版者］淡交社 

［出版日期］1979.8 

［丛编题名］文人書譜 

［丛编题名］ブンジン ショフ 11 

［附注内容］監修:神田喜一郎,源豊宗 

［知识责任］前田詇子 著 

 

 

［正题名］図説国民の歴史 

［第一责任人］日本近代史研究会編 

［出版者］国文社 

［出版日期］1963.5 

［正题名］図説国民の歴史 

［第一责任人］日本近代史研究会編 

［出版者］国文社 

［出版日期］1963.8 

［正题名］図説国民の歴史 

［第一责任人］日本近代史研究会編 

［出版者］国文社 

［出版日期］1963.9 

［正题名］図説国民の歴史 

［第一责任人］日本近代史研究会編 

［出版者］国文社 

［出版日期］1963.10 

［正题名］図説国民の歴史 

［第一责任人］日本近代史研究会編 

［出版者］国文社 

［出版日期］1963.11 

［正题名］図説国民の歴史 

［第一责任人］日本近代史研究会編 

［出版者］国文社 

［出版日期］1963.11 

［正题名］図説国民の歴史 

［第一责任人］日本近代史研究会編 

［出版者］国文社 

［出版日期］1964.1 

［正题名］図説国民の歴史 

［第一责任人］日本近代史研究会編 

［出版者］国文社 



［出版日期］1964.2 

［正题名］図説国民の歴史 

［第一责任人］日本近代史研究会編 

［出版者］国文社 

［出版日期］1964.3 

［正题名］図説国民の歴史 

［第一责任人］日本近代史研究会編 

［出版者］国文社 

［出版日期］1964.5 

［正题名］図説国民の歴史 

［第一责任人］日本近代史研究会編 

［出版者］国文社 

［出版日期］1964.4 

［正题名］図説国民の歴史 

［第一责任人］日本近代史研究会編 

［出版者］国文社 

［出版日期］1964.6 

［正题名］図説国民の歴史 

［第一责任人］日本近代史研究会編 

［出版者］国文社 

［出版日期］1964.7 

［正题名］図説国民の歴史 

［第一责任人］日本近代史研究会編 

［出版者］国文社 

［出版日期］1964.8 

［正题名］図説国民の歴史 

［第一责任人］日本近代史研究会編 

［出版者］国文社 

［出版日期］1964.9 

［正题名］図説国民の歴史 

［第一责任人］日本近代史研究会編 

［出版者］国文社 

［出版日期］1964.10 

［正题名］図説国民の歴史 

［第一责任人］日本近代史研究会編 

［出版者］国文社 

［出版日期］1964.11 

［正题名］図説国民の歴史 

［第一责任人］日本近代史研究会編 

［出版者］国文社 

［出版日期］1965.1 

［正题名］図説国民の歴史 

［第一责任人］日本近代史研究会編 

［出版者］国文社 



［出版日期］1965.2 

［正题名］舊條約彙纂 

［第一责任人］外務省條約局編 

［出版者］外務省条約局 

［出版日期］1934.3 

［主题词］日本/条約 

［知识责任］外務省条約局 編 

 

 

［正题名］鈴木貫太郎傳 

［第一责任人］鈴木貫太郎伝記編纂委員会編 

［出版者］鈴木貫太郎伝記編纂委員会 

［出版日期］1960.8 

［正题名］森恪 

［第一责任人］山浦貫一編 

［出版者］森恪傳記編纂會 

［出版日期］1941.7 

［附注内容］巻末:森恪年譜,人名索引 

［附注内容］森格の肖像あり 

［知识责任］山浦貫一 編 

 

 

［正题名］近衛文麿 

［第一责任人］矢部貞治編著 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1952.5 

［附注内容］著作権者: 近衛文磨伝記編纂刊行会 

［附注内容］上巻: 近衛文麿の肖像あり 

［附注内容］参考文献:上巻:巻頭 p13-15 

［知识责任］矢部貞治 編著 

 

 

［正题名］近衛文麿 

［第一责任人］矢部貞治編著 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1952.5 

［附注内容］著作権者: 近衛文磨伝記編纂刊行会 

［附注内容］上巻: 近衛文麿の肖像あり 

［附注内容］参考文献:上巻:巻頭 p13-15 

［知识责任］矢部貞治 編著 

 

 

［正题名］維新海軍の人々 

［第一责任人］田村榮太郎著 



［出版者］北海出版社 

［出版日期］1943.5 

［主题词］日本/海軍/歴史 

［知识责任］田村栄太郎 著 

 

 

［正题名］外交餘録 

［第一责任人］石井菊次郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1930.6 

［知识责任］石井菊次郎 著 

 

 

［正题名］幣原喜重郎 

［第一责任人］幣原平和財団編 

［出版者］幣原平和財団 

［出版日期］1955.10 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後 

 

 

［正题名］原敬傳 

［第一责任人］前田蓮山著 

［出版者］高山書院 

［出版日期］1943.3 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後 

［知识责任］前田蓮山 著 

 

 

［正题名］日本 

［第一责任人］エドウィン·ライシャワー著 

［译者］岡野満訳 

［出版者］時論社 

［出版日期］1948.6 

［知识责任］ライシャワー 著 

［知识责任］Reischauer 著 

［次知识责任］岡野満 訳 

 

 

［正题名］鉄鋼 

［第一责任人］市川弘勝著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-242 



［主题词］鉄鋼業 

［知识责任］市川弘勝 著 

 

 

［正题名］現代アフリカの文学 

［第一责任人］N.ゴーディマ著 

［译者］土屋哲訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1975.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-938 

［附注内容］アフリカ人作家·人名録: p223-238 

［主题词］アフリカ文学 

［知识责任］ゴーディマ 著 

［知识责任］Gordimer 著 

［次知识责任］土屋哲 訳 

 

 

［正题名］國性爺合戰 

［正题名］鑓の權三重帷子 

［第一责任人］近松門左衞門著 

［译者］和田萬吉校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1927.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 33 

［知识责任］近松門左衛門 著 

［知识责任］和田万吉 校訂 

 

 

［正题名］戊辰戦争 

［第一责任人］佐々木克著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1977.1 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 455 

［附注内容］参考文献·戊辰戦争年表:p.226～232 

［主题词］戊辰の役 

［知识责任］佐々木克 著 

 

 

［正题名］暗黒日記 

［第一责任人］清沢洌著 

［出版者］東洋経済新報社 



［出版日期］1954.6 

［知识责任］清沢洌 著 

 

 

［正题名］近衛日記 

［第一责任人］共同通信社「近衛日記」編集委員会編 

［出版者］共同通信社開発局 

［出版日期］1968.3 

［正题名］岡田啓介回顧録 

［第一责任人］岡田啓介著 

［译者］岡田貞寛編 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1977.12 

［附注内容］付:ロンドン軍縮問題日記:p165-239 

［附注内容］岡田啓介年譜:p.268-272 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］岡田啓介 著 

［次知识责任］岡田貞寛 編 

 

 

［正题名］新聞集成明治編年史 

［第一责任人］中山泰昌編纂代表 

［出版者］財政経済学会 

［出版日期］1934.12 

［附注内容］再版版(1965.9)発行所:明治編年史頒布会 

［附注内容］第 15 卷:全卷索引 

［主题词］日本/歴史/明治時代/史料 

［知识责任］中山泰昌 編纂代表 

 

 

［正题名］井上準之助論叢 

［第一责任人］井上準之助論叢編纂会編 

［出版者］井上準之助論叢編纂会 

［出版日期］1935.4 

［附注内容］著書 戦後に於ける我国の経済及び金融. 我国国際金融の現状及び改善策. 国

民経済の立直しと金解禁. 世界不景気と我国民の覚悟. 金再禁止と我財界の前途 

［主题词］金融/日本/歴史/明治以後 

 

 

［正题名］井上準之助論叢 

［第一责任人］井上準之助論叢編纂会編 

［出版者］井上準之助論叢編纂会 

［出版日期］1935.4 

［附注内容］演説·講演 日本銀行行員時代の講演 英国に於ける銀行支店制度. ほか 30



編 

［主题词］金融/日本/歴史/明治以後 

 

 

［正题名］井上準之助論叢 

［第一责任人］井上準之助論叢編纂会編 

［出版者］井上準之助論叢編纂会 

［出版日期］1935.4 

［附注内容］演説·講演 日本銀行総裁時代(第二次) の演説、講演 休業銀行の整理方針と

将来の財界対策. ほか 34 編 

［主题词］金融/日本/歴史/明治以後 

 

 

［正题名］井上準之助論叢 

［第一责任人］井上準之助論叢編纂会編 

［出版者］井上準之助論叢編纂会 

［出版日期］1935.4 

［附注内容］雑論文·雑録 銀行の資本金高制限の議に就て. ほか 33 編 

［主题词］金融/日本/歴史/明治以後 

 

 

［正题名］井上準之助傳 

［第一责任人］井上準之助論叢編纂会編 

［出版者］井上準之助論叢編纂会 

［出版日期］1935.4 

［丛编题名］井上準之助論叢 

［丛编题名］イノウエ ジュンノスケ ロンソウ 井上準之助論叢編纂会編 附録 

 

 

［正题名］エジプト美術五千年展 

［第一责任人］新规矩男,衣奈多喜男,深井晋司著 

［出版者］朝日新聞東京本社 

［出版日期］[1963] 

［附注内容］展覧会図録 

［附注内容］会期·会場: 1963 年 3 月 3 日-5 月 5 日, 東京国立博物館ほか 

［主题词］美術エジプト/図集 

［知识责任］新规矩男 著 

［知识责任］衣奈多喜男 著 

［知识责任］深井晋司 著 

［知识责任］加藤一朗 著 

［知识责任］增田精一 著 

［知识责任］野間清六 著 

［知识责任］鈴木八司 著 

［知识责任］友部直 著 



 

 

［正题名］三民主義と現代中國 

［第一责任人］岩村三千夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1949.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-6 

［主题词］三民主義 

［主题词］中国/政治 

［知识责任］岩村三千夫 著 

 

 

［正题名］転形期の歴史学 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］鉄塔書院 

［出版日期］1929.9 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］鹿児島の歴史と文化 

［第一责任人］鹿児島県歴史資料センター黎明館企画·編集 

［出版者］鹿児島県歴史資料センター黎明館 

［出版日期］1983.10 

［附注内容］子書誌あり 

 

 

［正题名］鹿児島の歴史と文化 

［第一责任人］鹿児島県歴史資料センター黎明館企画·編集 

［出版者］鹿児島県歴史資料センター黎明館 

［出版日期］1983.10 

［附注内容］子書誌あり 

 

 

［正题名］私憤から公憤へ 

［第一责任人］吉原賢二著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1975.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-951 

［主题词］ワクチン 

［主题词］医事紛争 

［知识责任］吉原賢二 著 

 



 

［正题名］明治大正農村經濟の變遷 

［第一责任人］高橋亀吉著 

［译者］東洋經濟新報社研究部編纂 

［出版者］東洋経済新報社出版部 

［出版日期］1926.9 

［主题词］日本/農業/歴史/明治時代 

［主题词］日本/農業/歴史/大正時代 

［知识责任］高橋亀吉 著 

 

 

［正题名］女性史余話 

［第一责任人］隈崎渡著 

［出版者］新府書房 

［出版日期］1947.3 

［知识责任］隈崎渡 著 

 

 

［正题名］佐世保からの証言 

［第一责任人］田中哲也著 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1969.12 

［丛编题名］三省堂新書 

［丛编题名］サンセイドウ シンショ 67 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］平和運動 

［知识责任］田中哲也 著 

 

 

［正题名］映畫のみかた 

［第一责任人］瓜生忠夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 57 

［主题词］映画 

［知识责任］瓜生忠夫 著 

 

 

［正题名］人間詩話 

［第一责任人］吉川幸次郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.5 

［丛编题名］岩波新書 



［丛编题名］イワナミ シンショ 418 

［主题词］漢詩/詩論·詩話 

［知识责任］吉川幸次郎 著 

 

 

［正题名］アメリカ夏象冬記 

［第一责任人］安岡章太郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1969.12 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 206 

［知识责任］安岡章太郎 著 

 

 

［正题名］深層文化の試掘 

［第一责任人］上山春平著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1972.7 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 291 神々の体系 [正] 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］上山春平 著 

 

 

［正题名］徳川慶喜 

［第一责任人］松浦玲著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1975.5 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 397 

［附注内容］参考文献·徳川慶喜年譜:p.198-203 

［知识责任］松浦玲 著 

 

 

［正题名］物質理論の探求 

［第一责任人］島尾永康著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-970 

［主题词］物質 

［知识责任］島尾永康 著 

 

 



［正题名］朝鮮戦争·逆コースのなかの女たち 

［第一责任人］女たちの現在を問う会編 

［出版者］インパクト出版会 

［出版日期］1986.8 

［丛编题名］銃後史ノート戦後篇 

［丛编题名］ジュウゴシ ノート センゴヘン 女たちの現在を問う会編 1 (1949.1-1951.7) 

［附注内容］発売:イザラ書房 

［附注内容］年表·1950 年前後の日本と朝鮮:p4-5 

［主题词］婦人/歴史 

［主题词］婦人問題 

 

 

［正题名］橘孝三郎 

［第一责任人］松沢哲成著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1972.3 

［知识责任］松沢哲成 著 

 

 

［正题名］朝鮮獨立騒擾史論 

［第一责任人］青柳綱太郎著 

［出版者］朝鮮研究會 

［出版日期］1921.3 

［附注内容］題字:斉藤実, 美濃部俊吉 

［知识责任］青柳綱太郎 著 

 

 

［正题名］フィンセント·ファン·ゴッホ展 

［第一责任人］A.M.ハンマーヘル, 嘉門安雄,海藤日出男編 

［出版者］美術出版社) 

［出版日期］[1958] 

［附注内容］会期·会場:1958 年 10 月 15 日-11 月 25 日 東京国立博物館, 12 月 3 日-12

月 27 日 京都市美術館 

［附注内容］主催:国立クロラ·ミュラー美術館,東京国立博物館, 読売新聞社 

［附注内容］付:年譜 

［知识责任］A.M.ハンマーヘル 著 

［知识责任］Hammacher 著 

［知识责任］嘉門安雄 著 

［知识责任］海藤日出男 著 

 

 

［正题名］ひとびとの跫音 

［第一责任人］司馬遼太郎著 

［出版者］中央公論社 



［出版日期］1981.7 

［知识责任］司馬遼太郎 著 

 

 

［正题名］ひとびとの跫音 

［第一责任人］司馬遼太郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1981.7 

［知识责任］司馬遼太郎 著 

 

 

［正题名］桐生悠々反軍論集 

［第一责任人］桐生悠々著 

［译者］太田雅夫編 

［出版者］新泉社 

［出版日期］1980.8 

［附注内容］新装版 著者の肖像あり 

［附注内容］付:年表 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［主题词］戦争 

［知识责任］桐生悠々 著 

［次知识责任］太田雅夫 編 

 

 

［正题名］フランス勤工倹学の回想 

［第一责任人］何長工著 

［译者］河田悌一,森時彦訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 956 

［主题词］外国留学 

［主题词］中国共産党 

［知识责任］何長工 著 

［次知识责任］河田悌一 訳 

［次知识责任］森時彦 訳 

 

 

［正题名］大学ゲリラの唄 

［第一责任人］岡本雅美,村尾行一採録 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1969.5 

［丛编题名］三省堂新書 

［丛编题名］サンセイドウ シンショ 



［主题词］東京大学 

［主题词］落書 

［知识责任］岡本雅美 採録 

［知识责任］村尾行一 採録 

 

 

［正题名］日本女性史 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1967.10 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 589 

［主题词］婦人 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］イエスは全共闘をどう見るか 

［第一责任人］高尾利数著 

［出版者］自由国民社 

［出版日期］1970.12 

［丛编题名］Ace books 

［丛编题名］Ace books 

［丛编题名］ce books e books 

［主题词］学生運動 

［主题词］大学/管理·運営 

［知识责任］高尾利数 著 

 

 

［正题名］古代末期の政治過程および政治形態 

［第一责任人］石母田正[著] 

［第一责任人］菊池謙一[著] 

［第一责任人］尾崎庄太郎著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1950.5 

［丛编题名］社會構成史体系 

［丛编题名］シャカイ コウセイシ タイケイ 第 1 部 日本社會構成の發展 

［丛编题名］社會構成史体系 

［丛编题名］シャカイ コウセイシ タイケイ 第 2 部 東洋社會構成の發展 

［丛编题名］社會構成史体系 

［丛编题名］シャカイ コウセイシ タイケイ 第 3 部 世界史的發展の法則 

［知识责任］石母田正 [著] 

［知识责任］菊池謙一 [著] 

［知识责任］尾崎庄太郎 著 

 



 

［正题名］南北戰爭と近代アメリカの確立 

［第一责任人］菊池謙一 [著] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1951.2 

［丛编题名］社會構成史体系 

［丛编题名］シャカイ コウセイシ タイケイ 第 3 部 世界史的發展の法則 

［主题词］南北戦争 

［知识责任］菊池謙一 [著] 

 

 

［正题名］プロシァ農業改革とユンカー經營の發展 

［第一责任人］林健太郎 [著] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1950.3 

［丛编题名］社會構成史体系 

［丛编题名］シャカイ コウセイシ タイケイ 第 3 部 世界史的發展の法則 

［知识责任］林健太郎 著 

 

 

［正题名］アメリカの奴隷制度と近代社會の成長 

［第一责任人］菊池謙一 [著] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1950.5 

［丛编题名］社會構成史体系 

［丛编题名］シャカイ コウセイシ タイケイ 第 3 部 世界史的發展の法則 

［主题词］奴隷廃止運動 

［知识责任］菊池謙一 著 

 

 

［正题名］古代末期の政治過程および政治形態 

［第一责任人］石母田正[著] 

［第一责任人］菊池謙一[著] 

［第一责任人］尾崎庄太郎著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1950.5 

［丛编题名］社會構成史体系 

［丛编题名］シャカイ コウセイシ タイケイ 第 1 部 日本社會構成の發展 

［丛编题名］社會構成史体系 

［丛编题名］シャカイ コウセイシ タイケイ 第 2 部 東洋社會構成の發展 

［丛编题名］社會構成史体系 

［丛编题名］シャカイ コウセイシ タイケイ 第 3 部 世界史的發展の法則 

［知识责任］石母田正 [著] 

［知识责任］菊池謙一 [著] 



［知识责任］尾崎庄太郎 著 

 

 

［正题名］封建社會における資本の存在形態 

［第一责任人］堀江英一 [著] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1949.9 

［丛编题名］社會構成史体系 

［丛编题名］シャカイ コウセイシ タイケイ 第 1 部 日本社會構成の發展 

［主题词］資本主義/日本 

［主题词］経済/歴史/近代 

［主题词］経済/歴史 

［知识责任］堀江英一 著 

 

 

［正题名］近世における階級鬪爭の諸形態 

［第一责任人］林基 [著] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1949.11 

［丛编题名］社會構成史体系 

［丛编题名］シャカイ コウセイシ タイケイ 第 1 部 日本社會構成の發展 

［主题词］階級闘争 

［主题词］農民一揆 

［知识责任］林基 [著] 

 

 

［正题名］近世における農民層の階級分化 

［第一责任人］藤田五郎 [著] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1949.12 

［丛编题名］社會構成史体系 

［丛编题名］シャカイ コウセイシ タイケイ 第 1 部 日本社會構成の發展 

［主题词］農民 

［知识责任］藤田五郎 [著] 

 

 

［正题名］古代インドの統一國家 

［第一责任人］中村元 [著] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1951.2 

［丛编题名］社會構成史体系 

［丛编题名］シャカイ コウセイシ タイケイ 第 2 部 東洋社會構成の發展 

［知识责任］中村元 [著] 

 



 

［正题名］政治的社會の成立 

［第一责任人］藤間生大 [著] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1949.4 

［丛编题名］社會構成史体系 

［丛编题名］シャカイ コウセイシ タイケイ 第 1 部 日本社會構成の發展 

［主题词］階級 

［知识责任］藤間生大 [著] 

 

 

［正题名］明治維新における指導と同盟 

［第一责任人］服部之總[著] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1949.7 

［丛编题名］社會構成史体系 

［丛编题名］シャカイ コウセイシ タイケイ 第 1 部 日本社會構成の發展 

［主题词］明治維新 

［知识责任］服部之総 [著] 

 

 

［正题名］大隈侯八十五年史 

［第一责任人］大隈侯八十五年史編纂会編 

［出版者］大隈侯八十五年史編纂会 

［出版日期］1926.12 

［正题名］大隈侯八十五年史 

［第一责任人］大隈侯八十五年史編纂会編 

［出版者］大隈侯八十五年史編纂会 

［出版日期］1930.12 

［正题名］大隈侯八十五年史 

［第一责任人］大隈侯八十五年史編纂会編 

［出版者］大隈侯八十五年史編纂会 

［出版日期］1930.11 

［正题名］大久保利通傳 

［第一责任人］勝田孫彌著 

［出版者］同文館 

［出版日期］1910.7 

［附注内容］大久保利通の肖像あり 

［知识责任］勝田孫弥 著 

 

 

［正题名］大久保利通傳 

［第一责任人］勝田孫彌著 

［出版者］同文館 



［出版日期］1910.10 

［附注内容］大久保利通の肖像あり 

［知识责任］勝田孫弥 著 

 

 

［正题名］大久保利通傳 

［第一责任人］勝田孫彌著 

［出版者］同文館 

［出版日期］1911.2 

［附注内容］大久保利通の肖像あり 

［知识责任］勝田孫弥 著 

 

 

［正题名］後藤新平 

［第一责任人］鶴見祐輔編著 

［出版者］後藤新平伯傳記編纂會 

［出版日期］1937.10 

［附注内容］後藤新平年譜·総目次·索引: 第 4 巻巻末 

［附注内容］後藤新平の肖像あり 

［知识责任］鶴見祐輔 編著 

 

 

［正题名］後藤新平 

［第一责任人］鶴見祐輔編著 

［出版者］後藤新平伯傳記編纂會 

［出版日期］1937.7 

［附注内容］後藤新平年譜·総目次·索引: 第 4 巻巻末 

［附注内容］後藤新平の肖像あり 

［知识责任］鶴見祐輔 編著 

 

 

［正题名］土佐の自由民権 

［第一责任人］外崎光広著 

［出版者］高知市民図書館 

［出版日期］1984.3 

［附注内容］土佐の自由民権年表: p326-337 

［主题词］自由民権運動 

［知识责任］外崎光広 著 

 

 

［正题名］日本共産党 

［第一责任人］朝日新聞社編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1973.5 



［附注内容］日本共産党のあゆみ=年表:p316-319 

［主题词］日本共産党 

 

 

［正题名］わが友に告げん 

［第一责任人］東大十六学生救援会編 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1952.6 

［正题名］大学を守ろう 

［第一责任人］末川博 [ほか] 著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1950.4 

［主题词］大学/論説 

［知识责任］末川博 著 

 

 

［正题名］日本の農民問題 

［第一责任人］菅沼正久著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1973.7 

［主题词］農民 

［主题词］農村 

［知识责任］菅沼正久 著 

 

 

［正题名］歴史をつくる學生たち 

［第一责任人］東京大學協同組合出版部編 

［出版者］東京大學協同組合出版部 

［出版日期］1947.12 

［正题名］自由は土佐の山間より 

［第一责任人］土佐自由民権研究会編 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1989.5 

［附注内容］自由民権百年第三回全国集会(1987 年 11 月 21-23 日:高知)の記録 

［主题词］自由民権運動 

［主题词］高知県/歴史 

 

 

［正题名］人民民主主義について 

［第一责任人］ディミトロフ[ほか著] 

［译者］アカハタ國際部編 

［出版者］日本共産黨東京都委員會出版部 

［出版日期］1950.6 

［知识责任］Dimitrov [著] 



［次知识责任］アカハタ國際部 編 

 

 

［正题名］自由民権と現代 

［第一责任人］遠山茂樹著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1985.9 

［主题词］自由民権運動 

［知识责任］遠山茂樹 著 

 

 

［正题名］憲法義解 

［第一责任人］伊藤博文著 

［译者］宮澤俊義校註 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.4 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2311-2312 

［附注内容］ISBN は第 9 刷(1997 年復刊)による 

［附注内容］初版:國家學會 明治 22 年 6 月刊 

［知识责任］伊藤博文 著 

［知识责任］宮沢俊義 校註 

 

 

［正题名］今こそ問う天皇制 

［第一责任人］わだつみ会編 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1989.11 

［主题词］天皇制 

 

 

［正题名］静岡県の百年 

［第一责任人］原口清,海野福寿著 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］1982.10 

［丛编题名］県民 100 年史 

［丛编题名］ケンミン 100 ネンシ 22 

［附注内容］付:静岡県全図 

［附注内容］巻末:年表·参考文献 

［主题词］静岡県/歴史 

［知识责任］海野福寿 著 

［知识责任］原口清 著 

 

 



［正题名］北方領土 

［第一责任人］三田英彬著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1973.2 

［附注内容］参考文献: p326 

［主题词］千島 

［知识责任］三田英彬 著 

 

 

［正题名］歴史と民族の発見 

［第一责任人］石母田正著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1953.2 

［附注内容］続 内容:人間·抵抗·学風 

［主题词］民族問題 

［主题词］歴史学 

［知识责任］石母田正 著 

 

 

［正题名］青春の証言 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］幸洋出版 

［出版日期］1983.3 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］急務檄言 

［第一责任人］高橋秀臣著 

［出版者］文学同志会 

［出版日期］1901.2 

［附注内容］記述は 3 版(1901.10 発行)による 

［主题词］政治思想 

［知识责任］高橋秀臣 著 

 

 

［正题名］註解萬葉集 

［第一责任人］佐野保太郎,藤井寛共著 

［出版者］藤井書店 

［出版日期］1942.12 

［知识责任］佐野保太郎 著 

［知识责任］藤井寛 著 

 

 

［正题名］桂久武日記 



［出版者］鹿児島県立図書館 

［出版日期］1986.2 

［丛编题名］鹿児島県史料集 

［丛编题名］カゴシマケン シリョウシュウ 鹿児島県史料刊行委員会[編] 26 

［附注内容］桂久武の肖像あり 遡及 

［主题词］鹿児島県/歴史/史料 

 

 

［正题名］クリスマス·カロル 

［第一责任人］ディッケンズ作 

［译者］森田草平譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1929.4 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 496 

［知识责任］ディッケンズ 作 

［知识责任］Dickens 作 

［次知识责任］森田草平 譯 

 

 

［正题名］神々の復活 

［第一责任人］メレジュコーフスキイ作 

［译者］米川正夫譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.2 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1085-1086a 

［知识责任］メレジュコーフスキイ 作 

［知识责任］Merezhkovsky 作 

［次知识责任］米川正夫 譯 

 

 

［正题名］アルプスの山の娘 

［第一责任人］ヨハンナ·スピリ作 

［译者］野上彌生子譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.6 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1005-1006 

［附注内容］第 2 刷(1934.9)のページ数:295p 

［附注内容］第 21 刷(1952.1)のページ数:319p 

［附注内容］第 30 刷(1991.3)のページ数:321p 

［知识责任］スピリ 作 

［知识责任］Spyri 作 



［知识责任］野上弥生子 譯 

 

 

［正题名］左翼運動と警察 

［第一责任人］警備研究会編 

［出版者］警察図書出版 

［出版日期］1952.8 

［主题词］共産主義 

［主题词］日本共産党 

 

 

［正题名］アメリカ思想から何を学ぶか 

［第一责任人］鶴見俊輔著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1958 

［丛编题名］中央公論文庫 

［丛编题名］チュウオウ コウロン ブンコ 

［主题词］アメリカ哲学 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］神武東遷 

［第一责任人］安本美典著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1968.11 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 178 

［主题词］日本/歴史/大和時代 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］安本美典 著 

 

 

［正题名］町衆 

［第一责任人］林屋辰三郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1964.12 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 59 

［附注内容］京都「市民」形成史年表: p[219]-234 

［主题词］町衆 

［知识责任］林屋辰三郎 著 

 

 

［正题名］采女 (うねめ) 



［第一责任人］門脇禎二著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1965.7 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 73 

［主题词］婦人/歴史 

［主题词］采女 

［知识责任］門脇禎二 著 

 

 

［正题名］日本のあけぼの 

［第一责任人］三笠宮崇仁編 

［出版者］光文社 

［出版日期］1959.2 

［丛编题名］カッパ·ブックス 

［丛编题名］カッパ ブックス 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］三笠宮崇仁 編 

 

 

［正题名］加波山事件研究 

［第一责任人］三浦進,塚田昌宏著 

［出版者］同時代社 

［出版日期］1984.5 

［主题词］加波山事件 

［知识责任］三浦進 著 

［知识责任］塚田昌宏 著 

 

 

［正题名］市町村制史稿 

［第一责任人］大森鐘一,一木喜徳郎共編 

［第一责任人］参事院編 

［出版者］明治史料研究連絡会 

［出版日期］1957.2 

［丛编题名］明治史料 

［丛编题名］メイジ シリョウ 第 3 集 

［附注内容］"市町村制史稿"の原本は 1907 年 1 月刊 

［附注内容］奥付によると編著者は原口敬明 

［附注内容］解題は福島正夫 

［附注内容］謄写印刷 

［知识责任］大森鐘一 編 

［知识责任］一木喜徳郎 編 

［知识责任］参事院 編 

 



 

［正题名］三浦梧樓関係文書 

［第一责任人］山本四郎編 

［出版者］明治史料研究連絡会 

［出版日期］1960.10 

［丛编题名］明治史料 

［丛编题名］メイジ シリョウ 第 8 集 

［附注内容］謄写版 

［知识责任］山本四郎 編 

 

 

［正题名］大阪商船株式會社五十年史 

［第一责任人］[大阪商船株式会社編] 

［出版者］大阪商船 

［出版日期］1934.6 

［正题名］故宮銅鏡選萃 

［第一责任人］故宮博物院編纂 

［出版者］國立故宮博物院 

［出版日期］1971.12 

［丛编题名］中華民國國立故宮博物院蔵品 

［丛编题名］チュウカ ミンコク コクリツ コキュウ ハクブツイン ゾウヒン 國立故宮博

物院 [編] 

［附注内容］中国語,日本語,英語の解説あり 

 

 

［正题名］故宮法噐選萃 

［第一责任人］故宮博物院編纂 

［出版者］國立故宮博物院 

［出版日期］1971.12 

［丛编题名］中華民國國立故宮博物院蔵品 

［丛编题名］チュウカ ミンコク コクリツ コキュウ ハクブツイン ゾウヒン 國立故宮博

物院 [編] 

［附注内容］中国語,日本語,英語の解説あり 

 

 

［正题名］故宮雕漆噐選萃 

［第一责任人］故宮博物院編纂 

［出版者］國立故宮博物院 

［出版日期］1971.12 

［丛编题名］中華民國國立故宮博物院蔵品 

［丛编题名］チュウカ ミンコク コクリツ コキュウ ハクブツイン ゾウヒン 國立故宮博

物院 [編] 

［附注内容］中国語,日本語,英語の解説あり 

 



 

［正题名］寮歌は生きている 

［第一责任人］旧制高校寮歌保存会編 

［出版者］旧制高校寮歌保存会 

［出版日期］1966.5 

［正题名］日本の軍國主義 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1954.1 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］日本の軍國主義 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1953.6 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］ドイツ農民戦争 

［第一责任人］エンゲルス著 

［译者］秦玄龍訳 

［出版者］文化評論社 

［出版日期］1948.2 

［丛编题名］マルクス·エンゲルス農業問題集 

［丛编题名］マルクス エンゲルス ノウギョウ モンダイシュウ 1 

［附注内容］附:フランスとドイツにおける農民問題,マルク 

［知识责任］エンゲルス 著 

［知识责任］Engels 著 

［次知识责任］秦玄龍 訳 

 

 

［正题名］満洲事変期の中日外交史研究 

［第一责任人］兪辛焞著 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1986.9 

［附注内容］史料と参考文献: p433-436 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/昭和時代 

［主题词］満州事変 

［知识责任］兪辛焞 著 

 

 

［正题名］文學の鑑賞 

［第一责任人］竹内好[ほか]編 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.12 

［丛编题名］岩波講座文學の創造と鑑賞 

［丛编题名］イワナミ コウザ ブンガク ノ ソウゾウ ト カンショウ 第 2 巻 

［附注内容］2 の編者:桑原武夫ほか 

［主题词］文学 

［知识责任］竹内好 編 

 

 

［正题名］文學の創造 

［第一责任人］伊藤整 [ほか] 編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.1 

［丛编题名］岩波講座文學の創造と鑑賞 

［丛编题名］イワナミ コウザ ブンガク ノ ソウゾウ ト カンショウ 第 3 巻 

［附注内容］1 の編集者代表:国分 一太郎 

［主题词］文学 

［知识责任］伊藤整 編 

 

 

［正题名］文學の創造 

［第一责任人］伊藤整 [ほか] 編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.2 

［丛编题名］岩波講座文學の創造と鑑賞 

［丛编题名］イワナミ コウザ ブンガク ノ ソウゾウ ト カンショウ 第 4 巻 

［附注内容］1 の編集者代表:国分 一太郎 

［主题词］文学 

［知识责任］伊藤整 編 

 

 

［正题名］文學の學習と教育 

［第一责任人］西郷信綱[ほか]編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.3 

［丛编题名］岩波講座文學の創造と鑑賞 

［丛编题名］イワナミ コウザ ブンガク ノ ソウゾウ ト カンショウ 第 5 巻 

［知识责任］西郷信綱 編 

 

 

［正题名］満州に於ける露国の利権外交史 

［第一责任人］[ベー·アー·ロマーノフ著] 

［译者］山下義雄訳 

［出版者］鴨右堂書房 



［出版日期］1934.7 

［主题词］ロシア/外国関係/満州/歴史 

［知识责任］[ベー·アー·ロマーノフ 著 

［知识责任］Romanov 著 

［次知识责任］山下義雄 訳 

 

 

［正题名］市民革命の研究 

［第一责任人］林健太郎[ほか]著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1948.11 

［知识责任］林健太郎 著 

 

 

［正题名］フランス大革命 

［第一责任人］鈴木正四著 

［出版者］福村書店 

［出版日期］1951.3 

［丛编题名］中学生歴史文庫 

［丛编题名］チュウガクセイ レキシ ブンコ 世界史 5 

［知识责任］鈴木正四 著 

 

 

［正题名］新しいアジア 

［第一责任人］岡倉古志郎著 

［出版者］福村書店 

［出版日期］1950.1 

［丛编题名］中学生歴史文庫 

［丛编题名］チュウガクセイ レキシ ブンコ 世界史 12 

［知识责任］岡倉古志郎 著 

 

 

［正题名］りんご漬け 

［第一责任人］ノーボスチ通信社編 

［出版者］ソビエト社会主義共和国連邦大使館公報課 

［出版日期］1963.12 

［正题名］世界史潮 

［第一责任人］野原四郎 [等] 編著 

［出版者］日本出版共同株式会社 

［出版日期］1953.6 

［附注内容］その他の編著者: 井上幸治,山上正太郎 

［附注内容］索引: 巻末 8p 

［知识责任］野原四郎 編著 

 



 

［正题名］西洋のあゆみ 

［第一责任人］太田秀通[ほか]編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1956.7 

［丛编题名］河出新書 

［丛编题名］カワデ シンショ 世界歴史物語 3 

［知识责任］太田秀通 編 

 

 

［正题名］東海巴山集 

［第一责任人］老舎作 

［译者］千田九一訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 137 

［知识责任］老舍 作 

［次知识责任］千田九一 訳 

 

 

［正题名］日本の近代小説 

［第一责任人］中村光夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-177 

［附注内容］年表(明治初年-昭和 2 年):p232-255 

［附注内容］<BA31940117>とは別書誌. この書誌は後刷(?刷)である 

［知识责任］中村光夫 著 

 

 

［正题名］最も實際的な新聞獨逸語の讀み方 

［第一责任人］上西半三郎著 

［出版者］タイムス出版社 

［出版日期］1932.9 

［知识责任］上西半三郎 著 

 

 

［正题名］日露戦争史の研究 

［第一责任人］信夫清三郎,中山治一編 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1959.9 

［附注内容］付:文献 



［主题词］日露戦争 

［知识责任］信夫清三郎 編 

［知识责任］中山治一 編 

 

 

［正题名］部落問題セミナー 

［第一责任人］部落問題研究所編 

［出版者］汐文社 

［出版日期］1964 

［正题名］フランス現代政治社会史 

［第一责任人］西海太郎著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1953.1 

［知识责任］西海太郎 著 

 

 

［正题名］國際反ファッシズム文化運動 

［第一责任人］新村猛著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1948.10 

［知识责任］新村猛 著 

 

 

［正题名］印度の政治的將來 

［第一责任人］エム·エヌ·ロイ著 

［译者］兒島猛譯 

［出版者］マルクス書房 

［出版日期］1928.9 

［丛编题名］インタナショナルパンフレット 

［丛编题名］インタナショナル パンフレット 第 4 輯 

［知识责任］エム·エヌ·ロイ 著 

［知识责任］Roy 著 

［次知识责任］兒島猛 譯 

 

 

［正题名］日本富豪發生學 

［第一责任人］白柳秀湖著 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1931.9 

［附注内容］下士階級革命の巻: 第一分冊 --序 p3 

［知识责任］白柳秀湖 著 

 

 

［正题名］東京横濱復興建築圖集 



［第一责任人］建築学会著 

［出版者］丸善株式会社 

［出版日期］1931.2 

［正题名］小作料改定ニ関スル參考事例 

［第一责任人］兵庫縣産業部[編] 

［出版者］兵庫縣産業部 

［出版日期］1924.8 

［知识责任］兵庫縣産業部 [編] 

 

 

［正题名］小作爭議ノ影響ニ關スル調査 

［第一责任人］帝國農會[編] 

［出版者］帝國農會 

［出版日期］1929.4 

［附注内容］謄写版 

 

 

［正题名］日本産業機構研究 

［第一责任人］小山弘健,上林貞治郎,北原道貫共著 

［出版者］伊藤書店 

［出版日期］1943.3 

［附注内容］日本産業發達史年表: p415-495 

［知识责任］上林貞治郎 著 

［知识责任］小山弘健 著 

［知识责任］北原道貫 著 

 

 

［正题名］日本における資本主義の発達 

［第一责任人］楫西光速[ほか]共著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1951.1 

［主题词］日本/経済/歴史/現代 

［知识责任］楫西光速 [ほか]著 

 

 

［正题名］ロシヤ語第一歩 

［第一责任人］除村吉太郎著 

［出版者］白水社 

［出版日期］1940 

［丛编题名］露西亜語入門叢書 

［丛编题名］ロシアゴ ニュウモン ソウショ 第一篇 

［附注内容］附詞尾表一冊 

［附注内容］改訂版の序(1939 年 12 月)あり 

［知识责任］除村吉太郎 著 



 

 

［正题名］経済学の原理 

［第一责任人］金子甫著 

［出版者］文眞堂 

［出版日期］1995.3 

［主题词］経済学 

［主题词］経済学/社会主義 

［主题词］経済学/社会主義学派 

［主题词］共産主義 

［知识责任］金子甫 著 

 

 

［正题名］元帥上原勇作伝 

［第一责任人］荒木貞夫編 

［出版者］元帥上原勇作伝記刊行会 

［出版日期］1937.10 

［附注内容］上原勇作の肖像あり 

［知识责任］荒木貞夫 編 

 

 

［正题名］元帥上原勇作伝 

［第一责任人］荒木貞夫編 

［出版者］元帥上原勇作伝記刊行会 

［出版日期］1937.10 

［附注内容］上原勇作の肖像あり 

［知识责任］荒木貞夫 編 

 

 

［正题名］明治聖上と臣高行 

［第一责任人］津田茂麿著 

［出版者］自笑会 

［出版日期］1928.1 

［知识责任］津田茂麿 著 

 

 

［正题名］加藤高明 

［第一责任人］伊藤正徳編 

［出版者］加藤伯傳記編纂委員会 

［出版者］寶文館 (発売) 

［出版日期］1929.6 

［主题词］日本/政治/歴史/大正時代 

［知识责任］伊藤正徳 編 

 



 

［正题名］加藤高明 

［第一责任人］加藤正徳編 

［出版者］加藤伯傳記編纂委員会 

［出版者］寶文館 (発売) 

［出版日期］1929.6 

［主题词］日本/政治/歴史/大正時代 

［知识责任］伊藤正徳 編 

 

 

［正题名］麻生久傳 

［第一责任人］河上丈太郎編著 

［出版者］麻生久伝刊行委員会 

［出版日期］1958.8 

［附注内容］麻生久の肖像あり 

［附注内容］麻生久の著述年表: p531-536 

［附注内容］麻生久経歴年譜: p537-542 

［知识责任］河上丈太郎 編著 

 

 

［正题名］軍閥暗闘秘史 

［第一责任人］馬島健著 

［出版者］協同出版社 

［出版日期］1946.3 

［知识责任］馬島健 著 

 

 

［正题名］市川兼恭 

［第一责任人］原平三講演 

［出版者］温知會 

［出版日期］1941.5 

［丛编题名］温知會講演速記録 

［丛编题名］オンチカイ コウエン ソッキロク 第 63 輯 

［附注内容］市川兼恭の肖像あり 

［附注内容］參考並に引用書目:p104-109 

［知识责任］原平三 講演 

 

 

［正题名］現代世界人名事典 

［第一责任人］蝋山芳郎,内山敏編 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1958.7 

［丛编题名］合同新書 

［丛编题名］ゴウドウ シンショ 24 



［知识责任］蝋山芳郎 編 

［知识责任］内山敏 編 

 

 

［正题名］北方領土物語 

［第一责任人］吉井宣著 

［出版者］みやま書房 

［出版日期］1973.7 

［知识责任］吉井宣 著 

 

 

［正题名］御伽草子 

［第一责任人］市古貞次校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.7 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 38 

［附注内容］監修:高木市之助[ほか] 

［知识责任］市古貞次 校注 

 

 

［正题名］アイヌ 

［第一责任人］埴原和郎 [ほか] 著 

［出版者］北海道大学図書刊行会 

［出版日期］1972.4 

［附注内容］1971 年 7 月 11 日-13 日札幌市で開催されたシンポジウムの記録 

［附注内容］参考文献: p277-281 

［附注内容］第 5 刷(1974 年 4 月)において「参考文献」増補(p282-283)あり、総ページ数

285p 

［主题词］アイヌ 

［知识责任］埴原和郎 著 

 

 

［正题名］第四次中東戦争 

［第一责任人］北沢正雄著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1974.9 

［附注内容］年表:p209-224 

［附注内容］参考文献:p228-229 

［知识责任］北沢正雄 著 

 

 

［正题名］戦争と各国憲法 

［第一责任人］憲法研究所編 



［出版者］憲法研究所出版部 

［出版日期］1964.8 

［丛编题名］憲法研究所特集 

［丛编题名］ケンポウ ケンキュウジョ トクシュウ 3 

［附注内容］発売: 法律文化社 

［主题词］憲法 

 

 

［正题名］平成天皇の基礎知識 

［第一责任人］加納実紀代,天野恵一編 

［出版者］社会評論社 

［出版日期］1990.11 

［丛编题名］天皇制論叢別冊 

［丛编题名］テンノウセイ ロンソウ ベッサツ 6 

［附注内容］ドキュメント·明仁年表(1933～1990):p207～222 

［主题词］天皇制 

［知识责任］加納実紀代 編 

［知识责任］天野恵一 編 

 

 

［正题名］忍従の海 

［第一责任人］読売新聞社編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1973 

［附注内容］読売新聞北海道支社が「もう一つの領土」と題して昭和 47 年 5 月 15 日から

170 回にわたり連載した記事をまとめたもの 

［附注内容］付:参考文献 

［主题词］千島 

 

 

［正题名］北方領土 

［第一责任人］吉田嗣延著 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1973.2 

［附注内容］参考文献(抜):p304-305 

［附注内容］北方領土関係年表:p306-374 

［主题词］千島 

［知识责任］吉田嗣延 著 

 

 

［正题名］ニッポン日記 

［第一责任人］マーク·ゲイン [著] 

［译者］井本威夫訳 

［出版者］筑摩書房 



［出版日期］1951.10 

［主题词］日本/社会 

［知识责任］Gayn [著] 

［次知识责任］井本威夫 訳 

 

 

［正题名］憲法問題 

［第一责任人］恒藤恭著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-544 

［主题词］憲法/日本 

［知识责任］恒藤恭 著 

 

 

［正题名］アジア人との出会い 

［第一责任人］田中宏編著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1976.3 

［主题词］日本/外国関係/アジア 

［主题词］アジア/外国関係/日本 

［知识责任］田中宏 編著 

 

 

［正题名］イスラム社会学とマルキシズム 

［第一责任人］ブライアン·S.ターナー著 

［译者］樋口辰雄訳 

［出版者］第三書館 

［出版日期］1983.2 

［附注内容］References: p205-223 

［主题词］回教文化 

［主题词］社会学 

［主题词］共産主義 

［知识责任］S.ターナー 著 

［知识责任］Turner 著 

［次知识责任］樋口辰雄 訳 

 

 

［正题名］軍備競争 

［第一责任人］ノエル=ベーカー[著] 

［译者］前芝確三,山手治之訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.1 



［附注内容］付録: p507～530 

［主题词］軍備縮小 

［知识责任］ノエル=ベーカー [著] 

［知识责任］Noel-Baker [著] 

［次知识责任］前芝確三 訳 

［次知识责任］山手治之 訳 

 

 

［正题名］弾圧と解体の時代 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1969.4 

［丛编题名］日本プロレタリア文学大系 

［丛编题名］ニホン プロレタリア ブンガク タイケイ 野間宏, 小田切秀雄 [ほか] 編 7 

［主题词］プロレタリア文学 

 

 

［正题名］弾圧と解体の時代 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1969.4 

［丛编题名］日本プロレタリア文学大系 

［丛编题名］ニホン プロレタリア ブンガク タイケイ 野間宏, 小田切秀雄 [ほか] 編 6 

［主题词］プロレタリア文学 

 

 

［正题名］運動開化の時代 

［第一责任人］野間宏[ほか]編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1954.10 

［丛编题名］日本プロレタリア文学大系 

［丛编题名］ニホン プロレタリア ブンガク タイケイ 野間宏, 小田切秀雄 [ほか] 編 3 

［主题词］プロレタリア文学 

［知识责任］野間宏 編 

 

 

［正题名］運動開化の時代 

［第一责任人］野間宏[ほか]編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1954.12 

［丛编题名］日本プロレタリア文学大系 

［丛编题名］ニホン プロレタリア ブンガク タイケイ 野間宏, 小田切秀雄 [ほか] 編 3 

［主题词］プロレタリア文学 

［知识责任］野間宏 編 

 

 



［正题名］運動開化の時代 

［第一责任人］野間宏[ほか]編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1955.2 

［丛编题名］日本プロレタリア文学大系 

［丛编题名］ニホン プロレタリア ブンガク タイケイ 野間宏, 小田切秀雄 [ほか] 編 3 

［主题词］プロレタリア文学 

［知识责任］野間宏 編 

 

 

［正题名］運動擡頭の時代 

［第一责任人］野間宏[ほか]編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1955.1 

［丛编题名］日本プロレタリア文学大系 

［丛编题名］ニホン プロレタリア ブンガク タイケイ 野間宏, 小田切秀雄 [ほか] 編 1 

［主题词］プロレタリア文学 

［知识责任］野間宏 編 

 

 

［正题名］転向と抵抗の時代 

［第一责任人］野間宏[ほか]編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1955.2 

［丛编题名］日本プロレタリア文学大系 

［丛编题名］ニホン プロレタリア ブンガク タイケイ 野間宏, 小田切秀雄 [ほか] 編 8 

［主题词］プロレタリア文学 

［知识责任］野間宏 編 

 

 

［正题名］運動成立の時代 

［第一责任人］野間宏[ほか]編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1954.9 

［丛编题名］日本プロレタリア文学大系 

［丛编题名］ニホン プロレタリア ブンガク タイケイ 野間宏, 小田切秀雄 [ほか] 編 2 

［主题词］プロレタリア文学 

［知识责任］野間宏 編 

 

 

［正题名］春陽堂文庫 

［第一责任人］長塚節著 

［出版者］春陽堂 

［出版日期］1931.10 



［知识责任］長 節 著 

 

 

［正题名］世紀とともに 

［第一责任人］金日成 [著] 

［出版者］外国文出版社 

［出版日期］1992 

［知识责任］金日成 著 

 

 

［正题名］幸徳秋水 

［第一责任人］絲屋寿雄著 

［出版者］清水書院 

［出版日期］1973.9 

［丛编题名］Century books 人と思想 51 

［附注内容］幸徳秋水の肖像あり 

［附注内容］参考文献·幸徳秋水年譜: p207-232 

［知识责任］絲屋寿雄 著 

 

 

［正题名］ファシズムと軍事国家 

［第一责任人］今中次麿[ほか]著 

［译者］鈴木安蔵,浅田光輝編 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1954.5 

［丛编题名］政治學研究叢書 

［丛编题名］セイジガク ケンキュウ ソウショ 2 

［主题词］ファシズム 

［主题词］軍事/日本/歴史 

［知识责任］今中次麿 著 

［次知识责任］鈴木安蔵 編 

［次知识责任］浅田光輝 編 

 

 

［正题名］自由の足跡 

［第一责任人］高知市立自由民権記念館編 

［出版者］高知市立自由民権記念館 

［出版日期］1993.10 

［附注内容］会期:1993 年 10 月 22 月～11 月 28 日 

［附注内容］関係年表·参考文献:p66～70 

［主题词］自由民権運動 

 

 

［正题名］森近運平/堺利彦集 



［第一责任人］岸本英太郎編 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1968.4 

［主题词］社会主義 

［知识责任］岸本英太郎 編 

 

 

［正题名］日本国勢図会 

［第一责任人］矢野恒太記念会編 

［出版者］国勢社 

［出版日期］1986.6 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本国勢図会 

［第一责任人］矢野恒太記念会編 

［出版者］国勢社 

［出版日期］1976.5 

［附注内容］監修:矢野一郎 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本国勢図会 

［第一责任人］矢野恒太記念会編 

［出版者］国勢社 

［出版日期］1981.5 

［附注内容］監修:矢野一郎 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］北海道殖民状況報文 

［第一责任人］河野常吉編著 

［出版者］北海道出版企画センター 

［出版日期］1975.9 

［丛编题名］河野常吉著作集 

［丛编题名］コウノ ツネキチ チョサクシュウ 別巻 2 

［附注内容］北海道庁殖民部拓殖課明治 31-34 年刊の複製 

［主题词］北海道/地誌 

［主题词］開拓/北海道 

［知识责任］河野常吉 著 

 

 

［正题名］北海道殖民状況報文 

［第一责任人］河野常吉編著 



［出版者］北海道出版企画センター 

［出版日期］1975.9 

［丛编题名］河野常吉著作集 

［丛编题名］コウノ ツネキチ チョサクシュウ 別巻 2 

［附注内容］北海道庁殖民部拓殖課明治 31-34 年刊の複製 

［主题词］北海道/地誌 

［主题词］開拓/北海道 

［知识责任］河野常吉 著 

 

 

［正题名］北海道殖民状況報文 

［第一责任人］河野常吉編著 

［出版者］北海道出版企画センター 

［出版日期］1975.9 

［丛编题名］河野常吉著作集 

［丛编题名］コウノ ツネキチ チョサクシュウ 別巻 2 

［附注内容］北海道庁殖民部拓殖課明治 31-34 年刊の複製 

［主题词］北海道/地誌 

［主题词］開拓/北海道 

［知识责任］河野常吉 著 

 

 

［正题名］北海道殖民状況報文 

［第一责任人］河野常吉編著 

［出版者］北海道出版企画センター 

［出版日期］1975.9 

［丛编题名］河野常吉著作集 

［丛编题名］コウノ ツネキチ チョサクシュウ 別巻 2 

［附注内容］北海道庁殖民部拓殖課明治 31-34 年刊の複製 

［主题词］北海道/地誌 

［主题词］開拓/北海道 

［知识责任］河野常吉 著 

 

 

［正题名］北海道殖民状況報文 

［第一责任人］河野常吉編著 

［出版者］北海道出版企画センター 

［出版日期］1975.9 

［丛编题名］河野常吉著作集 

［丛编题名］コウノ ツネキチ チョサクシュウ 別巻 2 

［附注内容］北海道庁殖民部拓殖課明治 31-34 年刊の複製 

［主题词］北海道/地誌 

［主题词］開拓/北海道 

［知识责任］河野常吉 著 



 

 

［正题名］帝政の顛落 

［第一责任人］トロツキー[著] 

［译者］山西英一訳 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1956.10 

［丛编题名］角川文庫 

［丛编题名］カドカワ ブンコ 733 { ロシア革命史 トロツキー [著] 山西英一訳 2 

［主题词］ロシア革命 

［知识责任］トロツキー [著] 

［知识责任］Trotsky 著 

［次知识责任］山西英一 訳 

 

 

［正题名］反革命の陰謀 

［第一责任人］トロツキー[著] 

［译者］山西英一訳 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1957.6 

［丛编题名］角川文庫 

［丛编题名］カドカワ ブンコ 734 { ロシア革命史 トロツキー [著] 山西英一訳 3 

［主题词］ロシア革命 

［知识责任］トロツキー [著] 

［知识责任］Trotsky 著 

［次知识责任］山西英一 訳 

 

 

［正题名］反革命の陰謀 

［第一责任人］トロツキー[著] 

［译者］山西英一訳 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1957.7 

［丛编题名］角川文庫 

［丛编题名］カドカワ ブンコ 735 { ロシア革命史 トロツキー [著] 山西英一訳 4 

［主题词］ロシア革命 

［知识责任］トロツキー [著] 

［知识责任］Trotsky 著 

［次知识责任］山西英一 訳 

 

 

［正题名］ソヴィエトの勝利 

［第一责任人］トロツキー[著] 

［译者］山西英一訳 



［出版者］角川書店 

［出版日期］1959.4 

［丛编题名］角川文庫 

［丛编题名］カドカワ ブンコ 736 { ロシア革命史 トロツキー [著] 山西英一訳 5 

［主题词］ロシア革命 

［知识责任］トロツキー [著] 

［知识责任］Trotsky 著 

［次知识责任］山西英一 訳 

 

 

［正题名］ソヴィエトの勝利 

［第一责任人］トロツキー[著] 

［译者］山西英一訳 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1960.8 

［丛编题名］角川文庫 

［丛编题名］カドカワ ブンコ 737 { ロシア革命史 トロツキー [著] 山西英一訳 6 

［主题词］ロシア革命 

［知识责任］トロツキー [著] 

［知识责任］Trotsky 著 

［次知识责任］山西英一 訳 

 

 

［正题名］世外井上公伝 

［第一责任人］井上馨侯伝記編纂会著 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1933.11 

［附注内容］井上馨の肖像あり 

 

 

［正题名］世外井上公伝 

［第一责任人］井上馨侯伝記編纂会著 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1934.3 

［附注内容］井上馨の肖像あり 

 

 

［正题名］世外井上公伝 

［第一责任人］井上馨侯伝記編纂会著 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1934.5 

［附注内容］井上馨の肖像あり 

 

 



［正题名］世外井上公伝 

［第一责任人］井上馨侯伝記編纂会著 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1934.9 

［附注内容］井上馨の肖像あり 

 

 

［正题名］土地制度史 

［第一责任人］竹内理三編 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］1973.6 

［丛编题名］体系日本史叢書 

［丛编题名］タイケイ ニホンシ ソウショ 7 

［附注内容］各巻末：参考文献 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］竹内理三 編 

 

 

［正题名］レーニンについて 

［第一责任人］N·K·クルプスカヤ著 

［译者］日本共産党中央委員会宣伝教育部訳 

［出版者］日本共産党中央委員会機関紙経営局 

［出版日期］1961.3 

［知识责任］N·K·クルプスカヤ 著 

［知识责任］Krupskaya 著 

［次知识责任］日本共産党中央委員会宣伝教育部訳 訳 

 

 

［正题名］レーニンについて 

［第一责任人］N·K·クルプスカヤ著 

［译者］日本共産党中央委員会宣伝教育部訳 

［出版者］日本共産党中央委員会機関紙経営局 

［出版日期］1961.3 

［知识责任］N·K·クルプスカヤ 著 

［知识责任］Krupskaya 著 

［次知识责任］日本共産党中央委員会宣伝教育部訳 訳 

 

 

［正题名］中濱萬次郎傳 

［第一责任人］中濱東一郎編著 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1936.4 

［附注内容］中濱萬次郎の肖像あり 

［附注内容］年譜表: p1-4(巻頭) 



［附注内容］折り込み図地図: 2 枚 

［知识责任］中浜東一郎 著 

 

 

［正题名］街道をゆく 

［第一责任人］司馬遼太郎著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1996.7 

［丛编题名］朝日文芸文庫 

［丛编题名］アサヒ ブンゲイ ブンコ 

［附注内容］記述は(vol.1)第 5 刷,(vol.2)第 6 刷による 

［附注内容］第 1 刷(vol.1:1988 年 10 月 20 日 

［知识责任］司馬遼太郎 著 

 

 

［正题名］街道をゆく 

［第一责任人］司馬遼太郎著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1986.10 

［知识责任］司馬遼太郎 著 

 

 

［正题名］街道をゆく 

［第一责任人］司馬遼太郎著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1983.1 

［知识责任］司馬遼太郎 著 

 

 

［正题名］街道をゆく 

［第一责任人］司馬遼太郎著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1997.5 

［丛编题名］朝日文芸文庫 

［丛编题名］アサヒ ブンゲイ ブンコ 

［附注内容］記述は(vol.1)第 5 刷,(vol.2)第 6 刷による 

［附注内容］第 1 刷(vol.1:1988 年 10 月 20 日 

［知识责任］司馬遼太郎 著 

 

 

［正题名］街道をゆく 

［第一责任人］司馬遼太郎著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1983.5 



［知识责任］司馬遼太郎 著 

 

 

［正题名］治安維持法小史 

［第一责任人］奥平康弘著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1977.10 

［附注内容］参考文献·治安維持法関係年表: p268-272 

［主题词］治安立法 

［知识责任］奥平康弘 著 

 

 

［正题名］革命、そして革命… 

［第一责任人］エドガー·スノー著 

［译者］松岡洋子訳 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1972.12 

［附注内容］毛沢東主席とスノーの肖像あり 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/政治 

［知识责任］スノー 著 

［知识责任］Snow 著 

［次知识责任］松岡洋子 訳 

 

 

［正题名］自然弁証法 

［第一责任人］エンゲルス著 

［译者］原光雄訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1949.7 

［主题词］自然弁証法 

［知识责任］エンゲルス 著 

［知识责任］Engels 著 

［次知识责任］原光雄 訳 

 

 

［正题名］北海道舊土人保護沿革史 

［第一责任人］北海道廳[編] 

［出版者］北海道 

［出版日期］1934.3 

［主题词］アイヌ 

［主题词］北海道/歴史 

 

 

［正题名］唯物史観 



［第一责任人］マルクス,エンゲルス原著 

［译者］向坂逸郎,岡崎次郎編訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1949.3 

［丛编题名］唯物論新書 2 

［知识责任］マルクス 原著 

［知识责任］エンゲルス 原著 

［知识责任］Marx 原著 

［知识责任］Engels 原著 

［次知识责任］向坂逸郎 編訳 

［次知识责任］岡崎次郎 編訳 

 

 

［正题名］資本論初版首章及附録 

［第一责任人］カアル·マルクス原著 

［译者］大原社會問題研究所編 

［出版者］弘文堂書房 

［出版者］同人社書店 

［出版日期］1928.8 

［知识责任］マルクス 原著 

［知识责任］Marx 原著 

 

 

［正题名］唯物辨證法 

［第一责任人］経済学批判会編 

［出版者］弘文堂書店 

［出版日期］1927.7 

［丛编题名］マルキシズム叢書 

［丛编题名］マルキシズム ソウショ 河上肇編纂 第 10 冊 

［附注内容］マルクス·エンゲルス·およびレーニンの諸著作よりの抜粋 

［知识责任］経済学批判会 編 

 

 

［正题名］黒岩恒先生顕彰記念誌 

［第一责任人］大城昌隆編 

［出版者］黒岩恒先生功績顕彰会 

［出版日期］1969.7 

［附注内容］黒岩恒先生肖像あり 

［附注内容］黒岩恒先生年譜: p1-7 

［知识责任］大城昌隆 編 

 

 

［正题名］切支丹禁制の終末 

［第一责任人］姉崎正治著 



［出版者］同文館 

［出版日期］1926.5 

［附注内容］折り込み地図: 1 枚 

［知识责任］姉崎正治 著 

 

 

［正题名］三貨圖彙 

［第一责任人］草間直方著 

［出版者］白東社 

［出版日期］1932.7 

［附注内容］校閲:瀧本誠一 

［主题词］貨幣/日本/歴史 

［主题词］物価/歴史 

［主题词］金融/日本/歴史 

［知识责任］滝本誠一 著 

［知识责任］草間直方 著 

 

 

［正题名］京都府未解放地区の生活実態 

［第一责任人］部落問題研究所[編] 

［出版者］部落問題研究所 

［出版日期］1953.10 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［主题词］部落問題 

［知识责任］部落問題研究所 [編] 

 

 

［正题名］中国は世界をゆるがす 

［第一责任人］ジャック·ベルデン著 

［译者］安藤次郎,陸井三郎,前芝誠一共訳 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1952.7 

［知识责任］ベルデン 著 

［知识责任］Belden 著 

［次知识责任］安藤次郎 訳 

［次知识责任］陸井三郎 訳 

［次知识责任］前芝誠一 訳 

 

 

［正题名］中国は世界をゆるがす 

［第一责任人］ジャック·ベルデン著 

［译者］安藤次郎,陸井三郎,前芝誠一共訳 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1953.1 



［知识责任］ベルデン 著 

［知识责任］Belden 著 

［次知识责任］安藤次郎 訳 

［次知识责任］陸井三郎 訳 

［次知识责任］前芝誠一 訳 

 

 

［正题名］石川啄木 

［第一责任人］金田一京助[著] 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1955.4 

［丛编题名］角川文庫 

［丛编题名］カドカワ ブンコ 52 

［知识责任］金田一京助 [著] 

 

 

［正题名］金融讀本 

［第一责任人］西野喜與作著 

［出版者］国際経済新報社 

［出版日期］1932.11 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］西野喜與作 著 

 

 

［正题名］共産党宣言 

［第一责任人］マルクス,エンゲルス共著 

［译者］幸徳秋水,堺利彦共譯 

［出版者］彰考書院 

［出版日期］1952.3 

［主题词］共産主義 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］エンゲルス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］Engels 著 

［次知识责任］幸徳秋水 譯 

［次知识责任］堺利彦 譯 

 

 

［正题名］國家と革命 

［第一责任人］レーニン[著] 

［译者］森宏一譯 

［出版者］社會主義著作刊行會 

［出版日期］1946.8 

［丛编题名］社會主義著作集 



［丛编题名］シャカイ シュギ チョサクシュウ 

［主题词］国家 

［主题词］マルクス主義 

［知识责任］レーニン [著] 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［次知识责任］森宏一 譯 

 

 

［正题名］日本資本主義発達史 

［第一责任人］野呂栄太郎著 

［出版者］鐵塔書院 

［出版日期］1930.10 

［知识责任］野呂栄太郎 著 

 

 

［正题名］賃勞働と資本 

［正题名］勞賃·價格および利潤 

［第一责任人］カール·マルクス [著] 

［译者］マルクス·レーニン主義研究所訳 

［出版者］改造社 

［出版日期］1948.1 

［丛编题名］改造選書 

［丛编题名］カイゾウ センショ マルクス·レーニン主義叢書 

［主题词］経済学/社会主義学派 

［主题词］賃金 

［知识责任］マルクス [著] 

［知识责任］Marx [著] 

 

 

［正题名］正しい日本史 

［第一责任人］奈良本辰也編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1955.11 

［丛编题名］河出新書 

［丛编题名］カワデ シンショ 109 

［知识责任］奈良本辰也 編 

 

 

［正题名］明治維新 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1966.9 

［丛编题名］日本の歴史 

［丛编题名］ニホン ノ レキシ 20 



［附注内容］折り込図 1 枚 

［附注内容］年表: p[452]-[455] 

［主题词］明治維新 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］失はれし政治 

［第一责任人］朝日新聞社編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1946.5 

［正题名］死者はいつまでも若い 

［第一责任人］アンナ·ゼーガース作 

［译者］北通文[ほか]訳 

［出版者］白水社 

［出版日期］1953.2 

［知识责任］Seghers 作 

［次知识责任］北通文, 訳 

 

 

［正题名］トスカナの恋人 

［第一责任人］H.J.ゼーリング著 

［译者］高橋義孝訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.5 

［丛编题名］岩波現代叢書 

［丛编题名］イワナミ ゲンダイ ソウショ 

［知识责任］H.J.ゼーリング 著 

［知识责任］SoehringHans Jürgen 著 

［次知识责任］高橋義孝 訳 

 

 

［正题名］ラモオの甥 

［第一责任人］ディドロオ[著] 

［译者］本田喜代治譯 

［出版者］芝書店 

［出版日期］1935.5 

［附注内容］解題: [243]-255p 

［附注内容］註: [257]-266p 

［附注内容］標題紙に「芝書店版」とあり 

［知识责任］ディドロオ [著] 

［知识责任］Diderot 著 

［次知识责任］本田喜代治 譯 

 

 



［正题名］神々の復活 

［第一责任人］メレジュコーフスキイ作 

［译者］米川正夫譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1089-1090a 

［知识责任］メレジュコーフスキイ 作 

［知识责任］Merezhkovsky 作 

［次知识责任］米川正夫 譯 

 

 

［正题名］陸奥宗光関係文書目録 

［第一责任人］国立国会図書館参考書誌部編 

［出版者］国立国会図書館 

［出版日期］1966.3 

［丛编题名］憲政資料目録 

［丛编题名］ケンセイ シリョウ モクロク 第 4 

 

 

［正题名］日本文化史 

［第一责任人］家永三郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 187 

［附注内容］巻末: 日本文化史略年表 

［主题词］日本/文化/歴史 

［知识责任］家永三郎 著 

 

 

［正题名］キリシタン研究 

［第一责任人］キリシタン文化研究会編 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1948.7 

［附注内容］出版者変更:第 3 輯(昭和 23)は東洋堂刊 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］カトリック教会/日本 

 

 

［正题名］京畿切支丹史話 

［第一责任人］海老澤有道著 

［出版者］東京堂 

［出版日期］1942.12 



［附注内容］ロレンソ関係年表:p289-300 

［主题词］カトリック教会/日本/歴史/安土桃山時代 

［知识责任］海老沢有道 著 

 

 

［正题名］不確実性の時代 

［第一责任人］ガルブレイス[著] 

［译者］都留重人監訳 

［出版者］ティビーエス·ブリタニカ 

［出版日期］1980.11 

［丛编题名］ガルブレイス著作集 

［丛编题名］ガルブレイス チョサクシュウ 都留重人監修 6 

［附注内容］監修:都留重人 

［主题词］経済/歴史 

［主题词］経済学/歴史 

［知识责任］ガルブレイス [著] 

［知识责任］Galbraith [著] 

［次知识责任］都留重人 訳 

 

 

［正题名］希臘悲壯劇 

［第一责任人］ソポクレース [著] 

［译者］田中秀央,内山敬二郎共譯 

［出版者］理想社 

［出版日期］1941.10 

［知识责任］ソポクレース  [著] 

［知识责任］Sophocles 著 

［次知识责任］田中秀央 譯 

［次知识责任］内山敬二郎 譯 

 

 

［正题名］狂気の起源をもとめて 

［第一责任人］野田正彰著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1981.7 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 619 

［附注内容］参考文献:p207～209 

［主题词］精神神経科学 

［主题词］医療/パプア·ニューギニア 

［知识责任］野田正彰 著 

 

 

［正题名］オデュスセィアー 



［第一责任人］ホメーロス詩 

［译者］田中秀央,松浦嘉一訳 

［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1939.5 

［知识责任］ホメーロス 詩 

［知识责任］Homerus 詩 

［次知识责任］田中秀央 訳 

［次知识责任］松浦嘉一 訳 

 

 

［正题名］オデュスセィアー 

［第一责任人］ホメーロス詩 

［译者］田中秀央,松浦嘉一訳 

［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1939.5 

［知识责任］ホメーロス 詩 

［知识责任］Homerus 詩 

［次知识责任］田中秀央 訳 

［次知识责任］松浦嘉一 訳 

 

 

［正题名］新潟縣農地改革史 

［第一责任人］嶋岡七郎編纂 

［出版者］新潟県農地改革史刊行会 

［出版日期］1956.3 

［附注内容］子書誌あり 

［附注内容］資料[編]の編纂者:新潟県農地課 

［主题词］農地改革 

［知识责任］嶋岡七郎 編纂 

 

 

［正题名］歴史学概論 

［第一责任人］石澤澈著 

［出版者］三明社 

［出版日期］1953.7 

［知识责任］石澤澈 著 

 

 

［正题名］われらの北方領土 

［第一责任人］外務省情報文化局[編] 

［出版者］外務省情報文化局 

［出版日期］[19 ?] 

［附注内容］[1982 年版]以降出版者: 外務省大臣官房国内広報課 

 



 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］ソ連邦共産党中央委員会付属マルクス=レーニン主義研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.5 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］ソ連邦共産党中央委員会付属マルクス=レーニン主義研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1951.5 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］ソ連邦共産党中央委員会付属マルクス=レーニン主義研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1951.5 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］ソ連邦共産党中央委員会付属マルクス=レーニン主義研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1951.12 

［正题名］マルクス=エンゲルス選集 

［第一责任人］ソ連邦共産党中央委員会付属マルクス=レーニン主義研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.4 

［正题名］石川啄木日記 

［第一责任人］石川啄木編 

［出版者］世界評論社 

［出版日期］1949.3 

［知识责任］石川啄木 編 

 

 

［正题名］三浦梅園 

［第一责任人］島田虔次,田口正治校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.5 

［丛编题名］日本思想大系 

［知识责任］島田虔次 校注 

［知识责任］田口正治 校注 

 

 

［正题名］朝鮮統治史料 

［第一责任人］韓国史料研究所編 



［出版者］韓国史料研究所 

［出版日期］1971.12 

 

 

［正题名］朝鮮統治史料 

［第一责任人］韓国史料研究所編 

［出版者］韓国史料研究所 

［出版日期］1971.12 

 

 

［正题名］海軍歴史 

［第一责任人］海舟全集刊行會編 

［出版者］改造社 

［出版日期］1928.4 

［丛编题名］海舟全集 

［丛编题名］カイシュウ ゼンシュウ 勝安芳著 海舟全集刊行會編 第 8 巻 

［附注内容］折り込み図: 2 枚 

 

 

［正题名］ドイツ三月革命の研究 

［第一责任人］ゲルハルト·シルファート著 

［译者］上杉重二郎,伊東勉共訳 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1956.4 

［知识责任］シルファート 著 

［知识责任］Schilfert 著 

［次知识责任］上杉重二郎 訳 

［次知识责任］伊東勉 訳 

 

 

［正题名］國際反ファッシズム文化運動 

［第一责任人］和田洋一著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1949.3 

［知识责任］和田洋一 著 

 

 

［正题名］陸軍省沿革史 

［第一责任人］松下芳男解題 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1942.12 

［丛编题名］明治文化叢書 

［丛编题名］メイジ ブンカ ソウショ 

［附注内容］監修:山縣有朋 



［知识责任］松下芳男 解題 

 

 

［正题名］屯田兵 

［第一责任人］田中公平著 

［出版者］東兆書院 

［出版日期］1943.6 

［知识责任］田中公平 著 

 

 

［正题名］アメリカの政治体制 

［第一责任人］岡倉古志郎著 

［出版者］世界評論社 

［出版日期］1949.10 

［知识责任］岡倉古志郎 著 

 

 

［正题名］アムンゼン探檢誌 

［第一责任人］ロアルト·アムンゼン著 

［译者］加納一郎譯 

［出版者］朋文堂 

［出版日期］1942.2 

［知识责任］アムンゼン 著 

［知识责任］Amundsen 著 

［次知识责任］加納一郎 譯 

 

 

［正题名］品藻録 

［第一责任人］吉田祥三郎編 

［出版者］吉田祥三郎 

［出版日期］1931.10 

［附注内容］和装,袋綴 

［附注内容］臥龍先生小傳: 補遺巻末 

［附注内容］吉田正敦,吉田栄賢の遺稿に対する批評を収録したもの 

［知识责任］吉田祥三郎 編 

 

 

［正题名］佐野常民傳 

［第一责任人］本間樂寛著 

［出版者］時代社 

［出版日期］1943.2 

［附注内容］佐野常民伯年譜: p1-10 (巻末) 

［知识责任］本間楽寛 著 

 



 

［正题名］帝人疑獄 

［第一责任人］野中盛隆著 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1935.8 

［知识责任］野中盛隆 著 

 

 

［正题名］日本再軍備 

［第一责任人］岡倉古志郎著 

［出版者］月曜書房 

［出版日期］1952.6 

［知识责任］岡倉古志郎 著 

 

 

［正题名］知られざる放送 

［第一责任人］波野拓郎著 

［出版者］現代書房 

［出版日期］1967.3 

［知识责任］波野拓郎 著 

 

 

［正题名］植民地·従属国の歴史 

［第一责任人］ソ同盟科学アカデミー歴史学研究所·植民地従属国の歴史部会編 

［译者］園部四郎訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1953.12 

［次知识责任］園部四郎 訳 

 

 

［正题名］植民地·従属国の歴史 

［第一责任人］ソ同盟科学アカデミー歴史学研究所·植民地従属国の歴史部会編 

［译者］園部四郎訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1954.3 

［次知识责任］園部四郎 訳 

 

 

［正题名］植民地·従属国の歴史 

［第一责任人］ソ同盟科学アカデミー歴史学研究所·植民地従属国の歴史部会編 

［译者］園部四郎訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1953.10 

［次知识责任］園部四郎 訳 



 

 

［正题名］自由との契約 

［第一责任人］五味川純平著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1960.12 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 276 

［知识责任］五味川純平 著 

 

 

［正题名］海舟全集 

［第一责任人］海舟全集刊行會編 

［出版者］改造社 

［出版日期］1929.3 

［附注内容］肖像及び写真あり 

［知识责任］海舟全集刊行会 編 

 

 

［正题名］ニュルンベルグ裁判記録 

［第一责任人］時事通信社編 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1947.7 

［正题名］日本農具要覧 

［第一责任人］新農業新聞社編 

［出版者］新農業新聞社 

［出版日期］1933.1 

［知识责任］新農業新聞社 編 

 

 

［正题名］日本經濟變革論 

［第一责任人］小泉策太郎著 

［出版者］先進社 

［出版日期］1931.9 

［知识责任］小泉策太郎 著 

 

 

［正题名］極東に於ける綿業 

［第一责任人］フレダ·アットレー著 

［译者］中野忠夫,石田靖二共訳 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1936.2 

［主题词］綿業/アジア東部 

［知识责任］アットレー 著 



［知识责任］Atley 著 

［次知识责任］中野忠夫 訳 

［次知识责任］石田靖二 訳 

 

 

［正题名］轉換期日本の政治經濟 

［第一责任人］山崎靖純著 

［出版者］立命館出版部 

［出版日期］1938.1 

［知识责任］山崎靖純 著 

 

 

［正题名］世界經濟恐慌史 

［第一责任人］ソヴェ-ト聯邦科學アカデミヤ世界經濟世界政治研究所[編] 

［译者］永住道雄譯 

［出版者］慶應書房 

［出版日期］1940.10 

［附注内容］總監修: エ-◆U01A0◆ヴァルガ 

［次知识责任］永住道雄 譯 

 

 

［正题名］帝国主義論にかんする戦後の新資料 

［第一责任人］ヴァルガ=メンデリソン共著 

［译者］堀江邑一訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1954.7 

［主题词］帝国主義 

［知识责任］ヴァルガ=メンデリソン 共著 

［知识责任］Varga 著 

［知识责任］Mendel'son 著 

［次知识责任］堀江邑一 訳 

 

 

［正题名］現代の軍事力と日本の防衛 

［第一责任人］朝雲新聞社編集局編 

［译者］ヒサクニヒコ画 

［出版者］朝雲新聞社 

［出版日期］1977.9 

［次知识责任］ヒサクニヒコ 画 

 

 

［正题名］ツタンカーメン展 

［第一责任人］衣奈多喜男[ほか]編 

［出版者］朝日新聞社 



［出版日期］1965 

［附注内容］文献:p115 

［附注内容］会期·会場:1965 年 8 月 21 日-10 月 10 日 東京国立博物館ほか 

［主题词］ツタンカーメン 

［知识责任］衣奈多喜男 編 

 

 

［正题名］日本人物史大系 

［第一责任人］小西四郎編 

［出版者］朝倉書店 

［出版日期］1960.4 

［知识责任］小西四郎 編 

 

 

［正题名］日本人物史大系 

［第一责任人］小西四郎編 

［出版者］朝倉書店 

［出版日期］1960.3 

［知识责任］小西四郎 編 

 

 

［正题名］日本人物史大系 

［第一责任人］小西四郎編 

［出版者］朝倉書店 

［出版日期］1961.4 

［知识责任］小西四郎 編 

 

 

［正题名］日本人物史大系 

［第一责任人］小西四郎編 

［出版者］朝倉書店 

［出版日期］1959.9 

［知识责任］小西四郎 編 

 

 

［正题名］日本人物史大系 

［第一责任人］小西四郎編 

［出版者］朝倉書店 

［出版日期］1959.6 

［知识责任］小西四郎 編 

 

 

［正题名］日本人物史大系 

［第一责任人］小西四郎編 



［出版者］朝倉書店 

［出版日期］1959.6 

［知识责任］小西四郎 編 

 

 

［正题名］可堂先生事蹟 

［第一责任人］塚越停春著 

［译者］佐野金太郎編 

［出版者］東京印刷 

［出版日期］1936.12 

［附注内容］和装, 袋綴 

［附注内容］折り込み図: 6 枚 

［附注内容］大正 2 年 10 月刊行したものに追録を加えたもの 

［知识责任］塚越芳太郎 著 

［次知识责任］佐野金太郎 編 

 

 

［正题名］大成殿記 

［正题名］三門記 

［第一责任人］[趙子昂筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.5 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 1 巻 

［附注内容］書名のヨミは不確実 

［附注内容］和綴 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

［知识责任］趙子昂 [筆] 

 

 

［正题名］中齋大塩先生年譜 

［第一责任人］石崎東國著 

［出版者］大鐙閣 

［出版日期］1920.12 

［附注内容］折り込み図 1 枚: 大鹽先生檄文眞本 

［附注内容］一函 2 册 

［知识责任］石崎東國 著 

 

 

［正题名］中齋大塩先生年譜 

［第一责任人］石崎東國著 

［出版者］大鐙閣 

［出版日期］1920.12 



［附注内容］折り込み図 1 枚: 大鹽先生檄文眞本 

［附注内容］一函 2 册 

［知识责任］石崎東國 著 

 

 

［正题名］Manifest der Kommunistischen Partei 

［第一责任人］Karl Marx u 

［译者］übersetzt und erl◆U00E4◆utert von H 

［译者］中山久訳 

［出版者］大学書林 

［出版日期］1956.1 

［附注内容］書名は奥付による 

［附注内容］日英互譯 

［主题词］共産主義 

［主题词］ドイツ語/読本 

［知识责任］Marx 著 

［次知识责任］中山久 訳 

［次知识责任］übersetzt und erl◆U00E4◆utert von H 訳 

 

 

［正题名］明治大正の文化 

［第一责任人］博文館編 

［出版者］博文館 

［出版日期］1927.6 

［丛编题名］太陽 

［丛编题名］タイヨウ 33 巻 8 号 

［附注内容］"太陽創業 40 周年記念増刊" 

［附注内容］"博文館創業 40 周年記念増刊" 

 

 

［正题名］ペンのあるばむ 

［第一责任人］西村時衛著 

［出版者］西村時衛 

［出版日期］1986.1 

［知识责任］西村時衛 著 

 

 

［正题名］婦人の地位向上のための意見集 

［出版者］京都市総務局勤労者·婦人対策室 

［出版日期］[1979.1] 

［知识责任］京都市総務局勤労者·婦人対策室 編 

 

 

［正题名］フィリピンはもっと変る 



［第一责任人］ピースボート 99 編 

［出版者］第三書館 

［出版日期］1986.10 

［附注内容］巻頭:フィリピンへの日本企業の進出地図 

［附注内容］執筆:ルーベン·アビト[ほか 9 名] 

［附注内容］肖像:アキノ大統領[ほか] 

［主题词］フィリピン 

 

 

［正题名］日本共産党党性高揚文献 

［第一责任人］[日本共産党著] 

［出版者］駿台社 

［出版日期］1952 

［正题名］フリードリッヒ·エンゲルス 

［第一责任人］ステパーノウア著 

［译者］永住道雄訳 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1936.7 

［知识责任］ステパーノウア 著 

［次知识责任］永住道雄 訳 

 

 

［正题名］市場問題に関する理論 

［第一责任人］レーニン[著] 

［译者］経済學批判会[訳] 

［出版者］経済學批判会 

［出版日期］[19 ?] 

［知识责任］レーニン [著] 

［知识责任］Lenin [著] 

［次知识责任］経済學批判会 

 

 

［正题名］ソヴェトの科學と技術 

［第一责任人］日本共産党科學技術部編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1950.5 

［知识责任］日本共産党科學技術部 編 

 

 

［正题名］藝術認識論 

［第一责任人］北條元一著 

［出版者］北隆館 

［出版日期］1947.6 

［知识责任］北条元一 著 



 

 

［正题名］教材世界地理 

［第一责任人］香川幹一著 

［出版者］古今書院 

［出版日期］1934.10 

［知识责任］香川幹一 著 

 

 

［正题名］天上の神々 

［第一责任人］内山敬三著 

［出版者］中央公論事業出版 (製作) 

［出版日期］1969.10 

［知识责任］内山敬三 著 

 

 

［正题名］迫り来る大破綻 

［第一责任人］Nikolai Lenin 著 

［译者］服部麥生訳 

［出版者］イスクラ社 

［出版日期］1946.10 

［丛编题名］イスクラ丛書 2 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［次知识责任］服部麥生 訳 

 

 

［正题名］世界諸地域の自然と農牧生活 

［第一责任人］文部省著 

［出版者］日本書籍 

［出版日期］1947.9 

［丛编题名］社会科 

［丛编题名］シャカイカ 7 

［附注内容］昭和 22 年 9 月 4 日 文部省検査済 

 

 

［正题名］教師のための歴史学習 

［第一责任人］歴史教育者協議会編 

［出版者］淡路書房 

［出版日期］1955.7 

［主题词］歴史/研究·指導 

 

 

［正题名］史蹟名勝天然紀念物一覽 

［第一责任人］文部省教化局總務課 [編] 



［出版者］文部省 

［出版日期］1941.2 

［附注内容］昭和 16 年 2 月の編者:文部省宗教局保存課 

 

 

［正题名］袖珍獨和辭典 

［第一责任人］南江堂編輯部編 

［出版者］南江堂 

［出版日期］1931.5 

［知识责任］南江堂編輯部 編 

 

 

［正题名］現代史の方法 

［第一责任人］竹村民郎 [ほか] 著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1960.5 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 231 

［知识责任］竹村民郎 著 

 

 

［正题名］安保闘争 

［第一责任人］武井健人編著 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1968.8 

［知识责任］武井健人 編著 

 

 

［正题名］戦後農民運動史 

［第一责任人］渡辺武夫著 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1959.11 

［丛编题名］戦後運動史双書 

［丛编题名］センゴ ウンドウシ ソウショ 

［知识责任］渡辺武夫 著 

 

 

［正题名］貧しさからの解放 

［第一责任人］近藤康男編著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1953.5 

［附注内容］[正]の副書名:共同研究 農村·漁村·山村問題入門 

［知识责任］近藤康男 編著 

 



 

［正题名］アメリカのロシア研究 

［第一责任人］ハロルド·H.フィッシャー編 

［译者］新岡武訳 

［出版者］日刊労働通信社 

［出版日期］1961.4 

［主题词］ロシア文学 

［知识责任］H.フィッシャー 編 

［知识责任］Fisher 編 

［次知识责任］新岡武 訳 

 

 

［正题名］續青年にうったえる 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］日本民主主義文化連盟 

［出版日期］1948.12 

［丛编题名］文連文庫 

［丛编题名］ブンレン ブンコ 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］現代法令全集 

［第一责任人］末弘嚴太郎責任編輯 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1937 

［附注内容］追録:昭和 12 年 1 月末現在 

［附注内容］追録:皇室篇·憲政篇·官職篇·兵事篇·財政篇(上·下)·地方篇·教育篇 

［知识责任］末弘厳太郎 編輯 

 

 

［正题名］平和への努力 

［第一责任人］近衛文麿[著] 

［出版者］日本電報通信社 

［出版日期］1946.4 

［知识责任］近衛文麿 [著] 

 

 

［正题名］産業資本の確立とその矛盾 

［第一责任人］堀江英一著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1951.2 

［丛编题名］新日本史講座 

［丛编题名］シン ニホンシ コウザ 資本主義時代 

［知识责任］堀江英一 著 



 

 

［正题名］天皇制の意義とその基盤 

［第一责任人］守屋典郎著 

［出版者］潮流社 

［出版日期］1949.8 

［丛编题名］潮流講座経済学全集 

［丛编题名］チョウリュウ コウザ ケイザイガク ゼンシュウ 第 3 部 日本資本主義の現状

分析 

［知识责任］守屋典郎 著 

 

 

［正题名］もし奴らが朝にきたら 

［第一责任人］アンジェラ·デービス編著 

［译者］袖井林二郎監訳 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1972.7 

［知识责任］Davis 編著 

［次知识责任］袖井林二郎 監訳 

 

 

［正题名］米國に使して 

［第一责任人］野村吉三郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1946.7 

［附注内容］巻末附録: 日米交渉關係參考文書 

［知识责任］野村吉三郎 著 

 

 

［正题名］臺彎統治綜覽 

［第一责任人］台湾総督府官房文書課編 

［出版者］台湾総督府官房文書課 

［出版日期］1908.10 

［知识责任］台湾総督府官房文書課 編 

 

 

［正题名］日本に於ける社会政策の基礎 

［第一责任人］鈴木梅四郎著 

［出版者］實生活社出版部 

［出版日期］1919.2 

［附注内容］付録: 庶民階級の利福のために 

［知识责任］鈴木梅四郎 著 

 

 



［正题名］各國勞働爭議統計 

［第一责任人］協調会調査課編 

［出版者］協調会 

［出版日期］1926.7 

［正题名］東京帝國大學セツルメント十二年史 

［第一责任人］大森俊雄編 

［出版者］東京帝國大學セツルメント 

［出版日期］1937.2 

［附注内容］折り込図 4 枚 

［知识责任］大森俊雄 編 

 

 

［正题名］薩摩見聞記 

［第一责任人］本富安四郎著 

［出版者］東陽堂 

［出版日期］1899.4 

［知识责任］本富安四郎 著 

 

 

［正题名］日本社會問題史觀 

［第一责任人］渡邊幾治郎著 

［译者］大日本文明協會編輯 

［出版者］大日本文明協會事務所 

［出版日期］1925.8 

［知识责任］渡辺幾治郎 著 

 

 

［正题名］幕末洋學者歐文集 

［第一责任人］山岸光宣編 

［出版者］弘文莊 

［出版日期］1940.11 

［知识责任］山岸光宣 編 

 

 

［正题名］倭漢朗詠集抄 

［第一责任人］[行成卿筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.5 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 第 2 巻 

［附注内容］和綴 

［知识责任］行成卿 [筆] 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 



 

［正题名］新古今和歌集序 

［第一责任人］[近衛予楽院筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.7 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 3 巻 

［附注内容］和装 

［知识责任］近衛予楽院 [筆] 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］山田公雪冤碑 

［第一责任人］[貫名海屋筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.7 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 4 巻 

［附注内容］和綴 

［知识责任］貫名海屋 [筆] 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］新居帖 

［正题名］渉成園記並十三景詠 

［第一责任人］[頼山陽筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.8 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 6 巻 

［附注内容］和装 

［知识责任］頼山陽 [筆] 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］雁塔聖教序 

［正题名］孟法師碑 

［第一责任人］[褚遂良筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.8 



［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 7 巻 

［附注内容］和装 

［知识责任］褚遂良 [筆] 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］熊野遊草 

［正题名］禹域遊草 

［正题名］芳渓雜題十首 

［第一责任人］[日下部鳴鶴筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.9 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 8 巻 

［附注内容］和綴 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

［知识责任］日下部鳴鶴 [筆] 

 

 

［正题名］弟子職 

［正题名］清涇縣學宮禮器碑 

［正题名］歸哉嘆 

［第一责任人］[鄧完白筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.9 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 9 巻 

［附注内容］和綴 

［附注内容］書名のヨミは不確実 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

［知识责任］鄧完白 [筆] 

 

 

［正题名］紀貫之高野切 

［第一责任人］[紀貫之筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.10 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 10 巻 

［附注内容］和綴 



［知识责任］下中弥三郎 編輯 

［知识责任］紀貫之 [筆] 

 

 

［正题名］聖主得賢臣頌 

［正题名］真賞齋銘 

［正题名］前後赤壁賦 

［正题名］蘇州府學義田記 

［第一责任人］[文徴明筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.10 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 11 巻 

［附注内容］和綴 

［附注内容］書名のヨミは不確実 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

［知识责任］文徴明 筆] 

 

 

［正题名］大久保公神道碑 

［第一责任人］[日下部鳴鶴筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.11 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 12 巻 

［附注内容］和綴 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

［知识责任］日下部鳴鶴 [筆] 

 

 

［正题名］夫子廟堂碑 

［第一责任人］[虞世南筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.11 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 13 巻 

［附注内容］和綴 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

［知识责任］虞世南 [筆] 

 

 



［正题名］屏風土代 

［正题名］玉泉帖 

［正题名］智証大師賜号勅書 

［第一责任人］[小野道風筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.12 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 14 巻 

［附注内容］和装 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

［知识责任］小野道風 [筆] 

 

 

［正题名］樂兄帖 

［正题名］方圓庵記 

［正题名］苕渓詩 

［正题名］蜀素帖 

［正题名］快雪帖尺牘選 

［第一责任人］[米元章筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.12 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 15 巻 

［附注内容］和綴 

［知识责任］米芾 [筆] 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］赤壁賦 

［第一责任人］[巌谷一六筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.12 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 16 巻 

［附注内容］和綴 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

［知识责任］巌谷一六 [筆] 

 

 

［正题名］晉祠銘 

［正题名］温泉銘 



［第一责任人］[唐太宗筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.12 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 17 巻 

［附注内容］和綴 

［知识责任］唐太宗 [筆] 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］道徳経 

［正题名］長恨歌 

［第一责任人］[松田南溟筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.3 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 20 巻 

［附注内容］和綴 

［知识责任］松田南溟 [筆] 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］王右軍集字聖教序 

［第一责任人］[王羲之筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.3 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 21 巻 

［附注内容］和綴 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

［知识责任］王羲之 [筆] 

 

 

［正题名］金剛般若経開題 

［第一责任人］[弘法大師筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.4 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 22 巻 

［附注内容］和綴 



［知识责任］空海 [筆] 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］九成宮醴泉銘 

［第一责任人］[歐陽詢筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.4 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 23 巻 

［附注内容］和綴 

［知识责任］欧陽詢 [筆] 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］周易抄 

［第一责任人］[宇多天皇筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.5 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 24 巻 

［附注内容］和綴 

［知识责任］宇多天皇 [筆] 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］石鼓文 

［正题名］西冷印社記 

［第一责任人］[呉昌碩筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.5 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 25 巻 

［附注内容］和綴 

［知识责任］呉昌碩 [筆] 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］古今和歌集序 

［第一责任人］[多田親愛筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 



［第一责任人］[小野鵞堂筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.6 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 26 巻 

［附注内容］和綴 

［附注内容］著者名のヨミは不確実 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

［知识责任］多田親愛 [筆] 

［知识责任］小野鵞堂 [筆] 

 

 

［正题名］王右軍蘭亭五種 

［第一责任人］[王羲之筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.6 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 27 巻 

［附注内容］和綴 

［附注内容］内容: 開皇本蘭亭,定武本蘭亭,國學本蘭亭,神龍半印本蘭亭,張金界奴本蘭亭,

付 趙子昂臨蘭亭(十三跋本) 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

［知识责任］王羲之 [筆] 

 

 

［正题名］真蹟帖 

［第一责任人］[藤原行成,藤原佐理筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.7 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 28 巻 

［附注内容］和綴 

［知识责任］藤原行成 [筆] 

［知识责任］藤原佐理 [筆] 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］前後赤壁賦 

［第一责任人］[蘇東坡筆] 

［译者］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 



［出版日期］1934.7 

［丛编题名］和漢名家習字本大成 

［丛编题名］ワカン メイカ シュウジホン タイセイ 第 29 巻 

［附注内容］和綴 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

［知识责任］蘇軾 [筆] 

 

 

［正题名］書法講義釋文及び解説 

［出版者］[出版者不详] 

［出版日期］[19 ?] 

［丛编题名］初學習字法 第一講 

 

 

［正题名］書法講義釋文及び解説 

［出版者］[出版者不详] 

［出版日期］[19 ?] 

［丛编题名］初學習字法 第二講 

 

 

［正题名］書法講義釋文及び解説 

［出版者］[出版者不详] 

［出版日期］[19 ?] 

［丛编题名］初學習字法 第三講 

 

 

［正题名］書法講義釋文及び解説 

［出版者］[出版者不详] 

［出版日期］[19 ?] 

［丛编题名］初學習字法 第四講 

 

 

［正题名］書法講義釋文及び解説 

［出版者］[出版者不详] 

［出版日期］[19 ?] 

［丛编题名］初學習字法 第五講 

 

 

［正题名］書法講義釋文及び解説 

［出版者］[出版者不详] 

［出版日期］[19 ?] 

［丛编题名］初學習字法 第六講 

 

 



［正题名］書法講義釋文及び解説 

［出版者］[出版者不详] 

［出版日期］[19 ?] 

［丛编题名］初學習字法 第七講 

 

 

［正题名］書法講義釋文及び解説 

［出版者］[出版者不详] 

［出版日期］[19 ?] 

［丛编题名］初學習字法 第八講 

 

 

［正题名］書法講義釋文及び解説 

［出版者］[出版者不详] 

［出版日期］[19 ?] 

［丛编题名］初學習字法 第十講 

 

 

［正题名］書法講義釋文及び解説 

［出版者］[出版者不详] 

［出版日期］[19 ?] 

［丛编题名］初學習字法 第十一講 

 

 

［正题名］書法講義釋文及び解説 

［出版者］[出版者不详] 

［出版日期］[19 ?] 

［丛编题名］初學習字法 第十三講 

 

 

［正题名］書法講義釋文及び解説 

［出版者］[出版者不详] 

［出版日期］[19 ?] 

［丛编题名］初學習字法 第十四講 

 

 

［正题名］部分核停条約をめぐる国際文献集 

［第一责任人］日本共産党中央委員会世界政治資料編集委員会編 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版日期］1964.7 

［正题名］近世日本外交史研究 

［第一责任人］松本忠雄著 

［出版者］博報堂出版部 

［出版日期］1942.4 



［知识责任］松本忠雄 著 

 

 

［正题名］谷干城遺稿 

［第一责任人］島内登志衛編 

［出版者］靖獻社 

［出版日期］1912.4 

［知识责任］島内登志衛 編 

 

 

［正题名］谷干城遺稿 

［第一责任人］島内登志衛編 

［出版者］靖獻社 

［出版日期］1912.4 

［知识责任］島内登志衛 編 

 

 

［正题名］上野理一傳 

［第一责任人］朝日新聞社社史編修室編修 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1959.12 

［附注内容］上野理一の肖像あり 

 

 

［正题名］川路大警視 

［第一责任人］中村徳五郎著 

［出版者］日本警察新聞社 

［出版日期］1932.9 

［知识责任］中村徳五郎 著 

 

 

［正题名］日清戰役外交史の研究 

［第一责任人］田保橋潔著 

［出版者］刀江書院 

［出版日期］1951.5 

［丛编题名］東洋文庫論叢 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ ロンソウ 32 

［附注内容］著書及論文目録:p565～569 

［附注内容］欧文タイトルは英文目録による 

［主题词］日清戦争 

［知识责任］田保橋潔 著 

 

 

［正题名］陸奥外交 



［第一责任人］信夫清三郎[著] 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1935.11 

［主题词］日清戦争 

［知识责任］信夫清三郎 [著] 

 

 

［正题名］現代日本文明史 

［第一责任人］清澤洌著 

［出版者］東洋經濟新報社 

［出版日期］1941.6 

［正题名］中国借款と勝田主計 

［第一责任人］勝田龍夫著 

［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1972.9 

［附注内容］勝田主計略年譜:p373-399 

［主题词］日本/経済関係/中国/歴史 

［知识责任］勝田龍夫 著 

 

 

［正题名］明治大正史 

［第一责任人］朝日新聞社編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1930.10 

［正题名］日中戦争史資料 

［第一责任人］日中戦争史資料編集委員会編 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1973.11 

［正题名］條約集 

［第一责任人］安井郁編 

［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1939.4 

［附注内容］關係法令附 

［知识责任］安井郁 編 

 

 

［正题名］国有鉄道の史的発展 

［第一责任人］大島藤太郎著 

［出版者］時潮社 

［出版日期］1982.9 

［丛编题名］大島藤太郎著作集 

［丛编题名］オオシマ フジタロウ チョサクシュウ 大島藤太郎著 1 

［主题词］日本/交通 

［知识责任］大島藤太郎 著 



 

 

［正题名］最近支那外交史 

［第一责任人］田村幸策著 

［出版者］外交時報社 

［出版日期］1938.3 

［知识责任］田村幸策 著 

 

 

［正题名］最近支那外交史 

［第一责任人］田村幸策著 

［出版者］外交時報社 

［出版日期］1939.7 

［知识责任］田村幸策 著 

 

 

［正题名］明治南進史稿 

［第一责任人］入江寅次著 

［出版者］井田書店 

［出版日期］1943.3 

［知识责任］入江寅次 著 

 

 

［正题名］神州元氣 

［第一责任人］岡見舜雅著 

［出版者］至誠堂 

［出版日期］1903.5 

［附注内容］著者の読み明確せず 

［知识责任］岡見舜雅 著 

 

 

［正题名］日本の財閥 

［第一责任人］土屋喬雄著 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1948.11 

［丛编题名］アテネ文庫 

［丛编题名］アテネ ブンコ 40 

［知识责任］土屋喬雄 著 

 

 

［正题名］續日本の財閥 

［第一责任人］土屋喬雄著 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1949.3 



［丛编题名］アテネ文庫 

［丛编题名］アテネ ブンコ 49 

［知识责任］土屋喬雄 著 

 

 

［正题名］農村問題 

［第一责任人］櫻井武雄著 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1949.3 

［丛编题名］唯物論全書 

［丛编题名］ユイブツロン ゼンショ 25 

［知识责任］桜井武雄 著 

 

 

［正题名］日本人民の誕生 

［第一责任人］茅原廉太郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1946.6 

［知识责任］茅原華山 著 

 

 

［正题名］後藤新平 

［第一责任人］福田正義著 

［出版者］滿洲日日新聞社東京支社出版部 

［出版日期］1943.8 

［知识责任］福田正義 著 

 

 

［正题名］日本選兵史 

［第一责任人］飯島茂著 

［出版者］開發社 

［出版日期］1943.11 

［附注内容］附録·現行選兵諸法規: p1-92 

［知识责任］飯島茂 著 

 

 

［正题名］ドキュメント昭和史 

［第一责任人］相良竜介編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1975.6 

［知识责任］相良竜介 編 

 

 

［正题名］現代法令全集 



［第一责任人］末弘嚴太郎責任編輯 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1936.7 

［知识责任］末弘厳太郎 編輯 

 

 

［正题名］同和教育入門 

［第一责任人］東上高志著 

［出版者］汐文社 

［出版日期］1964.11 

［附注内容］記述は 1964 年 11 月刊再版による 

［知识责任］東上高志 著 

 

 

［正题名］佐賀藩海軍史 

［第一责任人］秀島成忠編 

［出版者］知新会 

［出版日期］1917.5 

［知识责任］秀島成忠 編 

 

 

［正题名］兵器考 

［第一责任人］有坂鉊藏著 

［出版者］雄山閣 

［出版日期］1936.11 

［知识责任］有坂鉊蔵 著 

 

 

［正题名］中國略史 

［第一责任人］白寿彝主編 

［译者］楊◆D40158◆ [ほか] 執筆 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1983 

［知识责任］白寿彝 主編 

［知识责任］楊◆D40158◆ 執筆 

 

 

［正题名］秣陵帖月賦 

［正题名］送李愿歸盤古序 

［第一责任人］[董其昌筆] 

［译者］下中彌三郎編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.6 

［丛编题名］和漢習字本大成 5 



［知识责任］董其昌 [筆] 

［次知识责任］下中彌三郎 編 

 

 

［正题名］沖縄県史 

［第一责任人］琉球政府編 

［出版者］琉球政府 

［出版日期］1966.6 

［附注内容］子書誌あり 

［附注内容］編者変更:琉球政府→沖縄県教育委員会 

［主题词］沖縄県/歴史 

［主题词］琉球/歴史 

 

 

［正题名］維新史料聚芳 

［第一责任人］文部省維新史料編纂事務局編 

［出版者］巧藝社 

［出版日期］1936.12 

［附注内容］複製 

［附注内容］1 函 2 册 

 

 

［正题名］維新史料聚芳 

［第一责任人］文部省維新史料編纂事務局編 

［出版者］巧藝社 

［出版日期］1936.12 

［附注内容］複製 

［附注内容］1 函 2 册 

 

 

［正题名］維新史 

［第一责任人］早稻大學編輯部編 

［出版者］早稲田大学出版部 

［出版日期］1915.6 

［丛编题名］訂正増補大日本時代史 

［丛编题名］テイセイ ゾウホ ダイニホン ジダイシ 早稲田大学編輯部編 

 

 

［正题名］室町時代史 

［第一责任人］渡辺世祐著 

［出版者］早稲田大学出版部 

［出版日期］1915.9 

［丛编题名］訂正増補大日本時代史 

［丛编题名］テイセイ ゾウホ ダイニホン ジダイシ 早稲田大学編輯部編 



［知识责任］渡辺世祐 著 

 

 

［正题名］安土桃山時代史 

［第一责任人］渡辺世祐著 

［出版者］早稲田大学出版部 

［出版日期］1916.4 

［丛编题名］訂正増補大日本時代史 

［丛编题名］テイセイ ゾウホ ダイニホン ジダイシ 早稲田大学編輯部編 

［知识责任］渡辺世祐 著 

 

 

［正题名］南北朝時代史 

［第一责任人］久米邦武著 

［出版者］早稲田大学出版部 

［出版日期］1916.2 

［丛编题名］訂正増補大日本時代史 

［丛编题名］テイセイ ゾウホ ダイニホン ジダイシ 早稲田大学編輯部編 

［知识责任］久米邦武 著 

 

 

［正题名］鎌倉時代史 

［第一责任人］三浦周行著 

［出版者］早稲田大学出版部 

［出版日期］1916.3 

［丛编题名］訂正増補大日本時代史 

［丛编题名］テイセイ ゾウホ ダイニホン ジダイシ 早稲田大学編輯部編 

［知识责任］三浦周行 著 

 

 

［正题名］平安朝時代史 

［第一责任人］池田晃淵著 

［出版者］早稲田大学出版部 

［出版日期］1915.7 

［丛编题名］訂正増補大日本時代史 

［丛编题名］テイセイ ゾウホ ダイニホン ジダイシ 早稲田大学編輯部編 

［知识责任］池田晃淵 著 

 

 

［正题名］幕末史 

［第一责任人］小林庄次郎著 

［出版者］早稲田大学出版部 

［出版日期］1915.12 

［丛编题名］訂正増補大日本時代史 



［丛编题名］テイセイ ゾウホ ダイニホン ジダイシ 早稲田大学編輯部編 

［知识责任］小林庄次郎 著 

 

 

［正题名］日本古代史 

［第一责任人］久米邦武著 

［出版者］早稲田大学出版部 

［出版日期］1915.10 

［丛编题名］訂正増補大日本時代史 

［丛编题名］テイセイ ゾウホ ダイニホン ジダイシ 早稲田大学編輯部編 

［知识责任］久米邦武 著 

 

 

［正题名］日本古代史 

［第一责任人］久米邦武著 

［出版者］早稲田大学出版部 

［出版日期］1915.10 

［丛编题名］訂正増補大日本時代史 

［丛编题名］テイセイ ゾウホ ダイニホン ジダイシ 早稲田大学編輯部編 

［知识责任］久米邦武 著 

 

 

［正题名］奈良朝史 

［第一责任人］久米邦武著 

［出版者］早稲田大学出版部 

［出版日期］1915.11 

［丛编题名］訂正増補大日本時代史 

［丛编题名］テイセイ ゾウホ ダイニホン ジダイシ 

［知识责任］久米邦武 著 

 

 

［正题名］徳川時代史 

［第一责任人］池田晃淵著 

［出版者］早稲田大学出版部 

［出版日期］1915.8 

［丛编题名］訂正増補大日本時代史 

［丛编题名］テイセイ ゾウホ ダイニホン ジダイシ 早稲田大学編輯部編 

［知识责任］池田晃淵 著 

 

 

［正题名］徳川時代史 

［第一责任人］池田晃淵著 

［出版者］早稲田大学出版部 

［出版日期］1915.8 



［丛编题名］訂正増補大日本時代史 

［丛编题名］テイセイ ゾウホ ダイニホン ジダイシ 早稲田大学編輯部編 

［知识责任］池田晃淵 著 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1973.12 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］カウツキー農業問題 

［第一责任人］プロレタリア科學研究所農業問題研究會譯 

［出版者］鐵塔書院 

［出版日期］1931.9 

［附注内容］上下中は背表示による 

［知识责任］プロレタリア科學研究所農業問題研究會 譯 

 

 

［正题名］時のうごき 

［第一责任人］中野重治編 

［出版者］プレブス社 

［出版日期］1948.1 

［附注内容］1948 から発行所「新プレブス」に変更 

［知识责任］中野重治 編 

 

 

［正题名］労働者農民の代議士 

［第一责任人］市川義雄編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1949.1 

［知识责任］市川義雄 編 

 

 

［正题名］日本勞働爭議史 

［第一责任人］村山重忠著 

［出版者］霞ケ関書房 

［出版日期］1946.9 

［知识责任］村山重忠 著 

 

 

［正题名］無産階級の政治運動 



［第一责任人］山川均著 

［出版者］更正閣 

［出版日期］1924.7 

［知识责任］山川均 著 

 

 

［正题名］史的理想主義と史的唯物論 

［第一责任人］ジョーレス, ラファルグ[講演] 

［译者］淡徳三郎譯 

［出版者］同人社 

［出版日期］1928.3 

［知识责任］ジョーレス [講演] 

［知识责任］ラファルグ [講演] 

［知识责任］JaurèsJean [講演] 

［知识责任］Lafargue [講演] 

［次知识责任］淡徳三郎 譯 

 

 

［正题名］非常時立法の發展 

［第一责任人］牧野英一著 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1941.7 

［丛编题名］民法の基本問題 

［丛编题名］ミンポウ ノ キホン モンダイ 牧野英一著 外編第 5 

［知识责任］牧野英一 著 

 

 

［正题名］技術論ノート 

［第一责任人］星野芳郎著 

［出版者］真善美社 

［出版日期］1948.5 

［知识责任］星野芳郎 著 

 

 

［正题名］農業に於ける資本主義 

［第一责任人］レーニン著 

［译者］直井武夫譯 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1928.4 

［丛编题名］レーニン叢書 

［丛编题名］レーニン ソウショ 第 4 編 

［知识责任］レーニン 著 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［次知识责任］直井武夫 譯 



 

 

［正题名］哲学入門 

［第一责任人］ジョルジュ·ポリツェル著 

［译者］陸井四郎訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1955.9 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 11 

［知识责任］ポリツェル 著 

［知识责任］Politzer 著 

［次知识责任］陸井四郎 訳 

 

 

［正题名］女性の歴史 

［第一责任人］高群逸枝著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1955.5 

［知识责任］高群逸枝 著 

 

 

［正题名］東洋社會黨考 

［第一责任人］田中惣五郎著 

［出版者］一元社 

［出版日期］1930.6 

［附注内容］吉野作造序 

［知识责任］田中惣五郎 著 

 

 

［正题名］日本軍閥暗闘史 

［第一责任人］田中隆吉著 

［出版者］静和堂書店 

［出版日期］1947.10 

［知识责任］田中隆吉 著 

 

 

［正题名］敗因を衝く 

［第一责任人］田中隆吉著 

［出版者］山水社 

［出版日期］1946.1 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］田中隆吉 著 

 

 



［正题名］新法令全書 

［第一责任人］寺澤音一著 

［出版者］法文社 

［出版日期］1947.6 

［附注内容］第 5 巻·第 6 巻·第 7 巻: 六法全書追録 

［知识责任］寺沢音一 著 

 

 

［正题名］新法令全書 

［第一责任人］寺澤音一著 

［出版者］法文社 

［出版日期］1947.6 

［附注内容］第 5 巻·第 6 巻·第 7 巻: 六法全書追録 

［知识责任］寺沢音一 著 

 

 

［正题名］組合運動便覧 

［第一责任人］時事通信社編 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1947.2 

［正题名］學会の歩み 

［第一责任人］日本印度學佛教學會編 

［出版者］日本印度學佛教學會 

［出版日期］1965.3 

［正题名］般若心経 

［正题名］金剛般若経 

［第一责任人］中村元, 紀野一義訳註 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.7 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青(33)-303-1 

［附注内容］『解題』末(p.214)に 1981.11 月付の注記あり 

［附注内容］第 1 刷<BN00994113>は別書誌 

［知识责任］中村元 訳註 

［知识责任］紀野一義 訳註 

 

 

［正题名］血ぬられた言論 

［第一责任人］黒田秀俊著 

［出版者］學風書院 

［出版日期］1951.10 

［知识责任］黒田秀俊 著 

 

 



［正题名］日本民族性概論 

［第一责任人］佐藤正著 

［出版者］大京堂書店 

［出版日期］1921.12 

［主题词］日本人 

［主题词］日本民族 

［知识责任］佐藤正 著 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1961.3 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1961.3 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1962.3 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1962.3 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 



［出版日期］1967.12 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1967.12 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1973.12 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1965.3 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1966.3 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1976.12 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［附注内容］大谷大學にゎけゐ，第二十六囘學術大會紀要 

［主题词］印度学仏教学研究 



 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1976.12 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［附注内容］大谷大學にゎけゐ，第二十六囘學術大會紀要 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］東洋的社會の理論 

［第一责任人］ウィットフォーゲル著 

［译者］森谷克巳,平野義太郎譯編 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1939.6 

［主题词］アジア/経済/歴史 

［知识责任］ウィットフォーゲル 著 

［知识责任］Wittfogel 著 

［知识责任］森谷克己 編 

［次知识责任］平野義太郎 編 

 

 

［正题名］歴史の理論 

［第一责任人］内田銀藏著 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1942.11 

［知识责任］内田銀蔵 著 

 

 

［正题名］これが象だ ! 

［第一责任人］H.オーベルヨハン著 

［译者］内山賢次訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-220 

［知识责任］Oberjohann 著 

［次知识责任］内山賢次 訳 

 

 

［正题名］解放を求めて 

［第一责任人］西島定生[ほか]編 

［出版者］河出書房 



［出版日期］1956.10 

［丛编题名］河出新書 

［丛编题名］カワデ シンショ 世界歴史物語 6 

［知识责任］西嶋定生 編 

 

 

［正题名］新しい出発 

［第一责任人］三島一[ほか]編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1956.12 

［丛编题名］河出新書 

［丛编题名］カワデ シンショ 世界歴史物語 8 

［知识责任］三島一 編 

 

 

［正题名］細胞生活 

［第一责任人］杉浦明平著 

［出版者］光文社 

［出版日期］1956.9 

［丛编题名］カッパ·ブックス 

［丛编题名］カッパ ブックス 

［知识责任］杉浦明平 著 

 

 

［正题名］働かざる者は食ふ可からず 

［第一责任人］レーニン著 

［译者］岡田忠一譯 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1928.9 

［丛编题名］革命家演説集 

［丛编题名］カクメイカ エンゼツシュウ 1 

［附注内容］出版が白揚書館のものあり(1946 年,再版) 

［知识责任］レーニン 著 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［次知识责任］岡田忠一 譯 

 

 

［正题名］太平洋における諸矛盾 

［第一责任人］モトゥイレフ[著] 

［出版者］日本経済研究会 

［出版日期］[19 ?] 

［附注内容］研究資料 

［知识责任］モトゥイレフ [著] 

［知识责任］MotylevVol′f Evnovich [著] 



 

 

［正题名］西郷隆盛の世界 

［第一责任人］上田滋著 

［出版者］上田滋 

［出版日期］1989.12 

［附注内容］関係略年表 p389-392 : 主要参考文献:p393-394 

［附注内容］制作:中央公論事業出版 

［知识责任］上田滋 著 

 

 

［正题名］歴史文學論 

［第一责任人］ゲオルグ·ルカチ[著] 

［译者］山村房次譯 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1938.11 

［丛编题名］文化と技術叢書 

［丛编题名］ブンカ ト ギジュツ ソウショ 第 18 卷 

［知识责任］ルカチ [著] 

［知识责任］LukácsGy◆U00F6◆rgy [著] 

［次知识责任］山村房次 譯 

 

 

［正题名］日本哲學思想全書 

［第一责任人］三枝博音,清水幾太郎編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1955.11 

［知识责任］三枝博音 編 

［知识责任］清水幾太郎 編 

 

 

［正题名］歴史的思考入門 

［第一责任人］ラムプレヒト [著] 

［译者］上原專祿譯 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1942.4 

［丛编题名］經濟學名著選集 

［丛编题名］ケイザイガク メイチョ センシュウ 第 2 輯 

［附注内容］著作目録抄: p328-335 

［主题词］歴史哲学 

［知识责任］ラムプレヒト  [著] 

［知识责任］Lamprecht [著] 

［次知识责任］上原専禄 譯 

 



 

［正题名］吉野作造 

［第一责任人］田中惣五郎著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1958.7 

［附注内容］吉野作造年譜: p425-447 

［附注内容］著作目録および研究文献: p448-450 

［知识责任］田中惣五郎 著 

 

 

［正题名］日本聖人鮮血遺書 

［第一责任人］ヴィリヨン著 

［出版者］日本カトリック刊行會 

［出版者］帝國書院(発売) 

［出版日期］1926.10 

［丛编题名］カトリック叢書 

［丛编题名］カトリック ソウショ 1 

［附注内容］監修:姉崎正治,山本信次郎 

［附注内容］1911 年刊(改訂増補第六版)の飜刻 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］ヴィリヨン 著 

［知识责任］Villion 著 

［知识责任］姉崎正治 監修 

［知识责任］山本信次郎 監修 

 

 

［正题名］現代憲政の運用 

［第一责任人］吉野作造著 

［出版者］一元社 

［出版日期］1930.2 

［附注内容］索引(p485-491) 

［知识责任］吉野作造 著 

 

 

［正题名］古い政治の新しい觀方 

［第一责任人］吉野作造著 

［出版者］文化生活研究会 

［出版日期］1927.3 

［知识责任］吉野作造 著 

 

 

［正题名］講和條約 

［第一责任人］歴史学研究会編 

［出版者］東洋經濟新報社 



［出版日期］1954.7 

［丛编题名］太平洋戦争史 

［丛编题名］タイヘイヨウ センソウシ 歴史学研究会編 5 

［附注内容］附録 (1)年表 250-268p, (2)資料 270-300p, 総索引 318-301p 

［主题词］講和条約 

［主题词］太平洋戦争 

 

 

［正题名］雪の下 

［第一责任人］鈴木ゆすら著 

［出版者］[鈴木八郎] 

［出版日期］1979.1 

［附注内容］奥付の著者: 鈴木八郎 

［附注内容］鈴木ゆすら編著目録: 巻末 

［知识责任］鈴木ゆすら 著 

 

 

［正题名］花の文化誌 

［第一责任人］吉田光邦著 

［出版者］吉田茂博 

［出版日期］1992.7 

［附注内容］制作: 淡交社 

［知识责任］吉田光邦 著 

 

 

［正题名］満洲国警察小史 

［第一责任人］加藤豊隆著 

［出版者］満蒙同胞援護会愛媛県支部 

［出版日期］1976.10 

［附注内容］出版者表示変更:満蒙同胞援護会愛媛県支部→元在外公務員援護会 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］加藤豊隆 著 

 

 

［正题名］日本勞働運動史·社會運動史年表 

［第一责任人］年表編算委員会編 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1956.9 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 297 

 

 

［正题名］太平洋戦争への道 

［第一责任人］日本国際政治学会太平洋戦争原因研究部編著 



［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1963.6 

［正题名］近代の開幕 

［第一责任人］小西四郎編 

［出版者］講談社 

［出版日期］1960.11 

［丛编题名］写真図説日本百年の記録 

［丛编题名］シャシン ズセツ ニホン ヒャクネン ノ レキシ 小西四郎等編 1 

 

 

［正题名］世界と日本 

［第一责任人］小西四郎編 

［出版者］講談社 

［出版日期］1960.12 

［丛编题名］写真図説日本百年の記録 

［丛编题名］シャシン ズセツ ニホン ヒャクネン ノ レキシ 小西四郎等編 2 

 

 

［正题名］現代の展望 

［第一责任人］小西四郎著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1961.1 

［丛编题名］写真図説日本百年の記録 

［丛编题名］シャシン ズセツ ニホン ヒャクネン ノ レキシ 小西四郎等編 3 

［知识责任］小西四郎 著 

 

 

［正题名］近代日本の夜明け 

［第一责任人］鈴木勤編 

［出版者］世界文化社 

［出版日期］1972.7 

［丛编题名］日本人の 100 年 

［丛编题名］ニホンジン ノ ヒャクネン 1 

 

 

［正题名］明治のご一新 

［第一责任人］鈴木勤編 

［出版者］世界文化社 

［出版日期］1972.3 

［丛编题名］日本人の 100 年 

［丛编题名］ニホンジン ノ ヒャクネン 2 

 

 

［正题名］文明開化 



［第一责任人］鈴木勤編 

［出版者］世界文化社 

［出版日期］1972.3 

［丛编题名］日本人の 100 年 

［丛编题名］ニホンジン ノ ヒャクネン 3 

 

 

［正题名］自由民権運動 

［第一责任人］鈴木勤編 

［出版者］世界文化社 

［出版日期］1972.3 

［丛编题名］日本人の 100 年 

［丛编题名］ニホンジン ノ ヒャクネン 4 

 

 

［正题名］日本共産党史 

［第一责任人］田川和夫著 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1965.5 

［附注内容］出版年および版表示は第 10 刷(1971.2)の「新版へのあとがき」による 

［知识责任］田川和夫 著 

 

 

［正题名］海軍五十年史 

［第一责任人］佐藤市郎著 

［出版者］鱒書房 

［出版日期］1943.5 

［丛编题名］新日本文化史叢書 

［丛编题名］シンニホン ブンカシ ソウショ 

［知识责任］佐藤市郎 著 

 

 

［正题名］民族問題 

［第一责任人］ジョルジュ·コニヨ著 

［译者］本田喜代治訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.12 

［知识责任］コニヨ 著 

［知识责任］Cogniot 著 

［次知识责任］本田喜代治 訳 

 

 

［正题名］職場の歴史 

［第一责任人］職場の歴史をつくる会編 



［出版者］河出書房 1956.4 

［丛编题名］河出新書 

［丛编题名］カワデ シンショ 176 

［知识责任］職場の歴史をつくる会 編 

 

 

［正题名］農民鬪爭 

［第一责任人］伊藤律著 

［出版者］ナウカ社 

［出版日期］1949.12 

［丛编题名］ナウカ講座 

［丛编题名］ナウカ コウザ 29 

［知识责任］伊藤律 著 

 

 

［正题名］農民運動史 

［第一责任人］稲岡進著 

［出版者］日本科学社 

［出版日期］1946.12 

［丛编题名］學生叢書 

［丛编题名］ガクセイ ソウショ 民主主義科學者協會編 文化科學篇 11 

［知识责任］稲岡進 著 

 

 

［正题名］5·15 から 2·26 まで 

［第一责任人］社會評論編輯部編 

［出版者］ナウカ社 

［出版者］上田屋書店(發賣),1936.8 

［主题词］五·一五事件 

［主题词］二·二六事件 

［知识责任］社會評論編輯部 編 

 

 

［正题名］日本ファシズム 

［第一责任人］木下半治著 

［出版者］ナウカ社 

［出版日期］1936.7 

［知识责任］木下半治 著 

 

 

［正题名］日本ファシズムの諸問題 

［第一责任人］淺田光輝,中村秀一郎共著 

［出版者］岩崎書店 

［出版日期］1949.11 



［知识责任］浅田光輝 著 

［知识责任］中村秀一郎 著 

 

 

［正题名］土の民の記録 

［第一责任人］青木恵一郎著 

［出版者］新評論社 

［出版日期］1955.6 

［知识责任］青木恵一郎 著 

 

 

［正题名］明治大正史 

［第一责任人］美土路昌一編 

［译者］朝日新聞社編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1930.9 

［附注内容］各巻末:索引 

［知识责任］美土路昌一 編 

 

 

［正题名］明治大正史 

［第一责任人］柳田國男編 

［译者］朝日新聞社編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1931.1 

［附注内容］各巻末:索引 

［知识责任］柳田國男 編 

 

 

［正题名］明治大正史 

［第一责任人］野村秀雄編 

［译者］朝日新聞社編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1931.3 

［附注内容］各巻末:索引 

［知识责任］野村秀雄 編 

 

 

［正题名］憲法精義 

［第一责任人］美濃部達吉著 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1932.1 

［知识责任］美濃部達吉 著 

 



 

［正题名］憲法撮要 

［第一责任人］美濃部達吉著 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1933.2 

［知识责任］美濃部達吉 著 

 

 

［正题名］財政史 

［第一责任人］土方成美著 

［出版者］東洋經濟新報社 

［出版日期］1940.11 

［丛编题名］現代日本文明史 

［丛编题名］ゲンダイ ニホン ブンメイシ 第 6 卷 

［知识责任］土方成美 著 

 

 

［正题名］高瀬町の歴史 

［第一责任人］中野実著 

［出版者］[中野実] 

［出版日期］1956.10 

［知识责任］中野実 著 

 

 

［正题名］泉佐野市勢紀要 

［第一责任人］市勢紀要編纂委員会編 

［出版者］泉佐野市 

［出版日期］1982.4 

［附注内容］昭和 39 年の複製本 

［附注内容］復刻版発行者:向江昇 

［知识责任］市勢紀要編纂委員会 編 

 

 

［正题名］龍谷大學圖書館善本目録 

［第一责任人］龍谷大學圖書館編 

［出版者］龍谷大學出版部 

［出版日期］1936.11 

［主题词］希書/書目 

 

 

［正题名］石川啄木集 

［第一责任人］石川一著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1928.7 



［丛编题名］現代日本文學全集 

［丛编题名］ゲンダイ ニホン ブンガク ゼンシュウ 第 45 篇 

［附注内容］年譜: p564-582 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］石川啄木 著 

 

 

［正题名］日本農業 100 年 

［第一责任人］アジア経済研究所編 

［出版者］農林統計協会 

［出版日期］1969.3 

［正题名］中央公論総目次 

［第一责任人］中央公論社編 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1970.11 

［附注内容］製作:雄松堂フィルム出版 

 

 

［正题名］山口県文書館史料目録 

［第一责任人］山口県文書館編 

［出版者］山口県文書館 

［出版日期］1965.3 

［正题名］山口県文書館史料目録 

［第一责任人］山口県文書館編 

［出版者］山口県文書館 

［出版日期］1963.3 

［正题名］都市の論理 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1968.7 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］學生と歴史 

［第一责任人］河合榮治郎編 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1940.4 

［知识责任］河合栄治郎 編 

 

 

［正题名］老兵はいどむ 

［第一责任人］大塚有章著 

［出版者］『未完の旅路』刊行委員会 

［出版日期］1974.6 



［知识责任］大塚有章 著 

 

 

［正题名］羽仁五郎歴史論著作集 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1967.6 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］羽仁五郎歴史論著作集 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1967.9 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］羽仁五郎歴史論著作集 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1967.9 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］羽仁五郎歴史論著作集 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1967.10 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］留守日記 

［第一责任人］河上秀著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1967.2 

［知识责任］河上秀 著 

 

 

［正题名］官僚 

［第一责任人］今井一男著 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1953.5 

［知识责任］今井一男 著 

 



 

［正题名］第二次大戦後の植民地体制 

［第一责任人］ヴェ·ア·マスレンニコフ編 

［译者］南信四郎訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1954.10 

［知识责任］ヴェ·ア·マスレンニコフ 編 

［知识责任］Maslennikov 編 

［次知识责任］南信四郎 訳 

 

 

［正题名］第二次大戦後の植民地体制 

［第一责任人］ヴェ·ア·マスレンニコフ編 

［译者］南信四郎訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1954.11 

［知识责任］ヴェ·ア·マスレンニコフ 編 

［知识责任］Maslennikov 編 

［次知识责任］南信四郎 訳 

 

 

［正题名］近きより 

［第一责任人］正木ひろし著 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1964.11 

［知识责任］正木ひろし 著 

 

 

［正题名］一軍人六十年の哀歓 

［第一责任人］今村均著 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1971.4 

［附注内容］正篇の書名: 私記·一軍人六十年の哀歓 

［知识责任］今村均 著 

 

 

［正题名］史學の意味 

［第一责任人］田邊元著 

［出版者］文部省思想局 

［出版日期］1936.12 

［丛编题名］日本文化叢書 

［丛编题名］ニホン ブンカ ソウショ 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［知识责任］田辺元 著 



 

 

［正题名］社會科の實踐 

［第一责任人］木暮強,染田屋謙相著 

［出版者］同學社 

［出版日期］1948.7 

［丛编题名］社會科の研究 

［丛编题名］シャカイカ ノ ケンキュウ 同學社 3 

［知识责任］染田屋謙相 著 

［知识责任］木暮強 著 

 

 

［正题名］歴史の諸問題 

［第一责任人］佐々木隆彦編 

［出版者］理想社 

［出版日期］1932.6 

［知识责任］佐々木隆彦 編 

 

 

［正题名］ヘーゲル小論理學 

［第一责任人］ヘーゲル著 

［译者］松村一人譯 

［出版者］北隆館 

［出版日期］1943.12 

［知识责任］ヘーゲル 著 

［知识责任］Hegel 著 

［次知识责任］松村一人 譯 

 

 

［正题名］ヘーゲル全集 

［第一责任人］武市健人譯 

［出版者］岩波書店 

［知识责任］武市健人 譯 

 

 

［正题名］日本ファシズムと議会 

［第一责任人］前島省三著 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1956.6 

［知识责任］前島省三 著 

 

 

［正题名］核戦争阻止と民族解放闘争 

［第一责任人］日本アジアアフリカ連帯委員会[編] 



［出版者］日本アジアアフリカ連帯委員会 

［出版日期］1964.7 

［知识责任］日本アジアアフリカ連帯委員会 

 

 

［正题名］右翼 

［第一责任人］津久井龍雄著 

［出版者］昭和書房 

［出版日期］1952.5 

［知识责任］津久井龍雄 著 

 

 

［正题名］劇壇之最近十年 

［第一责任人］坪内雄藏著 

［出版者］米山堂 

［出版日期］1917.9 

［知识责任］坪内逍遥 著 

 

 

［正题名］日清·日露戰争史話 

［第一责任人］渡邊幾治郎著 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1937.8 

［知识责任］渡辺幾治郎 著 

 

 

［正题名］外交秘録 

［第一责任人］須磨弥吉郎著 

［出版者］商工財務研究会 

［出版日期］1956.10 

［附注内容］附録:関係重要事項年表 p286～290 

［知识责任］須磨弥吉郎 著 

 

 

［正题名］日本文学全書 

［第一责任人］野口竹次郎編 

［出版者］博文館 

［附注内容］第 5 編以降の編者:大橋新太郎 

［知识责任］野口竹次郎 編 

［知识责任］大橋新太郎 編 

 

 

［正题名］基地日本 

［第一责任人］猪俣浩三,木村禧八郎,清水幾太郎編著 



［出版者］和光社 

［出版日期］1953.5 

［知识责任］猪俣浩三 編著 

［知识责任］木村禧八郎 編著 

［知识责任］清水幾太郎 編著 

 

 

［正题名］明治維新の外交 

［第一责任人］下村冨士男著 

［出版者］大八洲出版 

［出版日期］1948.12 

［丛编题名］大八洲史書 

［丛编题名］ダイハッシュウ シショ 

［知识责任］下村富士男 著 

 

 

［正题名］汚職のすすめ 

［第一责任人］室伏哲郎著 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1963.4 

［丛编题名］フロンティア·ブックス 

［丛编题名］フロンティア ブックス 

［附注内容］巻末:日本汚職疑獄年表·参考文献 

［知识责任］室伏哲郎 著 

 

 

［正题名］本願寺 

［第一责任人］森龍吉著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1959.9 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 192 

［知识责任］森龍吉 著 

 

 

［正题名］北村透谷選集 

［第一责任人］北村透谷著 

［译者］島崎藤村編 

［出版者］改造社 

［出版日期］1929.2 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 2 部 第 35 篇 

［知识责任］北村透谷 著 

［次知识责任］島崎藤村 編 



 

 

［正题名］運命論者 

［第一责任人］國木田獨歩著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1929.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 494 

［知识责任］国木田独歩 著 

 

 

［正题名］岩波文庫解説目録 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952 

［正题名］「共産党宣言」とマルクス主義の発展 

［第一责任人］マルクス·レーニン主義研究所編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1950.2 

［正题名］氏族社會 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1948.12 

［丛编题名］新日本歴史双書 

［丛编题名］シン ニホン レキシ ソウショ 古代 1 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］科学に新しい風を 

［第一责任人］坂田昌一著 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1966.2 

［丛编题名］新日本新書 

［丛编题名］シンニホン シンショ 16 

［知识责任］坂田昌一 著 

 

 

［正题名］史的唯物論 

［第一责任人］ソ同盟科学院哲学研究所編 

［译者］ソヴェト研究者協会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1955.4 

［附注内容］原著第 2 版の訳 

［附注内容］原著監修: エフ·ヴェ·コンスタンチーノフ 

 



 

［正题名］史的唯物論 

［第一责任人］ソ同盟科学院哲学研究所編 

［译者］ソヴェト研究者協会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1955.4 

［附注内容］原著第 2 版の訳 

［附注内容］原著監修: エフ·ヴェ·コンスタンチーノフ 

 

 

［正题名］史的唯物論 

［第一责任人］ソ同盟科学院哲学研究所編 

［译者］ソヴェト研究者協会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1955.4 

［附注内容］原著第 2 版の訳 

［附注内容］原著監修: エフ·ヴェ·コンスタンチーノフ 

 

 

［正题名］伊勢神宮 

［第一责任人］藤谷俊雄,直木孝次郎著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1960.7 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 248 

［知识责任］藤谷俊雄 著 

［知识责任］直木孝次郎 著 

 

 

［正题名］大阪労音十五年史 

［第一责任人］佐々木隆爾編 

［出版者］大阪勤労者音楽協議会 

［出版日期］1965.11 

［知识责任］佐々木隆爾 編 

 

 

［正题名］ミケルアンヂェロ 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ [赤版] 25 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 



 

［正题名］今般出軍中日誌 

［第一责任人］遠竹行方[著] 

［译者］出水郷土誌編集委員会編 

［出版者］出水市 

［出版日期］1966.3 

［丛编题名］出水郷土誌資料編 

［丛编题名］イズミ キョウドシ シリョウヘン 出水郷土誌編集委員会編 第 8 輯 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［附注内容］謄写般 

［知识责任］遠竹行方 [著] 

 

 

［正题名］日本共産党(左派)·決議集 

［第一责任人］日本共産党(左派)中央委員会編 

［出版者］人民の星社 

［出版日期］1972.9 

［正题名］日本共産党(左派)·決議集 

［第一责任人］日本共産党(左派)中央委員会編 

［出版者］人民の星社 

［出版日期］1972.9 

［正题名］日本共産党(左派)·決議集 

［第一责任人］日本共産党(左派)中央委員会編 

［出版者］人民の星社 

［出版日期］1972.9 

［正题名］マルクスとマルクス主義 

［第一责任人］レーニン著 

［译者］井汲越次譯 

［出版者］民主評論社 

［出版日期］1946.8 

［知识责任］レーニン 著 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［次知识责任］井汲越次 譯 

 

 

［正题名］日本の死の商人 

［第一责任人］岡倉古志郎著 

［出版者］要書房 

［出版日期］1952.5 

［知识责任］岡倉古志郎 著 

 

 

［正题名］二·一スト前後 

［第一责任人］斎藤一郎著 



［出版者］青木書店 

［出版日期］1956.3 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 282 

［主题词］労働運動/日本/歴史 

［知识责任］斎藤一郎 著 

 

 

［正题名］指田日記 

［第一责任人］指田摂津藤詮記之 

［译者］村山村郷土史編纂委員会編 

［出版者］村山村郷土史編纂委員会 

［出版日期］1951.8 

［丛编题名］村山村郷土史資料 

［丛编题名］ムラヤマムラ キョウドシ シリョウ 第 1 集 

［知识责任］指田藤詮 記之 

［次知识责任］村山村郷土史編纂委員会 編 

 

 

［正题名］地方文書 

［第一责任人］出水郷土誌編集委員会編 

［出版者］出水市 

［出版日期］1966.10 

［丛编题名］出水郷土誌資料編 

［丛编题名］イズミ キョウドシ シリョウヘン 出水郷土誌編集委員会編 第 19 輯 

 

 

［正题名］臺灣統治志 

［第一责任人］竹越與三郎著 

［出版者］博文館 

［出版日期］1905.9 

［附注内容］肖像あり 

［附注内容］地図 1 枚 

［附注内容］折込表 1 枚 

［附注内容］巻末: 台湾についての参考書目 

［知识责任］竹越與三郎 著 

 

 

［正题名］帝國主義下の臺灣 

［第一责任人］矢内原忠雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1929.10 

［主题词］資本主義-台湾 

［主题词］植民政策 



［主题词］台湾/経済 

［知识责任］矢内原忠雄 著 

 

 

［正题名］邦人海外發展史 

［第一责任人］入江寅次著 

［出版者］海外邦人史料會 

［出版日期］1936.10 

［知识责任］入江寅次 著 

 

 

［正题名］邦人海外發展史 

［第一责任人］入江寅次著 

［出版者］海外邦人史料會 

［出版日期］1938.1 

［知识责任］入江寅次 著 

 

 

［正题名］世界に於ける日本人 

［第一责任人］渡辺修二郎著 

［出版者］慶應書房 

［出版日期］1942.11 

［附注内容］明治 26 年発行の重版 

［知识责任］渡辺修二郎 著 

 

 

［正题名］極東國際關係史 

［第一责任人］H·B·モース, H·F·マクネーア著 

［译者］喜入虎太郎, 浅野晃譯 

［出版者］生活社 

［出版日期］1941.1 

［知识责任］H·B·モース, H·F·マクネーア 著 

［知识责任］Morse 著 

［知识责任］MacNair 

［次知识责任］喜入虎太郎 訳 

［次知识责任］浅野晃 訳 

 

 

［正题名］國防史 

［第一责任人］伊藤正徳著 

［出版者］東洋經濟新報社 

［出版日期］1941.12 

［丛编题名］現代日本文明史 

［丛编题名］ゲンダイ ニホン ブンメイシ 第 4 卷 



［知识责任］伊藤正徳 著 

 

 

［正题名］兵農植民政策 

［第一责任人］加藤俊次郎著 

［出版者］慶應書房 

［出版日期］1941.11 

［附注内容］參考文献: p356-357 

［知识责任］加藤俊次郎 著 

 

 

［正题名］林子平全集 

［第一责任人］學藏會編 

［出版者］生活社 

［出版日期］1943 

［丛编题名］皇學藏 

［丛编题名］コウガクゾウ 第 1 冊 

［附注内容］編纂校訂擔當:山本饒 

［附注内容］第 3 巻:隨筆類詩歌書簡等 

［知识责任］林子平 [著] 

［知识责任］山本饒 編 

 

 

［正题名］西郷南洲先生傳 

［第一责任人］南洲神社五十年祭奉賛會編 

［出版者］南洲神社五十年祭奉賛會 

［出版日期］1927.10 

［知识责任］南洲神社五十年祭奉賛会 編 

 

 

［正题名］社会問題叢書 

［第一责任人］赤松克鹰著 

［出版者］文化学会出版部 

［出版日期］1925.3 

［附注内容］編者: 安部磯雄 [ほか] 

［知识责任］安部磯雄 著 

 

 

［正题名］日本共産黨公判闘争秘史 

［第一责任人］九州勞働學校出版部編 

［出版者］九州勞働学校出版部 

［出版日期］1947.12 

［知识责任］九州勞働學校出版部 編 

 



 

［正题名］日本財政論 

［第一责任人］大内兵衞著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1937.4 

［丛编题名］経済学全集 

［丛编题名］ケイザイガク ゼンシュウ 第 22 巻 

［附注内容］附録: 日本公債統計表·及統計圖表 

［知识责任］大内兵衛 著 

 

 

［正题名］余録二十五年 

［第一责任人］丸山幹治著 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1954.8 

［知识责任］丸山幹治 著 

 

 

［正题名］日本社会主義運動史 

［第一责任人］堺利彦著 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1954.7 

［丛编题名］日本近代史叢書 

［丛编题名］ニホン キンダイシ ソウショ 7 

［主题词］社会運動/日本/歴史 

［主题词］社会主義 

［知识责任］堺利彦 著 

 

 

［正题名］原城紀事 

［出版者］警醒社書店 

［出版日期］1927.9 

［丛编题名］吉利支丹文庫 

［丛编题名］キリシタン ブンコ 比屋根安定編輯 4 輯 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［附注内容］上篇 : 1 巻～6 巻 

［附注内容］下篇 : 7 巻～11 巻 

 

 

［正题名］原城紀事 

［出版者］警醒社書店 

［出版日期］1928.4 

［丛编题名］吉利支丹文庫 

［丛编题名］キリシタン ブンコ 比屋根安定編輯 5 輯 



［附注内容］記述は遡及データによる 

［附注内容］上篇 : 1 巻～6 巻 

［附注内容］下篇 : 7 巻～11 巻 

 

 

［正题名］吉利支丹物語 

［第一责任人］比屋根安定編輯 

［出版者］警醒社書店 

［出版日期］1926.10 

［丛编题名］吉利支丹文庫 

［丛编题名］キリシタン ブンコ 比屋根安定編輯 第 1 輯 

［知识责任］比屋根安定 編輯 

 

 

［正题名］嶋原天草日記 

［出版者］警醒社書店 

［出版日期］1927.2 

［丛编题名］吉利支丹文庫 

［丛编题名］キリシタン ブンコ 比屋根安定編輯 3 輯 

［附注内容］記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］日本農業年報 

［第一责任人］日本農業研究会編 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1954.11 

［附注内容］子書誌あり 

 

 

［正题名］日本終戦史 

［第一责任人］林茂[ほか]編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1962.7 

［知识责任］林茂 編 

 

 

［正题名］吉野作造博士民主主義論集 

［第一责任人］吉野作造著 

［出版者］新紀元社 

［出版日期］1946.11 

［知识责任］吉野作造 著 

 

 

［正题名］お雇い外国人 



［第一责任人］吉田光邦著 

［出版者］鹿島研究所出版会 

［出版日期］1968.3 

［附注内容］12 以降の出版者は鹿島出版会. 

 

 

［正题名］文明東漸史 

［第一责任人］藤田茂吉著 

［出版者］聚芳閣 

［出版日期］1926.3 

［丛编题名］明治初期小説随筆選 

［丛编题名］メイジ ショキ ショウセツ ズイヒツ セン 5 

［知识责任］藤田茂吉 著 

 

 

［正题名］臺灣の農民運動 

［第一责任人］宮川次郎著 

［出版者］拓殖通信社 

［出版者］臺灣糖業研究會 (發賣) 

［出版日期］1927.12 

［知识责任］宮川次郎 著 

 

 

［正题名］勞働関係法令集 

［第一责任人］東京市電氣局編 

［出版者］博文館 

［出版日期］1926.10 

［附注内容］記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］日本の勞働問題 

［第一责任人］鈴木文治著 

［出版者］海外植民学校出版部 

［出版日期］1919.11 

［知识责任］鈴木文治 著 

 

 

［正题名］原水爆時代 

［第一责任人］今堀誠二著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1959.7 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 185 

［知识责任］今堀誠二 著 



 

 

［正题名］新婦人論 

［第一责任人］ア·コロンタイ著 

［译者］大竹博吉譯 

［出版者］ナウカ社 

［出版日期］1946.8 

［知识责任］コロンタイ 著 

［知识责任］KollontaǐA. Aleksandra 著 

［次知识责任］大竹博吉 譯 

 

 

［正题名］思想犯罪捜査提要 

［第一责任人］中川矩方著 

［出版者］新光閣 

［出版日期］1934.5 

［知识责任］中川矩方 著 

 

 

［正题名］儒教の實踐道徳 

［第一责任人］津田左右吉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.6 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 86 

［知识责任］津田左右吉 著 

 

 

［正题名］戦後日本労働運動史 

［第一责任人］斎藤一郎著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1956.8 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 51 

［主题词］労働運動/日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］斎藤一郎 著 

 

 

［正题名］東條英機宣誓供述書 

［第一责任人］東京裁判研究會編 

［出版者］洋洋社 

［出版日期］1948.1 

［附注内容］タイトル関連情報: 天皇に責任なし責任は我に在り 

 



 

［正题名］捕えた 

［第一责任人］Q·レイノルズ [著] 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1961.1 

［丛编题名］ポケット·ライブラリ 

［丛编题名］ポケット ライブラリ 3 

［知识责任］レイノルズ [著] 

［知识责任］Reynolds [著] 

 

 

［正题名］国家独占資本主義論 

［第一责任人］井上晴丸,宇佐美誠次郎共著 

［出版者］潮流社 

［出版日期］1950.2 

［附注内容］年表: p283-287 

［知识责任］井上晴丸 著 

［知识责任］宇佐美誠次郎 著 

 

 

［正题名］日本農業構造論 

［第一责任人］小池基之著 

［出版者］時潮社 

［出版日期］1944.4 

［知识责任］小池基之 著 

 

 

［正题名］日本戰時經濟の實證的研究 

［第一责任人］沖中恒幸著 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1939.9 

［知识责任］沖中恒幸 著 

 

 

［正题名］維新農民蜂起譚 

［第一责任人］小野武夫編著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1930.7 

［主题词］農民一揆 

［知识责任］小野武夫 著 

 

 

［正题名］百姓一揆の年次的研究 

［第一责任人］青木虹二著 



［出版者］新生社 

［出版日期］1966.4 

［丛编题名］日本史学研究双書 

［丛编题名］ニホン シガク ケンキュウ ソウショ 

［知识责任］青木虹二 著 

 

 

［正题名］改造年鑑 

［出版者］改造社 

［出版日期］1935.12 

［附注内容］1936 年版:「改造」第 18 巻第 1 號別冊附録 

 

 

［正题名］中小工業の本質と展開 

［第一责任人］山中篤太郎著 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1948.2 

［知识责任］山中篤太郎 著 

 

 

［正题名］兒童の歴史觀とその表現 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1936.8 

［主题词］歴史/教育 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］兒童の歴史觀とその表現 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1936.8 

［主题词］歴史/教育 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］日本にいるアメリカ人 

［第一责任人］クルガノフ著 

［译者］高木秀人訳 

［出版者］五月書房 

［出版日期］1952.3 

［知识责任］クルガノフ 著 

［知识责任］Kurganov 著 

［次知识责任］高木秀人 訳 



 

 

［正题名］安藤昌益の研究 

［第一责任人］田村専之助著 

［出版者］安藤昌益研究会 

［出版日期］1981.12 

［知识责任］田村専之助 著 

 

 

［正题名］最近の日本經濟史 

［第一责任人］高橋龜吉著 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1930.6 

［丛编题名］實際經濟問題講座 

［丛编题名］ジッサイ ケイザイ モンダイ コウザ 1 

［知识责任］高橋亀吉 著 

 

 

［正题名］近代日本人民のあゆみ 

［第一责任人］犬丸義一,桜井五郎編 

［出版者］新日本新書 

［出版日期］1968.10 

［丛编题名］新日本新書 

［丛编题名］シンニホン シンショ 66 

［知识责任］犬丸義一 編 

［知识责任］桜井五郎 編 

 

 

［正题名］反戦兵士物語 

［第一责任人］反戦同盟記録編集委員会編 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版日期］1963.9 

［附注内容］発売: 日本共産党中央委員会機関紙経営局 

［知识责任］反戦同盟記録編集委員会 編 

 

 

［正题名］日本農民史 

［第一责任人］柳田國男著 

［出版者］東亞出版社 

［出版日期］1940.2 

［知识责任］柳田国男 著 

 

 

［正题名］障害者差別工場にたたかう 



［第一责任人］桑原徹著 

［出版者］出版会 

［出版日期］1981.12 

［知识责任］桑原徹 著 

 

 

［正题名］日本の軍隊 

［第一责任人］飯塚浩二著 

［出版者］東大協同組合出版部 

［出版日期］1950.12 

［知识责任］飯塚浩二 著 

 

 

［正题名］農兵論 

［第一责任人］大山敷太郎著 

［出版者］東洋堂 

［出版日期］1942.11 

［知识责任］大山敷太郎 著 

 

 

［正题名］幕末兵制改革史 

［第一责任人］大糸年夫[著] 

［出版者］白楊社 

［出版日期］1939.10 

［丛编题名］日本歴史文庫 

［丛编题名］ニホン レキシ ブンコ 

［知识责任］大糸年夫 [著] 

 

 

［正题名］第一インタナショナル史 

［第一责任人］ステークロフ著 

［译者］内垣謙三訳 

［出版者］改造社 

［出版日期］1933.1 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 1 部 

［知识责任］ステークロフ 著 

［知识责任］SteklovI◆UFE20◆U◆UFE21◆. M. I◆UFE20◆U◆UFE21◆riǐ Mikhaǐlovich, 

著 

［次知识责任］内垣謙三 訳 

 

 

［正题名］第一インタナショナル史 

［第一责任人］ステークロフ著 



［译者］内垣謙三訳 

［出版者］改造社 

［出版日期］1933.1 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 2 部 

［知识责任］ステークロフ 著 

［知识责任］SteklovI◆UFE20◆U◆UFE21◆. M. I◆UFE20◆U◆UFE21◆riǐ Mikhaǐlovich, 

著 

［次知识责任］内垣謙三 訳 

 

 

［正题名］婦人問題講話 

［第一责任人］トリアッティ著 

［译者］杉浦明平訳 

［出版者］国民文庫社 

［出版日期］1954.11 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 412 

［附注内容］出版社名変更:4 刷(1962.7)の出版社:大月書店 

［知识责任］トリアッティ 著 

［知识责任］Togliatti 著 

［次知识责任］杉浦明平 訳 

 

 

［正题名］民族および植民地問題 

［第一责任人］宮川実編 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1951.9 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 15 経済学講座 第 9 巻 

［知识责任］宮川実 編 

 

 

［正题名］支那女性生活史 

［第一责任人］陳東原著 

［译者］村田孜郎譯 

［出版者］大東出版 

［出版日期］1941.2 

［丛编题名］支那文化史大系 

［丛编题名］シナ ブンカシ タイケイ 第 11 巻 

［知识责任］陳東原 著 

［次知识责任］村田孜郎 譯 

 

 



［正题名］明治維新の社會構造 

［第一责任人］堀江英一著 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1954.9 

［附注内容］昭和 29 年 7 月はしがき 

［知识责任］堀江英一 著 

 

 

［正题名］中國革命と中國共産黨 

［第一责任人］中西功著 

［出版者］人民社 

［出版日期］1946.6 

［知识责任］中西功 著 

 

 

［正题名］近代朝鮮經濟史 

［第一责任人］崔虎鎭著 

［出版者］慶應書房 

［出版日期］1942.10 

［知识责任］崔虎鎭 著 

 

 

［正题名］農業統計表 

［第一责任人］朝鮮総督府編 

［出版者］朝鮮総督府 

［出版日期］1940.2 

［主题词］朝鮮/農業/統計 

 

 

［正题名］世界婦人 

［第一责任人］労働運動史研究会編集 

［出版者］明治文献資料刊行会 

［出版日期］1961.6 

［丛编题名］明治社会主義史料集 

［丛编题名］メイジ シャカイ シュギ シリョウシュウ 労働運動史研究会編 別冊 1 

［附注内容］世界婦人社,明治 40 年 1 月 1 日第 1 号-明治 42 年 7 月 5 日第 38 号までの復刻 

［附注内容］解説:宮川寅雄 

 

 

［正题名］續一年有半 

［第一责任人］中江篤介著 

［出版者］博文館 

［出版日期］1901.10 

［附注内容］遡及 



［附注内容］奥付版表示:8 版(1901.10.28). 初版:明治 34 年 10 月刊 

［附注内容］附録: 理学鉤玄 

［知识责任］中江兆民 著 

 

 

［正题名］一年有半 

［第一责任人］中江篤介著 

［出版者］博文館 

［出版日期］1901.9 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］中江兆民 著 

 

 

［正题名］太平洋地政学 

［第一责任人］ハウスホーファー著 

［译者］太平洋協会編訳 

［译者］佐藤荘一郎訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1942.2 

［附注内容］折り込み図 7 枚 

［主题词］地政学 

［知识责任］ハウスホーファー 著 

［知识责任］Haushofer 著 

［知识责任］佐藤荘一郎 訳 

 

 

［正题名］沖縄の歩み 

［第一责任人］国場幸太郎作 

［译者］飛鳥童絵 

［出版者］牧書店 

［出版日期］1973.4 

［丛编题名］新少年少女教養文庫 

［丛编题名］シンショウネン ショウジョ キョウヨウ ブンコ 60 

［知识责任］国場幸太郎 作 

［次知识责任］飛鳥童 絵 

 

 

［正题名］近代日本思想史講座 

［第一责任人］伊藤整 [ほか] 編 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1959.7 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］伊藤整 編 

 



 

［正题名］維新日本外交秘録 

［第一责任人］Ernest Satow [著] 

［译者］維新史料編纂事務局譯編 

［出版者］維新史料編纂事務局 

［出版日期］1938.3 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］Ernest Satow  [著] 

［知识责任］Satow [著] 

 

 

［正题名］近世日本思想家論 

［出版者］理想社 

［出版日期］1937.1 

［附注内容］「理想」主題号 

［知识责任］井上哲次郎 著 

 

 

［正题名］郷土史家名簿 

［第一责任人］日本経済史研究所編 

［出版者］日本経済史研究所 

［出版日期］1934.5 

［知识责任］日本経済史研究所 編 

 

 

［正题名］橋本景岳全集 

［第一责任人］橋本左内 [著] 

［译者］景岳會 [編] 

［出版者］景岳會 

［出版日期］1939.9 

［知识责任］橋本左内 [著] 

 

 

［正题名］橋本景岳全集 

［第一责任人］橋本左内 [著] 

［译者］景岳會 [編] 

［出版者］景岳會 

［出版日期］1939.9 

［知识责任］橋本左内 [著] 

 

 

［正题名］蘇った遙なる邪馬壹国(やまとのくに) 

［第一责任人］橋詰和人著 

［出版者］土佐上古代史研究所 



［出版日期］1987.5 

［知识责任］橋詰和人 著 

 

 

［正题名］ふたたびトリアッチ同志とわれわれとの意見の相違について 

［第一责任人］「紅旗」雑誌編集部[編] 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1963.3 

［第一责任人］西岡虎之助著 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1926.8 

［丛编题名］綜合日本史大系 

［丛编题名］ソウゴウ ニホンシ タイケイ 4 

［知识责任］西岡虎之助 著 

 

 

［正题名］人間みな兄弟 

［第一责任人］東上高志編 

［出版者］汐文社 

［出版日期］1965.3 

［丛编题名］図説部落問題 

［丛编题名］ズセツ ブラク モンダイ 1 

［附注内容］部落問題関係資料:p177-218 

［附注内容］付:人口別未解放部落分布図 

［知识责任］東上高志 編 

 

 

［正题名］憲法 

［第一责任人］東上高志編 

［出版者］汐文社 

［出版日期］1965.12 

［丛编题名］図説部落問題 

［丛编题名］ズセツ ブラク モンダイ 2 

［附注内容］憲法問題関係資料付き p163～205 

［知识责任］東上高志 編 

 

 

［正题名］農村部落 

［第一责任人］部落問題研究所編 

［出版者］部落問題研究所出版部 

［出版日期］1964.12 

［附注内容］奈良本辰也ほか執筆 

 

 



［正题名］都市部落 

［第一责任人］部落問題研究所編 

［出版者］部落問題研究所出版部 

［出版日期］1964.9 

［附注内容］版次は序文による 

 

 

［正题名］西遊記 

［第一责任人］邱永漢著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1959.3 

［知识责任］邱永漢 著 

 

 

［正题名］近代日本の政黨と議會 

［第一责任人］鈴木安藏, 吉場強共著 

［出版者］勞働文化社 

［出版日期］1948.6 

［主题词］政党 

［知识责任］鈴木安蔵 著 

［知识责任］吉場強 著 

 

 

［正题名］知識人の生成と役割 

［第一责任人］伊藤整 [ほか] 編 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1959.9 

［丛编题名］近代日本思想史講座 

［丛编题名］キンダイ ニホン シソウシ コウザ 4 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］伊藤整 編 

 

 

［正题名］芽ばえ 

［第一责任人］豊田正子著 

［出版者］理論社 

［出版日期］1959.6 

［知识责任］豊田正子 著 

 

 

［正题名］開国逸史アメリカ彦蔵自叙伝 

［第一责任人］土方久徴, 藤島長敏共訳 

［译者］明治文化研究会編 

［出版者］ぐろりあそさえて 



［出版日期］1932.10 

［附注内容］校訂並ニ解題: 高市慶雄 

［知识责任］藤島長敏 訳 

［知识责任］土方久徴 訳 

 

 

［正题名］あたらしい憲法のはなし 

［第一责任人］文部省著作 

［出版者］文部省 

［出版日期］1947.7 

［正题名］旋風二十年 

［第一责任人］森正藏著 

［出版者］鱒書房 

［出版日期］1946.2 

［知识责任］森正藏 著 

 

 

［正题名］吉田松陰全集 

［第一责任人］山口縣教育會編纂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.10 

［正题名］吉田松陰全集 

［第一责任人］山口縣教育會編纂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.9 

［正题名］立ちあがる沖縄 

［第一责任人］波照間洋著 

［出版者］労働旬報社 

［出版日期］1968.8 

［知识责任］波照間洋 著 

 

 

［正题名］沖縄県政五十年 

［第一责任人］太田朝敷著 

［出版者］おきなわ社 

［出版者］沖繩書籍(発売所) 

［出版日期］1957.12 

［附注内容］初版は昭和 7 年 2 月発行 

［知识责任］太田朝敷 著 

 

 

［正题名］整風文献 

［出版者］中国研究所 

［出版日期］1944 



［丛编题名］所内研究資料 

［丛编题名］ショナイ ケンキュウ シリョウ 

 

 

［正题名］娼妓解放哀話 

［第一责任人］沖野岩三郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1930.6 

［知识责任］沖野岩三郎 著 

 

 

［正题名］なるなり 

［第一责任人］姜舜著 

［出版者］思潮社 

［出版日期］1970.8 

［知识责任］姜舜 著 

 

 

［正题名］われわれのしごと 

［第一责任人］くりはら·ゆう著 

［出版者］大雅堂 

［出版日期］1948.4 

［知识责任］ゆう 著 

 

 

［正题名］フルシチョフのエセ共産主義とその世界史的教訓 

［第一责任人］『人民日報』編集部, 『紅旗』誌編集部編集 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1964 

［丛编题名］ソ連共産党中央委員会の公開書簡を評す 

［丛编题名］ソレン キョウサントウ チュウオウ イインカイ ノ コウカイ ショカン オ 

ヒョウス 9 

 

 

［正题名］現情勢とわが党の任務 

［第一责任人］金日成[著] 

［出版者］在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会 

［出版日期］1966.11 

［知识责任］金日成 著 

 

 

［正题名］自主性を擁護しよう 

［第一责任人］在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会宣伝部編集 

［出版者］在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会 



［丛编题名］朝鮮問題資料シリーズ 

［丛编题名］チョウセン モンダイ シリョウ シリーズ 第 32 集 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］在日朝鮮人の基本的人権のはく奪をねらう《韓日会談》の陰謀 

［第一责任人］《韓日会談》反対在日本朝鮮人闘争委員会編集 

［出版者］《韓日会談》反対在日本朝鮮人闘争委員会 

［出版日期］1965.3 

［正题名］「韓日協定」は無効である 

［第一责任人］在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会[編] 

［出版者］在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会 

［出版日期］1965.9 

［丛编题名］朝鮮問題資料シリーズ 

［丛编题名］チョウセン モンダイ シリョウ シリーズ 第 27 集 

 

 

［正题名］「韓日会談」を論ず :『祖国統一』紙の論説 

［第一责任人］在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会編集 

［出版者］在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会 

［出版日期］1965.3 

［丛编题名］朝鮮問題資料シリーズ 

［丛编题名］チョウセン モンダイ シリョウ シリーズ 第 23 集 

 

 

［正题名］持久戰論 

［第一责任人］毛澤東著 

［译者］尾崎庄太郎飜譯 

［出版者］人民社 

［出版日期］1946.9 

［丛编题名］毛澤東選集 

［丛编题名］モウ タクトウ センシュウ 毛澤東[著] 1 

［知识责任］毛沢東 著 

［次知识责任］尾崎庄太郎 譯 

 

 

［正题名］現段階に於ける中國文藝の方向 

［第一责任人］毛沢東 [ほか] 著 

［译者］新日本文学会編 

［出版者］十月書房 

［出版日期］1946.12 

［附注内容］千田九一訳 

［知识责任］毛沢東 著 

［次知识责任］千田九一 



 

 

［正题名］国際主義と民族主義を論ず 

［第一责任人］劉少奇著 

［出版者］日本共産党関東地方委員会 

［出版日期］1948.11 

［丛编题名］党内研究資料 

［丛编题名］トウナイ ケンキュウ シリョウ 

［知识责任］劉少奇 著 

 

 

［正题名］北望園の春 

［第一责任人］駱賓基著 

［译者］小野忍, 飯塚朗訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 196 

［知识责任］駱賓基 著 

［次知识责任］小野忍 訳 

［次知识责任］飯塚朗 訳 

 

 

［正题名］日本の住宅問題 

［第一责任人］政策研究会編著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1960.7 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 249 

 

 

［正题名］科学をわれらの手で 

［第一责任人］民主主義科学者協会地学団体研究部会編 

［出版者］蒼樹社 

［出版日期］1955.3 

［丛编题名］科学新書 

［丛编题名］カガク シンショ 4 

 

 

［正题名］ソ連 365 日 

［第一责任人］黒田辰男著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1961.6 

［丛编题名］ミリオンブックス 



［丛编题名］ミリオン ブックス M544 

［知识责任］黒田辰男 著 

 

 

［正题名］國のはじまり 

［第一责任人］和島誠一,金沢嘉市編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1955.5 

［丛编题名］河出新書 

［丛编题名］カワデ シンショ 日本歴史物語 1 

［知识责任］和島誠一 編 

［知识责任］金沢嘉市 編 

 

 

［正题名］全世界の人民に告ぐ 

［出版者］在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会宣伝部 

［出版日期］1961.5 

［丛编题名］朝鮮問題資料シリーズ 

［丛编题名］チョウセン モンダイ シリョウ シリーズ 第 10 集 

 

 

［正题名］部落問題入門 

［第一责任人］部落問題研究所編 

［出版者］部落問題研究所 

［出版日期］1961.2 

［丛编题名］部落問題講座 

［丛编题名］ブラク モンダイ コウザ 第 3 集 

 

 

［正题名］宛名のない手紙 

［第一责任人］桑原武夫著 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1951.10 

［丛编题名］アテネ文庫 

［丛编题名］アテネ ブンコ 177 

［知识责任］桑原武夫 著 

 

 

［正题名］福澤選集 

［第一责任人］福澤諭吉著 

［出版者］慶応出版社 

［知识责任］福沢諭吉 著 

 

 



［正题名］偉大な十年 

［第一责任人］周恩来[著] 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1959.12 

［知识责任］周恩来 [著] 

 

 

［正题名］アンデルセン自伝 

［第一责任人］大畑末吉訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1464-1465a 

［附注内容］巻頭にアンデルセンの肖像あり 

［知识责任］Andersen 著 

［次知识责任］大畑末吉 訳 

 

 

［正题名］民約論 

［第一责任人］ルソオ著 

［译者］平林初之輔譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.11 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 129-130 

［附注内容］第 14 刷(初版:昭和 2 年) 

［知识责任］ルソオ 著 

［知识责任］Rousseau 著 

［次知识责任］平林初之輔 譯 

 

 

［正题名］武装せる予言者トロツキー 

［第一责任人］アイザック·ドイッチャー著 

［译者］田中西二郎，橋本福夫，山西英一訳 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1964 

［丛编题名］トロツキー伝三部作 

［丛编题名］トロツキー デン サンブサク アイザック·ドイッチャー著 田中西二郎 [ほ

か] 訳 [1] 

［附注内容］原著 1954 年刊の翻訳 

［知识责任］ドイッチャー 

［知识责任］Deutscher 著 

［次知识责任］田中西二郎 訳 

［次知识责任］橋本福夫 訳 



［次知识责任］山西英一 訳 

 

 

［正题名］産業革命と帝国主義の時代 

［第一责任人］小笠原幹夫著 

［出版者］高文堂出版社 

［出版日期］1996.2 

［丛编题名］文学近代化の諸相 

［丛编题名］ブンガク キンダイカ ノ ショソウ 小笠原幹夫著 3 

［附注内容］注, 参考文献: 各章末 

［主题词］日本文学/歴史/明治時代 

［知识责任］小笠原幹夫 著 

 

 

［正题名］社会主義と戦争 

［第一责任人］レーニン著 

［译者］川内唯彦，川上洸共訳 

［出版者］国民文庫社 

［出版日期］1953 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 115 

［主题词］マルクス主義 

［主题词］戦争 

［知识责任］レーニン 著 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［次知识责任］川内唯彦 訳 

［次知识责任］川上洸 訳 

 

 

［正题名］新天皇論 

［第一责任人］神山茂夫著 

［出版者］新科学社 

［出版日期］1953 

［丛编题名］新科学の基礎知識 

［丛编题名］シン カガク ノ キソ チシキ 

［主题词］天皇制 

［知识责任］神山茂夫 著 

 

 

［正题名］民族問題 

［第一责任人］レーニン著 

［译者］村井繁訳 

［出版者］世紀書房 

［出版日期］1950 



［主题词］民族問題 

［知识责任］レーニン 著 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［次知识责任］村井繁 訳 

 

 

［正题名］民族問題 

［第一责任人］レーニン著 

［译者］村井繁訳 

［出版者］世紀書房 

［出版日期］1951.2 

［主题词］民族問題 

［知识责任］レーニン 著 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［次知识责任］村井繁 訳 

 

 

［正题名］日本共産党批判 

［第一责任人］中野重治，神山茂夫編著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1969.12 

［主题词］日本共産党 

［知识责任］中野重治 編著 

［知识责任］神山茂夫 編著 

 

 

［正题名］戦前日本マルクス主義と軍事科学 

［第一责任人］小山弘健著 

［出版者］エスエル出版会 

［出版日期］1985.10 

［附注内容］発売：鹿砦社(東京) 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］小山弘健編書·著書目録，年譜：p315～334 

［主题词］軍事学 

［知识责任］小山弘健 著 

 

 

［正题名］農村問題 

［第一责任人］レーニン著 

［译者］荒川実蔵訳 

［出版者］改造社 

［出版日期］1931.7 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 1 部 第 34 篇 



［知识责任］レーニン 著 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［次知识责任］荒川実蔵 訳 

 

 

［正题名］帝国主義論 

［第一责任人］レーニン著 

［译者］副島種典訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1961.3 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 103 

［知识责任］レーニン 著 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［次知识责任］副島種典 訳 

 

 

［正题名］社会主義リアリズム 

［第一责任人］松田道雄著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1958.3 

［丛编题名］文芸思想史 

［丛编题名］ブンゲイ シソウシ 4 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］ロシア文学/歴史 

［主题词］リアリズム文学上 

［知识责任］松田道雄 著 

 

 

［正题名］革命理論の深化のために 

［第一责任人］神山茂夫著 

［出版者］曉明社 

［出版日期］1950.2 

［附注内容］巻末に 1950.1.20 付けの「おことわり」あり 

［主题词］革命 

［主题词］マルクス主義 

［知识责任］神山茂夫 著 

 

 

［正题名］人民の子 

［第一责任人］モーリス·トレーズ著 

［译者］長崎広次訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1946.9 



［知识责任］トレーズ 著 

［知识责任］Thorez 著 

［次知识责任］長崎広次 訳 

 

 

［正题名］平和革命論 

［第一责任人］レーニン，野坂参三著 

［译者］高沖陽造編 

［出版者］三和書房 

［出版日期］1946.9 

［知识责任］レーニン 著 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［知识责任］野坂参三 著 

［次知识责任］高沖陽造 編 

 

 

［正题名］唯物論と経験批判論 

［第一责任人］レーニン著 

［译者］永田広志訳 

［出版者］学芸社 

［出版日期］1951.7 

［主题词］唯物弁証法 

［知识责任］レーニン 著 

［知识责任］Lenin 著 

［次知识责任］永田広志 訳 

 

 

［正题名］民族問題 

［第一责任人］レーニン著 

［译者］村井繁訳 

［出版者］彰考書院新社 

［出版日期］1950.10 

［主题词］民族問題 

［知识责任］レーニン 著 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［次知识责任］村井繁 訳 

 

 

［正题名］現代日本国家の史的究明 

［第一责任人］神山茂夫著 

［出版者］葦会 

［出版日期］1953.7 

［主题词］天皇制 

［知识责任］神山茂夫 著 



 

 

［正题名］人間の声 

［第一责任人］ハンス·W·ベーア編 

［译者］高橋健二訳編 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1963.2 

［丛编题名］Kawade paperbacks 

［丛编题名］Kawade paperbacks 34 

［知识责任］ベーア 編 

［知识责任］B U00E4 編 

［次知识责任］高橋健二 訳編 

 

 

［正题名］昭和史学史ノート 

［第一责任人］斉藤孝著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1984.10 

［丛编题名］小学館創造選書 

［丛编题名］ショウガクカン ソウゾウ センショ 89 

［主题词］歴史学 

［主题词］歴史家 

［知识责任］斉藤孝 著 

 

 

［正题名］ひ弱になる日本人の足 

［第一责任人］近藤四郎著 

［出版者］草思社 

［出版日期］1993.11 

［附注内容］主な参考文献：p197-200. 図版資料参考一覧：p[201] 

［主题词］足 

［主题词］下肢 

［知识责任］近藤四郎 著 

 

 

［正题名］旅順虐殺事件 

［第一责任人］井上晴樹著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1995.12 

［附注内容］Port Arthur massacre(1894) 

［主题词］日清戦争 

［知识责任］井上晴樹 著 

 

 



［正题名］明治維新史研究 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.9 

［主题词］明治維新 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］北方領土問題の真相 

［第一责任人］遠藤晴久著 

［出版者］有信堂 

［出版日期］1968.6 

［主题词］ヤルタ会談 

［知识责任］遠藤晴久 著 

 

 

［正题名］闇の男 

［第一责任人］小林峻一，加藤昭著 

［出版者］文藝春秋 

［出版日期］1993.10 

［附注内容］解説：立花隆 

［知识责任］小林峻一 著 

［知识责任］加藤昭 著 

 

 

［正题名］大正期の政党と国民 

［第一责任人］金原左門著 

［出版者］塙書房 

［出版日期］1973.10 

［丛编题名］塙選書 

［丛编题名］ハナワ センショ 79 

［主题词］日本/政治/歴史/大正時代 

［知识责任］金原左門 著 

 

 

［正题名］戦前の日本と中国 

［第一责任人］依田憙家著 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1976.11 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/明治以後 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］依田憙家 著 

 

 



［正题名］北方領土の歴史と将来 

［第一责任人］洞富雄著 

［出版者］新樹社 

［出版日期］1973 

［主题词］千島/歴史 

［主题词］日本/外国関係/ロシア/歴史 

［主题词］ロシア/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］洞富雄 著 

 

 

［正题名］毛沢東を批判した紅衛兵 

［第一责任人］エクトゥール·マンダレ他編 

［译者］山下佑一訳 

［出版者］日中出版 

［出版日期］1976.8 

［主题词］中国文化大革命 

［知识责任］エクトゥール·マンダレ他 編 

［知识责任］MandarèsHector 編 

［次知识责任］山下佑一 訳 

 

 

［正题名］マルキシズム 

［第一责任人］内田義彦，大塚久雄，松島栄一編 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1966 

［丛编题名］現代日本思想大系 

［丛编题名］ゲンダイ ニホン シソウ タイケイ 20 

［主题词］日本思想 

［知识责任］内田義彦 編 

［知识责任］大塚久雄 編 

［知识责任］松島栄一 編 

 

 

［正题名］独占 

［第一责任人］S·アーロノヴィッチ著 

［译者］佐藤金三郎，高木秀玄訳 

［出版者］理論社 

［出版日期］1957 

［主题词］イギリス/経済 

［主题词］独占 

［知识责任］アーロノヴィッチ 著 

［知识责任］Aaronovitch 著 

［次知识责任］佐藤金三郎 訳 

［次知识责任］高木秀玄 訳 



 

 

［正题名］社会主義への前進 

［第一责任人］村田陽一，高橋勝之編 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1957.11 

［知识责任］村田陽一 編 

［知识责任］高橋勝之 編 

 

 

［正题名］解放の思想 

［第一责任人］ホー·チ·ミン著 

［译者］坂本徳松，大類純編訳 

［出版者］大和書房 

［出版日期］1966 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］年譜：p363～369 

［知识责任］ミン 著 

［知识责任］H 著 

［次知识责任］坂本徳松 編訳 

［次知识责任］大類純 編訳 

 

 

［正题名］マルクス主義の国家論 

［第一责任人］五一一一六部隊理論グループ，北京大学哲学科 72 年クラス労·農·兵学生

編著 

［译者］川田義孝[ほか]訳 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1976.10 

［附注内容］監修：藤井満洲男 

［附注内容］人民出版社版 

［次知识责任］川田義孝 訳 

 

 

［正题名］既成左翼から新左翼へ 

［第一责任人］海原峻著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1969 

［附注内容］年表·参考文献案内：p237-270 

［主题词］フランス/政治 

［主题词］共産主義/フランス 

［知识责任］海原峻 著 

 

 



［正题名］思想課題としての日本共産党批判 

［第一责任人］津田道夫著 

［出版者］群出版 

［出版日期］1978.3 

［附注内容］発売：績文堂(東京) 

［主题词］日本共産党 

［知识责任］津田道夫 著 

 

 

［正题名］革命的マルクス主義とは何か? 

［第一责任人］黒田寛一著 

［出版者］こぶし書房 

［出版日期］1969 

［主题词］共産主義 

［知识责任］黒田寛一 著 

 

 

［正题名］大久保甲東先生 

［第一责任人］徳富猪一郎著 

［出版者］民友社 

［出版日期］1927 

［附注内容］大久保甲東の肖像あり 

［附注内容］巻末 : 甲島先生略年譜 

［知识责任］徳富蘇峰 著 

 

 

［正题名］西郷隆盛 

［第一责任人］圭室諦成著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ D115 

［附注内容］西郷隆盛略年譜: 巻末 p1-4 

［知识责任］圭室諦成 著 

 

 

［正题名］日露戦争 

［第一责任人］古屋哲夫著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1966.8 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 110 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］古屋哲夫 著 



 

 

［正题名］奉天三十年 

［第一责任人］クリスティー著 

［译者］矢内原忠雄譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤-1-2 

［知识责任］クリスティー 著 

［知识责任］Christie 著 

［次知识责任］矢内原忠雄 譯 

 

 

［正题名］奉天三十年 

［第一责任人］クリスティー著 

［译者］矢内原忠雄譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤-1-2 

［知识责任］クリスティー 著 

［知识责任］Christie 著 

［次知识责任］矢内原忠雄 譯 

 

 

［正题名］妻のこころ 

［第一责任人］羽仁説子著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-72 

［知识责任］羽仁説子 著 

 

 

［正题名］戦争国家 

［第一责任人］フレッド·クック［著］ 

［译者］笹川正博訳 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1962 

［丛编题名］みすず·ぶっくす 

［丛编题名］ミスズ·ブックス 46 

［主题词］アメリカ合衆国/政治 

［知识责任］クック [著] 



［知识责任］Cook [著] 

［次知识责任］笹川正博 訳 

 

 

［正题名］日本科学史 

［第一责任人］吉田光邦著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1976 

［丛编题名］講談社文庫 

［丛编题名］コウダンシャ ブンコ 

［主题词］科学技術/日本/歴史 

［知识责任］吉田光邦 著 

 

 

［正题名］日本政黨史 

［第一责任人］林田龜太郎著 

［出版者］大日本雄辯會講談社 

［出版日期］1927 

［主题词］政党/歴史 

［知识责任］林田亀太郎 著 

 

 

［正题名］日本政黨史 

［第一责任人］林田龜太郎著 

［出版者］大日本雄辯會講談社 

［出版日期］1927 

［主题词］政党/歴史 

［知识责任］林田亀太郎 著 

 

 

［正题名］初期政友会の研究 

［第一责任人］山本四郎著 

［出版者］清文堂出版 

［出版日期］1975.2 

［附注内容］政友会(伊藤総裁時代)関係年表：p301-309 

［主题词］立憲政友会 

［知识责任］山本四郎 著 

 

 

［正题名］日本政黨變遷史 

［第一责任人］青野權右衞門編 

［出版者］安久社 

［出版日期］1935.8 

［主题词］政党/歴史 



［知识责任］青野権右衛門 編 

 

 

［正题名］大久保利通 

［第一责任人］松原致遠編 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1912.12 

［附注内容］大久保利通 補遗编：69 页 

［知识责任］松原致遠 編 

 

 

［正题名］原敬關係文書 

［第一责任人］原敬文書研究会編 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1984 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後 

［主题词］日本/政治·行政 

［知识责任］原敬 著 

 

 

［正题名］原敬關係文書 

［第一责任人］原敬文書研究会編 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1984 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後 

［主题词］日本/政治·行政 

［知识责任］原敬 著 

 

 

［正题名］原敬關係文書 

［第一责任人］原敬文書研究会編 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1985 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後 

［主题词］日本/政治·行政 

［知识责任］原敬 著 

 

 

［正题名］資本論入門 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］世界評論社 

［出版日期］1946 

［附注内容］昭和 7 年 11 月 5 日発行の改造社版を底本 

［知识责任］河上肇 著 



 

 

［正题名］資本論入門 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］世界評論社 

［出版日期］1948 

［附注内容］昭和 7 年 11 月 5 日発行の改造社版を底本 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］資本論入門 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］世界評論社 

［出版日期］1948 

［附注内容］昭和 7 年 11 月 5 日発行の改造社版を底本 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］第二貧乏物語 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1948.7 

［附注内容］附録：共産主義社會への展望 

［附注内容］解題：宮川實 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］コミンテルンの歴史 

［第一责任人］山辺健太郎著 

［出版者］新興出版社 

［出版日期］1949.8 

［附注内容］1950 年 2 月発行もあり 

［主题词］インターナショナル/歴史 

［知识责任］山辺健太郎 著 

 

 

［正题名］現代革命の展望 

［第一责任人］石堂清倫編[訳] 

［出版者］合同出版 

［出版日期］1957 

［知识责任］石堂清倫 編[訳] 

 

 

［正题名］グラムシ選集 



［第一责任人］代久二編 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1962.4 

［附注内容］1-3 の編者: 代久二 

［附注内容］監修: 山崎功 

［知识责任］代久二 編 

［次知识责任］山崎功 監修 

 

 

［正题名］日本マルクス主義理論の形成と発展 

［第一责任人］守屋典郎著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1967.10 

［附注内容］巻末:引用書目索引 

［主题词］経済学/社会主義学派 

［知识责任］守屋典郎 著 

 

 

［正题名］スターリン批判と各国共産党 

［第一责任人］人民出版社編 

［译者］社会主義研究会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1956 

［附注内容］付: プロレタリアート独裁の歴史的経験について(中国共産党) 

［主题词］共産主義 

［主题词］共産党 

 

 

［正题名］中ソ論爭 

［第一责任人］朝日新聞社調査研究室編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1963.6 

［主题词］共産主義 

［主题词］中国/外国関係/ロシア 

［主题词］ロシア/外国関係/中国 

 

 

［正题名］竹取物語 

［第一责任人］阪倉篤義校注 

［第一责任人］大津有一，築島裕校注 

［第一责任人］阿部俊子，今井源衞校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.10 

［丛编题名］日本古典文學大系 



［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 9 

［知识责任］阪倉篤義 校注 

［知识责任］大津有一 校注 

［知识责任］築島裕 校注 

［知识责任］今井源衛 校注 

［知识责任］阿部俊子 校注 

 

 

［正题名］無常といふ事 

［第一责任人］小林秀雄著 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1954 

［丛编题名］角川文庫 

［丛编题名］カドカワ ブンコ 962 

［知识责任］小林秀雄 著 

 

 

［正题名］思出の記 

［第一责任人］徳冨健次郎作 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.10 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 緑-86-87,1776-1780 

［知识责任］徳富蘆花 作 

 

 

［正题名］思出の記 

［第一责任人］徳冨健次郎作 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.2 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 緑-86-87,1776-1780 

［知识责任］徳富蘆花 作 

 

 

［正题名］家 

［第一责任人］島崎藤村著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1933.4 

［丛编题名］新潮文庫 

［丛编题名］シンチョウ ブンコ 第一编 

［知识责任］島崎藤村 著 

 

 



［正题名］家 

［第一责任人］島崎藤村著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1933.4 

［丛编题名］新潮文庫 

［丛编题名］シンチョウ ブンコ 第二编 

［知识责任］島崎藤村 著 

 

 

［正题名］金色夜叉 

［第一责任人］尾崎紅葉作 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 緑-1941ー1945 

［知识责任］尾崎紅葉 作 

 

 

［正题名］社会心理学入門 

［第一责任人］南博著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-305 

［附注内容］参考文献: P213-218 

［主题词］社会心理学 

［知识责任］南博 著 

 

 

［正题名］政治を考える指標 

［第一责任人］辻清明著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-399 

［知识责任］辻清明 著 

 

 

［正题名］銀行 

［第一责任人］安原米四郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-178 



［知识责任］安原米四郎 著 

 

 

［正题名］中国社会主義の黎明 

［第一责任人］狭間直樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 975 

［主题词］中国/歴史/清時代 

［主题词］社会主義/中国 

［知识责任］狭間直樹 著 

 

 

［正题名］写真の読みかた 

［第一责任人］名取洋之助著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-505 

［主题词］写真/論説 

［知识责任］名取洋之助 著 

 

 

［正题名］ぼくの町に原子力船がきた 

［第一责任人］中村亮嗣著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-994 

［主题词］原子力船 

［知识责任］中村亮嗣 著 

 

 

［正题名］日本の化学工業 

［第一责任人］林雄二郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-288 

［附注内容］日本化学工業略年表: p.191-202 

［主题词］化学工業 

［知识责任］林雄二郎 著 

 



 

［正题名］部落の女医 

［第一责任人］小林綾著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-453 

［知识责任］小林綾 著 

 

 

［正题名］結婚 

［第一责任人］川島武宜著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-166 

［主题词］婚姻 

［知识责任］川島武宜 著 

 

 

［正题名］クリオの顔 

［第一责任人］E·H·ノーマン著 

［译者］大窪愿二訳編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-244 

［知识责任］ノーマン 著 

［知识责任］Norman 著 

［次知识责任］大窪愿二 訳編 

 

 

［正题名］イスラーム 

［第一责任人］蒲生礼一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-333, C164 

［附注内容］参考文献: p223-225 

［附注内容］年表: 巻末 p6-9 

［附注内容］第 4 刷(1961.6)のページ数:221p 

［主题词］回教 

［知识责任］蒲生礼一 著 

 



 

［正题名］誤まった裁判 

［第一责任人］上田誠吉，後藤昌次郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-373 

［主题词］刑事事件 

［知识责任］上田誠吉 著 

［知识责任］後藤昌次郎 著 

 

 

［正题名］天保の義民 

［第一责任人］松好貞夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-471 

［主题词］農民一揆 

［知识责任］松好貞夫 著 

 

 

［正题名］ヨーロッパの苦悩 

［第一责任人］ハワード[ほか]著 

［译者］小幡操，湯浅義正訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-352 

［主题词］国際関係 

［知识责任］ハワード 著 

［知识责任］Howard 著 

［次知识责任］小幡操 訳 

［次知识责任］湯浅義正 訳 

 

 

［正题名］南極越冬記 

［第一责任人］西堀栄三郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-318 

［主题词］南極地方 

［知识责任］西堀栄三郎 著 



 

 

［正题名］ロシア革命運動の曙 

［第一责任人］荒畑寒村著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-389 

［主题词］ロシア革命 

［知识责任］荒畑寒村 著 

 

 

［正题名］原子力と原子時代 

［第一责任人］C·F·ワイツゼッカー著 

［译者］富山小太郎，粟田賢三訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-315 

［附注内容］Atomenergie und Atomzeitalter.の翻訳 

［知识责任］ワイツゼッカー 著 

［知识责任］Weizs U00E4 著 

［次知识责任］富山小太郎 訳 

［次知识责任］粟田賢三 訳 

 

 

［正题名］経済計画と構造的諸改革 

［第一责任人］尾上久雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-692 

［知识责任］尾上久雄 著 

 

 

［正题名］かな 

［第一责任人］小松茂美著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-679 

［主题词］仮名 

［知识责任］小松茂美 著 

 



 

［正题名］欠陥車と企業犯罪 

［第一责任人］伊藤正孝著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1972 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 777 

［主题词］自動車産業 

［知识责任］伊藤正孝 著 

 

 

［正题名］私は中國の地主だった 

［第一责任人］福地いま著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-176 

［主题词］農地改革 

［知识责任］福地いま 著 

 

 

［正题名］中國革命の思想 

［第一责任人］竹内好 [ほか] 著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 143 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［知识责任］竹内好 著 

 

 

［正题名］ルソー 

［第一责任人］桑原武夫編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-473 

［附注内容］巻頭: ルソー略年譜 

［附注内容］巻末: ルソー関係地図 

［知识责任］桑原武夫 編 

 

 

［正题名］心で見る世界 

［第一责任人］島崎敏樹著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-370 

［主题词］心理学 

［知识责任］島崎敏樹 著 

 

 

［正题名］インドで暮らす 

［第一责任人］石田保昭著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-507 

［知识责任］石田保昭 著 

 

 

［正题名］日本の婦人 

［第一责任人］帯刀貞代著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-281 

［主题词］婦人問題 

［知识责任］帯刀貞代 著 

 

 

［正题名］世界の酒 

［第一责任人］坂口謹一郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-264 

［主题词］酒 

［知识责任］坂口謹一郎 著 

 

 

［正题名］日本の外来語 

［第一责任人］矢崎源九郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-518 

［主题词］日本語/外来語 



［知识责任］矢崎源九郎 著 

 

 

［正题名］条約と国民 

［第一责任人］石本泰雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-376 

［知识责任］石本泰雄 著 

 

 

［正题名］あたりまえの女たち 

［第一责任人］モニカ·フェルトン著 

［译者］阿部知二訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-267 

［主题词］母 

［知识责任］フェルトン 著 

［知识责任］Felton 著 

［次知识责任］阿部知二 訳 

 

 

［正题名］フランスとフランス人 

［第一责任人］アンドレ·モーロワ著 

［译者］松尾邦之助訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-272 

［附注内容］Portrait de la France et des Fran◆U00E7◆ais.の翻訳 

［附注内容］著者の作品と略歴: p199-202 

［知识责任］モーロワ 著 

［知识责任］MauroisAndré 著 

［次知识责任］松尾邦之助 訳 

 

 

［正题名］原子力発電所 

［第一责任人］K·ジェイ著 

［译者］伏見康治[ほか]訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.4 



［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-274 

［知识责任］ジェイ 著 

［知识责任］Jay 著 

［次知识责任］伏見康治 訳 

 

 

［正题名］人類と機械の歴史 

［第一责任人］S·リリ一著 

［译者］小林秋男，伊藤新一訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 150 

［主题词］機械/歴史 

［主题词］技術/歴史 

［知识责任］リリ一 著 

［知识责任］Lilley 著 

［次知识责任］小林秋男 訳 

［次知识责任］伊藤新一 訳 

 

 

［正题名］ナポレオン 

［第一责任人］井上幸治著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-292 

［附注内容］年表: 巻末 p1-4 

［知识责任］井上幸治 著 

 

 

［正题名］平和時代を創造するために 

［第一责任人］湯川秀樹[ほか]編著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-476 

［知识责任］湯川秀樹 編著 

 

 

［正题名］唯物史観と現代 

［第一责任人］梅本克己著 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1967.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-656 

［知识责任］梅本克己 著 

 

 

［正题名］東と西との間の日本 

［第一责任人］谷川徹三著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-314 

［知识责任］谷川徹三 著 

 

 

［正题名］ソ連の教育 

［第一责任人］ディアナ·レヴィン著 

［译者］周郷博訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-364 

［附注内容］Soviet education today.の翻訳 

［知识责任］レヴィン 著 

［知识责任］Levin 著 

［次知识责任］周郷博 訳 

 

 

［正题名］人間詩話 

［第一责任人］吉川幸次郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青 278 

［主题词］漢詩/詩論·詩話 

［知识责任］吉川幸次郎 著 

 

 

［正题名］政治家の文章 

［第一责任人］武田泰淳著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-385 



［主题词］政治家 

［知识责任］武田泰淳 著 

 

 

［正题名］核戦争になれば 

［第一责任人］ラルフ·E·ラップ著 

［译者］八木勇訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-491 

［主题词］核戦争 

［知识责任］ラップ 著 

［知识责任］Lapp 著 

［次知识责任］八木勇 訳 

 

 

［正题名］解放の囚人 

［第一责任人］アリン·リケット，アディール·リケット著 

［译者］阿部知二訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-327 

［知识责任］リケット 著 

［知识责任］Rickett 著 

［知识责任］リケット 著 

［知识责任］Rickett 著 

［次知识责任］阿部知二 訳 

 

 

［正题名］フランス革命期の女たち 

［第一责任人］ガリーナ·セレブリャコワ著 

［译者］西本昭治訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-877 

［附注内容］フランス革命年表: p179-188 

［主题词］フランス革命 

［主题词］婦人/フランス/歴史 

［知识责任］セレブリャコワ 著 

［知识责任］Serebriakova 著 

［次知识责任］西本昭治 訳 



 

 

［正题名］人間はどこまで動物か 

［第一责任人］アドルフ·ポルトマン著 

［译者］高木正孝訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-433 

［附注内容］原書名: Biologische Fragmente zu einer Lehre vom Menschen 

［主题词］人類学 

［主题词］人類遺伝学 

［知识责任］ポルトマン 著 

［知识责任］Portmann 著 

［次知识责任］高木正孝 訳 

 

 

［正题名］日本の証券市場 

［第一责任人］中村孝俊著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-509 

［主题词］証券市場 

［知识责任］中村孝俊 著 

 

 

［正题名］重いくびきの下で 

［第一责任人］F·ジュリアン著 

［译者］西川大二郎訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-967 

［附注内容］巻末: 略年表 

［主题词］農民運動/ブラジル 

［主题词］土地制度/ブラジル 

［知识责任］ジュリアン 著 

［知识责任］Juliao 著 

［次知识责任］西川大二郎 訳 

 

 

［正题名］クールベ 

［第一责任人］坂崎坦著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-969 

［知识责任］坂崎坦 著 

 

 

［正题名］日本文學の古典 

［第一责任人］西郷信綱，永積安明，広末保著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-160 

［主题词］日本文学 

［知识责任］西郷信綱 著 

［知识责任］永積安明 著 

［知识责任］広末保 著 

 

 

［正题名］化石サルから日本人まで 

［第一责任人］鈴木尚著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 803 

［主题词］原人 

［知识责任］鈴木尚 著 

 

 

［正题名］欧州共同体 

［第一责任人］荒川弘著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-900 

［附注内容］巻末: 年表 

［主题词］欧州共同体 

［知识责任］荒川弘 著 

 

 

［正题名］私は二歳 

［第一责任人］松田道雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.3 



［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-410 

［主题词］育児 

［知识责任］松田道雄 著 

 

 

［正题名］レーニンとロシヤ革命 

［第一责任人］クリストファー·ヒル著 

［译者］岡稔訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-219 

［附注内容］Lenin and the Russian revolution.の翻訳 

［主题词］ロシア革命 

［知识责任］ヒル 著 

［知识责任］Hill 著 

［次知识责任］岡稔 訳 

 

 

［正题名］太閤と百姓 

［第一责任人］松好貞夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-269 

［知识责任］松好貞夫 著 

 

 

［正题名］血液循環の発見 

［第一责任人］中村禎里著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-992 

［主题词］血液循環 

［知识责任］中村禎里 著 

 

 

［正题名］日本美の再發見 

［第一责任人］ブルーノ·タウト著 

［译者］篠田英雄訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.6 



［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤-39 

［主题词］建築 

［知识责任］タウト 著 

［知识责任］Taut 著 

［次知识责任］篠田英雄 訳 

 

 

［正题名］太平洋海戦史 

［第一责任人］高木惣吉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 12 

［附注内容］巻末: 折込み図 6 枚 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/海戦 

［知识责任］高木惣吉 著 

 

 

［正题名］太平洋戰爭陸戰概史 

［第一责任人］林三郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-59 

［附注内容］折り込図 1 枚 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/陸戦 

［知识责任］林三郎 著 

 

 

［正题名］ある映画監督 

［第一责任人］新藤兼人著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-962 

［知识责任］新藤兼人 著 

 

 

［正题名］60 年代のソ連 

［第一责任人］W·G·バーチェット著 

［译者］内山敏訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.6 



［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-454 

［知识责任］バーチェット 著 

［知识责任］Burchett 著 

［知识责任］内山敏 訳 

 

 

［正题名］応仁の乱 

［第一责任人］鈴木良一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 873 

［附注内容］年表: p203-211 

［主题词］応仁の乱 

［知识责任］鈴木良一 著 

 

 

［正题名］炭鉱に生きる 

［第一责任人］三菱美唄炭鉱労働組合編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-382 

 

 

［正题名］日本文化史 

［第一责任人］家永三郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-367 

［附注内容］日本文化史略年表: p263-267. 索引: 巻末 

［知识责任］家永三郎 著 

 

 

［正题名］第二次世界大戦前夜 

［第一责任人］笹本駿二著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1969.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 723 

［主题词］世界戦争 

［知识责任］笹本駿二 著 



 

 

［正题名］現代日本の民主主義 

［第一责任人］宮田光雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1969.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 728 

［主题词］民主主義 

［主题词］政治学/歴史 

［知识责任］宮田光雄 著 

 

 

［正题名］日本の工業地帯 

［第一责任人］山本正雄編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-343 

［主题词］工業地帯 

［知识责任］山本正雄 編 

 

 

［正题名］日中問題入門 

［第一责任人］高市恵之助，富山栄吉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-465 

［知识责任］高市恵之助 著 

［知识责任］富山栄吉 著 

 

 

［正题名］モゴール族探検記 

［第一责任人］梅棹忠夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-253 

［知识责任］梅棹忠夫 著 

 

 

［正题名］私は赤ちゃん 

［第一责任人］松田道雄著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 377 

［主题词］育児法 

［知识责任］松田道雄 著 

 

 

［正题名］環境を診断する 

［第一责任人］森下郁子著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1981.6 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 614 

［主题词］生態学 

［主题词］環境問題 

［主题词］生物指標 

［知识责任］森下郁子 著 

 

 

［正题名］ソヴェトの政治 

［第一责任人］前芝確三著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-191 

［知识责任］前芝確三 著 

 

 

［正题名］人間の科学と哲学 

［第一责任人］L·ゴルドマン著 

［译者］清水幾太郎，川俣晃自共訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 368 

［主题词］社会科学 

［知识责任］ゴルドマン 著 

［知识责任］Goldmann 著 

［次知识责任］清水幾太郎 訳 

［次知识责任］川俣晃自 訳 

 

 

［正题名］社会保障 



［第一责任人］坂寄俊雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-309 

［主题词］社会保障 

［知识责任］坂寄俊雄 著 

 

 

［正题名］アメリカン·ライフ 

［第一责任人］小宮隆太郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 423 

［知识责任］小宮隆太郎 著 

 

 

［正题名］二宮尊徳 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 334 

［附注内容］参考文献: p181-184 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］日本語の起源 

［第一责任人］大野晋著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-289 

［主题词］日本語/歴史 

［知识责任］大野晋 著 

 

 

［正题名］勞働法 

［第一责任人］磯田進著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-164 



［知识责任］磯田進 著 

 

 

［正题名］音楽の歴史 

［第一责任人］山根銀二著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-295 

［主题词］音楽/歴史 

［知识责任］山根銀二 著 

 

 

［正题名］歌舞伎以前 

［第一责任人］林屋辰三郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-184 

［主题词］演劇日本/歴史 

［知识责任］林屋辰三郎 著 

 

 

［正题名］戦後日本農民運動史 

［第一责任人］山口武秀著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1959.3 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 159 

［知识责任］山口武秀 著 

 

 

［正题名］満鉄 

［第一责任人］原田勝正著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1981.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-178 

［附注内容］参考文献:p227-228 巻末:満鉄年表 

［主题词］南満州鉄道株式会社 

［知识责任］原田勝正 著 

 

 

［正题名］鼻の話 



［第一责任人］高橋良著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-76 

［主题词］鼻 

［知识责任］高橋良 著 

 

 

［正题名］法とは何か 

［第一责任人］渡辺洋三著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-100 

［主题词］法律 

［知识责任］渡辺洋三 著 

 

 

［正题名］中国古代再発見 

［第一责任人］貝塚茂樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-80 

［主题词］中国/歴史/古代 

［知识责任］貝塚茂樹 著 

 

 

［正题名］経済学とは何だろうか 

［第一责任人］佐和隆光著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-182 

［主题词］経済学 

［知识责任］佐和隆光 著 

 

 

［正题名］映像の演出 

［第一责任人］吉村公三郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.9 

［丛编题名］岩波新書 



［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 96 

［主题词］映画/製作·演出 

［知识责任］吉村公三郎 著 

 

 

［正题名］大藏大臣 

［第一责任人］島恭彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1949.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-22 

［知识责任］島恭彦 著 

 

 

［正题名］モーセ 

［第一责任人］浅野順一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版-32 

［主题词］聖書/旧約 

［知识责任］浅野順一 著 

 

 

［正题名］新唐詩選 

［第一责任人］吉川幸次郎，三好達治著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-106 

［主题词］漢詩 

［主题词］漢詩/評釈 

［知识责任］吉川幸次郎 著 

［知识责任］三好達治 著 

 

 

［正题名］失われた大陸 

［第一责任人］E·B·アンドレーエヴァ著 

［译者］清水邦生訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-506 

［附注内容］参考文献: p307-312 



［主题词］歴史/古代 

［知识责任］アンドレーエヴァ 著 

［知识责任］Andreeva 著 

［次知识责任］清水邦夫 訳 

 

 

［正题名］日本語の文法を考える 

［第一责任人］大野晋著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 53 

［主题词］日本語/文法 

［知识责任］大野晋 著 

 

 

［正题名］スターリン主義を語る 

［第一责任人］G·ボッファ，G·マルチネ著 

［译者］佐藤紘毅訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-38 

［主题词］共産主義/ロシア 

［主题词］ロシア/政治/歴史 

［知识责任］ボッファ 著 

［知识责任］Boffa 著 

［知识责任］マルチネ 著 

［知识责任］Martinet 著 

［次知识责任］佐藤紘毅 訳 

 

 

［正题名］祭りの声 

［第一责任人］新藤兼人著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-31 

［知识责任］新藤兼人 著 

 

 

［正题名］日本語と女 

［第一责任人］寿岳章子著 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1979.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 99 

［附注内容］索引:巻末 p1-7 

［主题词］女性語 

［主题词］婦人問題 

［知识责任］寿岳章子 著 

 

 

［正题名］ソ連における少数意見 

［第一责任人］ロイ·メドヴェージェフ著 

［译者］佐藤紘毅訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-66 

［附注内容］巻末: ソ連異論派運動関係小年表 

［主题词］ロシア/政治/歴史 

［知识责任］メドヴェージェフ 著 

［知识责任］Medvedev 著 

［次知识责任］佐藤紘毅 訳 

 

 

［正题名］人間の生と性 

［第一责任人］近藤四郎，大島清著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 186 

［附注内容］参考文献: p209-212 

［主题词］性 

［知识责任］近藤四郎 著 

［知识责任］大島清 著 

 

 

［正题名］民族教育 

［第一责任人］藤島宇内，小沢有作著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1966 

［丛编题名］青木新書 

［丛编题名］アオキ シンショ 84 

［知识责任］藤島宇内 著 

［知识责任］小沢有作 著 

 



 

［正题名］天皇の真実 

［第一责任人］河内正臣著 

［出版者］たま出版 

［出版日期］1981.2 

［主题词］天皇 

［知识责任］河内正臣 著 

 

 

［正题名］天皇·青年·死 

［第一责任人］藤島泰輔著 

［出版者］日本教文社 

［出版日期］1973.4 

［知识责任］藤島泰輔 著 

 

 

［正题名］天皇制国家と在日朝鮮人 

［第一责任人］朴慶植著 

［出版者］社会評論社 

［出版日期］1976.7 

［主题词］朝鮮人日本在留 

［主题词］植民地政策 

［主题词］強制労働 

［知识责任］朴慶植 著 

 

 

［正题名］非國民的天皇論 

［第一责任人］牛島秀彦著 

［出版者］エール出版社 

［出版日期］1973 

［主题词］天皇 

［主题词］国体 

［知识责任］牛島秀彦 著 

 

 

［正题名］反天皇制論 

［第一责任人］新日本文学会編 

［出版者］亜紀書房 

［出版日期］1975 

［附注内容］内容:近代天皇制の構造と本質 なぜ天皇制か(いいだもも) 北一輝ー映画「戒

厳令」(別役実) 象徴天皇主義の構造(丸山照雄) 文学および民衆感覚 銭金の面(中野重治) 

天皇をめぐる民衆表現史(石田郁夫) わが中国体験(長谷川四郎) 『室町小説集』をめぐっ

てー後南朝のこと(花田清輝) 神話と古代天皇制(長谷川竜生) 戦後文学の天皇像(中島誠) 

アジアから見た天皇制 アジアのなかの天皇制(田中宏) 朝鮮人にとっての天皇(安宇植) 



沖縄から見た天皇制(新里金福) 

［主题词］天皇制 

 

 

［正题名］ほんみち不敬事件 

［第一责任人］村上重良著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1974.1 

［主题词］類似宗教 

［知识责任］村上重良 著 

 

 

［正题名］1960 年 5 月 19 日 

［第一责任人］日高六郎編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 395 

［主题词］日米安全保障条約 

［知识责任］日高六郎 編 

 

 

［正题名］日本共産党闘争小史 

［第一责任人］市川正一著 

［出版者］国民文庫社 

［出版日期］1954 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 404 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］日本共産党 

［知识责任］市川正一 著 

 

 

［正题名］近代資本主義発達史論 

［第一责任人］ホブソン著 

［译者］住谷悦治，阪本勝，松沢兼人共訳 

［出版者］改造社 

［出版日期］1932.4-6 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 1 部 第 55 篇 

［主题词］資本主義/歴史 

［知识责任］ホブソン 著 

［知识责任］Hobson 著 

［次知识责任］住谷悦治 訳 



［次知识责任］阪本勝 訳 

［次知识责任］松沢兼人 訳 

 

 

［正题名］東方諸國の新しい歴史 

［第一责任人］レイスネル著 

［译者］橋本弘毅譯 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1955 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 249 

［知识责任］レイスネル 著 

［知识责任］Reisner 著 

［次知识责任］橋本弘毅 譯 

 

 

［正题名］ドイツ語手紙の書き方 

［第一责任人］ヘルタ·ヤーン，星野慎一共著 

［出版者］第三書房 

［出版日期］1959 

［主题词］ドイツ語/書簡文 

［知识责任］ヤーン 著 

［知识责任］Jahn 著 

［知识责任］星野慎一 著 

 

 

［正题名］中国史 

［第一责任人］山田茂勝訳 

［出版者］国民文庫社 

［出版日期］1955 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 708 

［附注内容］ソヴェト大百科事典より訳出 

［主题词］中国/歴史 

［知识责任］山田茂勝 訳 

 

 

［正题名］イタリア共産党小史 

［第一责任人］イタリア共産党編 

［译者］長南芳樹訳 

［出版者］国民文庫社 

［出版日期］1954.3 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 403 



［附注内容］中国語訳「意太利共産党簡史」より重訳 

［次知识责任］長南芳樹 訳 

 

 

［正题名］民族の独立と平和 

［第一责任人］ジャック·デュクロ著 

［译者］菅原正夫訳 

［出版者］国民文庫社 

［出版日期］1955.7 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 424 

［附注内容］内容:フランス共産党第十三回大会への中央委員会報告,政治情勢とフランス

共産党の諸任務にかんするテーゼ 

［主题词］フランス共産党 

［知识责任］デュクロ 著 

［知识责任］Duclos 著 

［次知识责任］菅原正夫 訳 

 

 

［正题名］フルシチョフ報告·ミコヤン演説 

［第一责任人］野中昌夫[ほか]訳編 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1956.4 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 286 

［主题词］ロシア/政治 

［知识责任］野中昌夫 訳編 

 

 

［正题名］イギリス共産党三十年 

［第一责任人］イギリス共産党編 

［译者］山中明訳 

［出版者］国民文庫社 

［出版日期］1955.2 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 418 

［次知识责任］山中明 訳 

 

 

［正题名］東方諸國の新しい歴史 

［第一责任人］レイスネル著 

［译者］橋本弘毅譯 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1955.10 



［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 258 

［知识责任］レイスネル 著 

［知识责任］Reisner 著 

［次知识责任］橋本弘毅 譯 

 

 

［正题名］毛沢東思想と現代修正主義 

［第一责任人］松村一人著 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1968 

［丛编题名］人民双書 

［丛编题名］ジンミン ソウショ 4 

［附注内容］学習文献：p6～8 

［知识责任］松村一人 著 

 

 

［正题名］天皇制と軍隊 

［第一责任人］藤原彰著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1978.3 

［丛编题名］青木現代叢書 

［丛编题名］アオキ ゲンダイ ソウショ 

［主题词］日本/軍隊 

［主题词］天皇制 

［知识责任］藤原彰 著 

 

 

［正题名］論集·天皇制を考える 

［第一责任人］亜紀書房編集部編 

［出版者］亜紀書房 

［出版日期］1985.3 

［附注内容］製作：書肆かるちあ 

［主题词］天皇制 

 

 

［正题名］天皇ヒロヒト 

［第一责任人］レナード·モズレー著 

［译者］高田市太郎訳 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1966.6 

［知识责任］モズレー 著 

［知识责任］Mosley 著 

［次知识责任］高田市太郎 訳 



 

 

［正题名］元号事典 

［第一责任人］川口謙二，池田政弘著 

［出版者］東京美術 

［出版日期］1986.8 

［丛编题名］東京美術選書 

［丛编题名］トウキョウ ビジュツ センショ 16 

［附注内容］歴史年表：p219～259 元号に関する文献：p285～287 

［主题词］年号 

［知识责任］川口謙二 著 

［知识责任］池田政弘 著 

 

 

［正题名］日本語の系統論的研究 

［第一责任人］福田昆之著 

［出版者］FLL 

［出版日期］1975.6 

［附注内容］巻末：文献目録 

［主题词］日本語/歴史 

［知识责任］福田昆之 著 

 

 

［正题名］極東国際軍事裁判速記録 

［第一责任人］極東国際軍事裁判所編集 

［出版者］雄松堂書店 

［出版日期］1968 

［附注内容］第 1 号-第 416 号，附判決速記録(昭和 21 年 5 月 3 日-昭和 23 年 4 月 16 日，

昭和 23 年 11 月 4 日-12 日)の複製 

［主题词］国際軍事裁判 

［主题词］軍事裁判 

 

 

［正题名］片山潜著作集 

［第一责任人］片山潜生誕百年記念会編 

［出版者］片山潜生誕百年記念会 

［出版日期］1959.11 

［附注内容］発売：河出書房新社 

［附注内容］著者の肖像あり 

 

 

［正题名］片山潜著作集 

［第一责任人］片山潜生誕百年記念会編 

［出版者］片山潜生誕百年記念会 



［出版日期］1960.2 

［附注内容］発売：河出書房新社 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］片山潜著作目録:第 2 巻巻末 

 

 

［正题名］片山潜著作集 

［第一责任人］片山潜生誕百年記念会編 

［出版者］片山潜生誕百年記念会 

［出版日期］1960.5 

［附注内容］発売：河出書房新社 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］片山潜年譜:第 3 巻 p395-423 著作目録補遺:第 3 巻巻末 

 

 

［正题名］青年に訴う 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道[ほか]編 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1964.4 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大沢正道[ほか]編 第 1 巻 

［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］無政府主義の哲学 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道[ほか]編 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1964.11 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大沢正道[ほか]編 第 2 巻 

［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］無政府主義の哲学 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道[ほか]編 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1964.4 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大沢正道[ほか]編 第 3 巻 



［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］クロポトキン研究 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道[ほか]編 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1964.6 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大沢正道[ほか]編 第 4 巻 

［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］文芸論集 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道[ほか]編 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1964.9 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大沢正道[ほか]編 第 5 巻 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］労働運動論集 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道[ほか]編 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1964.1 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大沢正道[ほか]編 第 6 巻 

［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］ロシア革命論 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道[ほか]編 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1963.12 

［丛编题名］大杉栄全集 



［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大沢正道[ほか]編 第 7 巻 

［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］一革命家の思い出 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道[ほか]編 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1964.4 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大沢正道[ほか]編 第 8 巻 

［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］一革命家の思い出 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道[ほか]編 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1964.6 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大沢正道[ほか]編 第 9 巻 

［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］相互扶助論 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道[ほか]編 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1964.7 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大沢正道[ほか]編 第 10 巻 

［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］民衆芸術論 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道[ほか]編 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1964.10 

［丛编题名］大杉栄全集 



［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大沢正道[ほか]編 第 11 巻 

［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］自叙伝 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道[ほか]編 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1964.12 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大沢正道[ほか]編 第 12 巻 

［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］日本脱出記·獄中記 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道[ほか]編 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1965.1 

［丛编题名］大杉栄全集 

［丛编题名］オオスギ サカエ ゼンシュウ 大沢正道[ほか]編 第 13 巻 

［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］人生について 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］大沢正道[ほか]編 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1965.3 

［丛编题名］大杉栄選 

［丛编题名］オオスギ サカエ セン 大沢正道[ほか]編 第 14 巻 

［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］大沢正道 編 

 

 

［正题名］反ファシズム統一戦線 

［第一责任人］ゲオルギー·ディミトロフ著 

［译者］藤田俊訳 

［出版者］社会書房 

［出版日期］1950.9 

［主题词］共産主義 



［知识责任］ディミトロフ 著 

［知识责任］Dimitrov 著 

［次知识责任］藤田俊 訳 

 

 

［正题名］共産主義者は宗教をどう見るか 

［第一责任人］山田坂仁著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1949 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］宗教 

［主题词］共産主義 

［知识责任］山田坂仁 著 

 

 

［正题名］サルトルと唯物論 

［第一责任人］藤野渉著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1950.5 

［知识责任］藤野渉 著 

 

 

［正题名］唯物史觀世界史教程 

［第一责任人］ボチャロフ，ヨアニシアニ共編 

［译者］早川二郎訳 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1932.4 

［主题词］歴史 

［知识责任］ボチャロフ 編 

［知识责任］Bocharov 編 

［知识责任］ヨアニシアニ 編 

［次知识责任］早川二郎 訳 

 

 

［正题名］唯物史觀世界史教程 

［第一责任人］ボチャロフ，ヨアニシアニ共編 

［译者］早川二郎訳 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1932.11 

［主题词］歴史 

［知识责任］ボチャロフ 編 

［知识责任］Bocharov 編 

［知识责任］ヨアニシアニ 編 

［次知识责任］早川二郎 訳 



 

 

［正题名］唯物史觀世界史教程 

［第一责任人］ボチャロフ，ヨアニシアニ共編 

［译者］早川二郎訳 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1934.7 

［主题词］歴史 

［知识责任］ボチャロフ 編 

［知识责任］Bocharov 編 

［知识责任］ヨアニシアニ 編 

［次知识责任］早川二郎 訳 

 

 

［正题名］唯物史觀世界史教程 

［第一责任人］ボチャロフ，ヨアニシアニ共編 

［译者］早川二郎訳 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1932.4 

［主题词］歴史 

［知识责任］ボチャロフ 編 

［知识责任］Bocharov 編 

［知识责任］ヨアニシアニ 編 

［次知识责任］早川二郎 訳 

 

 

［正题名］唯物史觀世界史教程 

［第一责任人］ボチャロフ，ヨアニシアニ共編 

［译者］早川二郎訳 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1934.7 

［主题词］歴史 

［知识责任］ボチャロフ 編 

［知识责任］Bocharov 編 

［知识责任］ヨアニシアニ 編 

［次知识责任］早川二郎 訳 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1952.7 

［附注内容］編集：日本印度学仏教学会(代表：宫本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 



 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1953.3 

［附注内容］編集：日本印度学仏教学会(代表：宫本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1953.9 

［附注内容］編集：日本印度学仏教学会(代表：宫本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1954.3 

［附注内容］編集：日本印度学仏教学会(代表：宫本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1954.9 

［附注内容］編集：日本印度学仏教学会(代表：宫本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1956.1 

［附注内容］編集：日本印度学仏教学会(代表：宫本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 



［出版者］三陽社 

［出版日期］1956.3 

［附注内容］編集：日本印度学仏教学会(代表：宫本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1957.1 

［附注内容］編集：日本印度学仏教学会(代表：宫本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1957.3 

［附注内容］編集：日本印度学仏教学会(代表：宫本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1957.12 

［附注内容］編集：日本印度学仏教学会(代表：宫本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1958.3 

［附注内容］編集：日本印度学仏教学会(代表：宫本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1959.3 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 



 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1960.1 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1960.3 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1962.1 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1962.3 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1963.1 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 



［出版者］三陽社 

［出版日期］1963.3 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1964.3 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1965.3 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1966.3 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1966.12 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1968.3 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 



 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1968.3 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1969.3 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1969.12 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1970.3 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1970.12 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 



［出版者］三陽社 

［出版日期］1971.12 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1972.3 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1972.12 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1973.3 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］印度學佛教學研究 

［第一责任人］日本印度学仏教学会編 

［出版者］三陽社 

［出版日期］1973.12 

［附注内容］編集：本印度学仏教学会(代表：本正尊) 

［主题词］印度学仏教学研究 

 

 

［正题名］纏足を解いた中國 

［第一责任人］W·G·バーチェット著 

［译者］山田坂仁，小川修譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.1 

［丛编题名］岩波新書 



［丛编题名］イワナミ シンショ 青-153,163 

［附注内容］China's feet unbound.の翻訳 

［知识责任］バーチェット 著 

［知识责任］Burchett 著 

［次知识责任］山田坂仁 譯 

［次知识责任］小川修 譯 

 

 

［正题名］ああ日本の軍歌百年 

［第一责任人］野口いさを編 

［出版者］ルック社 

［出版日期］1970.7 

［附注内容］監修者: 宮田輝 

［知识责任］野口いさお 编 

 

 

［正题名］ドルと世界経済 

［第一责任人］牧野純夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-536 

［主题词］世界経済 

［知识责任］牧野純夫 著 

 

 

［正题名］第三文明の宗教 

［第一责任人］高瀬広居著 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1962.12 

［丛编题名］フロンティア·ブックス 

［丛编题名］フロンティア ブックス 

［主题词］創価学会 

［知识责任］高瀬広居 著 

 

 

［正题名］書物を燒くの記 

［第一责任人］鄭振鐸著 

［译者］安藤彦太郎，斎藤秋男訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-172 

［附注内容］第 3 刷(1991.9)巻末に【復刊にあたって】の一文あり 



［知识责任］鄭振鐸 著 

［次知识责任］安藤彦太郎 訳 

［次知识责任］斎藤秋男 訳 

 

 

［正题名］源頼朝 

［第一责任人］永原慶二著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-308 

［知识责任］永原慶二 著 

 

 

［正题名］南蛮史料の発見 

［第一责任人］松田毅一著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1964.9 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 51 

［知识责任］松田毅一 著 

 

 

［正题名］戦国乱世の文学 

［第一责任人］杉浦明平著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 557 

［主题词］日本文学/歴史/鎌倉室町時代 

［主题词］日本文学/歴史/江戸時代 

［知识责任］杉浦明平 著 

 

 

［正题名］核戦略批判 

［第一责任人］豊田利幸著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-568 

［附注内容］「新·核戦略批判」<BN00475637>の旧版。 

［主题词］戦略 

［知识责任］豊田利幸 著 

 



 

［正题名］古事記の世界 

［第一责任人］西郷信綱著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1967.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-654 

［知识责任］西郷信綱 著 

 

 

［正题名］帰化人 

［第一责任人］上田正昭著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1965.6 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 70 

［附注内容］参考文献: p185-188 

［主题词］帰化人 

［知识责任］上田正昭 著 

 

 

［正题名］祖國の解放 

［第一责任人］鈴木正四著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-87 

［知识责任］鈴木正四 著 

 

 

［正题名］ベトナム戦争 

［第一责任人］亀山旭著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-823 

［主题词］ベトナム戦争 

［知识责任］亀山旭 著 

 

 

［正题名］西洋哲学史要 

［第一责任人］波多野精一著 

［出版者］大日本図書 

［出版日期］1942.2 



［主题词］西洋哲学/歴史 

［知识责任］波多野精一 著 

 

 

［正题名］社會主義者沿革 

［第一责任人］近代日本史料研究会 [編] 

［出版者］近代日本史料研究会 

［出版日期］1956 

［附注内容］原本は絲屋寿雄蔵 「社会主義者沿革」(2 版) 

［附注内容］謄写版 

［主题词］社会主義/歴史 

 

 

［正题名］社會主義者沿革 

［第一责任人］近代日本史料研究会 [編] 

［出版者］近代日本史料研究会 

［出版日期］1956 

［附注内容］原本は絲屋寿雄蔵 「社会主義者沿革」(2 版) 

［附注内容］謄写版 

［主题词］社会主義/歴史 

 

 

［正题名］社會主義者沿革 

［第一责任人］近代日本史料研究会 [編] 

［出版者］近代日本史料研究会 

［出版日期］1956 

［附注内容］原本は絲屋寿雄蔵 「社会主義者沿革」(2 版) 

［附注内容］謄写版 

［主题词］社会主義/歴史 

 

 

［正题名］要保護世帶に於ける乳幼兒の生活状態 

［第一责任人］東京市社會局 [編] 

［出版者］東京市社會局 

［出版日期］1935.3 

［主题词］生活保護 

［主题词］出産 

 

 

［正题名］被救護者に關する調査 

［第一责任人］東京市社会局，東京市役所编 

［出版者］東京市社會局 

［出版日期］1935.3 

［附注内容］表紙には東京市役所とあり 



［主题词］社会福祉 

［主题词］貧困 

 

 

［正题名］資料日本社會運動史 

［第一责任人］田中惣五郎編 

［出版者］東西出版社 

［出版日期］1947.10 

［主题词］社会運動/日本/歴史/明治以後 

［主题词］社会運動/歴史 

［知识责任］田中惣五郎 编 

 

 

［正题名］婦人勞働問題 

［第一责任人］社會政策學會編纂 

［出版者］同文館 

［出版日期］1919.10 

［丛编题名］社會政策學會論叢 

［丛编题名］シャカイ セイサク ガッカイ ロンソウ 第 12 冊 

［附注内容］肖像あり 

［主题词］社会政策 

［主题词］婦人労働 

 

 

［正题名］寒村自伝 

［第一责任人］荒畑寒村著 

［出版者］論争社 

［出版日期］1960.6 

［知识责任］荒畑寒村 著 

 

 

［正题名］プロレタリア文化運動に就ての研究 

［第一责任人］平出禾［著］ 

［出版者］柏書房 

［出版日期］1965 

［丛编题名］司法研究報告書 

［丛编题名］シホウ ケンキュウ ホウコクショ 第 28 輯 9 

［附注内容］司法省調査部昭和 15 年刊の複製 

［附注内容］付： ［冊 15p］：解題 祖父江昭二著 

［附注内容］自昭和四年至昭和十三年プロレタリア文化運動年表：p623～646 

［主题词］社会主義リアリズム 

［知识责任］平出禾 著 

 

 



［正题名］特別要視察人状勢一斑 

［第一责任人］近代日本史料研究会编 

［出版者］近代日本史料研究会 

［出版日期］1957.1 

［丛编题名］日本社会運動史料 

［丛编题名］ニホン シャカイ ウンドウ シリョウ 第 2 輯 

［附注内容］謄写印刷 

［附注内容］正篇: 附:特別要視察人近况概要,日本社会主義運動史 

［主题词］社会主義 

 

 

［正题名］特別要視察人状勢一斑 

［第一责任人］近代日本史料研究会编 

［出版者］近代日本史料研究会 

［出版日期］[19 ?] 

［附注内容］謄写印刷 

［附注内容］<BN0995847X>とは別書誌 

［主题词］社会主義 

 

 

［正题名］民族主義運動篇 

［第一责任人］金正明編 

［出版者］原書房 

［出版日期］1967 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 朝鮮独立運動 2 

［附注内容］[2]：第 3 編 第 1 章-第 3 章 

［主题词］ナショナリズム/朝鮮 

［知识责任］金正明 编 

 

 

［正题名］共産主義運動篇 

［第一责任人］金正明編 

［出版者］原書房 

［出版日期］1966.10 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 朝鮮独立運動 4 

［主题词］共産主義/朝鮮 

［知识责任］金正明 编 

 

 

［正题名］共産主義運動篇 

［第一责任人］金正明編 

［出版者］原書房 



［出版日期］1967.1 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 朝鮮独立運動 5 

［主题词］共産主義/朝鮮 

［知识责任］金正明 编 

 

 

［正题名］日本史入門 

［第一责任人］伊豆公夫編 

［出版者］正旗社 

［出版日期］1950.3 

［附注内容］遡及 

［知识责任］伊豆公夫 编 

 

 

［正题名］日本史研究文献目録 

［第一责任人］東京大學協同組合出版部編 

［出版者］東京大學協同組合出版部 

［出版日期］1949.10 

［附注内容］日本史研究入門 附録 

［主题词］日本/歴史/研究·指導 

 

 

［正题名］新しい日本の歴史 

［第一责任人］毎日小学生新聞編 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1947 

［正题名］元号問題の本質 

［第一责任人］永原慶二，松島栄一編 

［出版者］白石書店 

［出版日期］1979.4 

［附注内容］執筆:永原慶二ほか 

［主题词］年号 

［知识责任］永原慶二 編 

［知识责任］松島栄一 編 

 

 

［正题名］天皇 

［第一责任人］蜷川新著 

［出版者］光文社 

［出版日期］1952.9 

［主题词］天皇制 

［知识责任］蜷川新 著 

 



 

［正题名］天皇家の秘密 

［第一责任人］水野祐著 

［出版者］山手書房 

［出版日期］1977.6 

［附注内容］付: 参考文献 

［主题词］天皇/歴史 

［知识责任］水野祐 著 

 

 

［正题名］天皇陛下萬歳 

［第一责任人］上野英信著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1972.4 

［主题词］上海事変 

［知识责任］上野英信 著 

 

 

［正题名］抗日戦争と中国民衆 

［第一责任人］池田誠編著 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1987.5 

［附注内容］抗日戦争史年表(深尾葉子,佐々木千枝作成):p257～274 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］池田誠 著 

 

 

［正题名］欺かれた歴史 

［第一责任人］斎藤良衛[著] 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1955.2 

［主题词］日独伊三国同盟 

［知识责任］斎藤良衛 [著] 

 

 

［正题名］アイヌ民族と天皇制国家 

［第一责任人］新谷行著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1977.12 

［主题词］アイヌ/歴史 

［主题词］北海道/歴史 

［知识责任］新谷行 著 

 

 



［正题名］大警視川路利良君傳 

［第一责任人］鈴木蘆堂著 

［译者］佐和正，小野田元煕校閲 

［出版者］東陽堂 

［出版日期］1912.12 

［附注内容］巻頭: 年譜 

［附注内容］肖像あり 

［知识责任］鈴木蘆堂 著 

［次知识责任］小野田元熈 校閲 

［次知识责任］佐和正 校閲 

 

 

［正题名］毛沢東語録解説 

［第一责任人］大塚有章著 

［出版者］青年出版社 

［出版日期］1968 

［丛编题名］現代中国教室 

［丛编题名］ゲンダイ チュウゴク キョウシツ 4 

［主题词］共産主義/中国 

［知识责任］大塚有章 著 

 

 

［正题名］偽られた大王の系譜 

［第一责任人］鈴木武樹著 

［出版者］秋田書店 

［出版日期］1975.7 

［附注内容］「日本書紀」「古事記」王暦一覧表: p9-12 

［附注内容］倭国の推定年表(364-532): p316-318 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］鈴木武樹 著 

 

 

［正题名］現代中国とマルクス主義 

［第一责任人］ロジエ·ガロディ著 

［译者］野原四郎訳 

［出版者］大修館書店 

［出版日期］1970 

［主题词］共産主義/中国 

［知识责任］ガロディ 著 

［知识责任］Garaudy 著 

［次知识责任］野原四郎 訳 

 

 

［正题名］なぜ天皇を尊敬するか 



［第一责任人］大野健雄著 

［出版者］洋販出版 

［出版日期］1973.4 

［附注内容］付録: 大日本帝國憲法, 日本國憲法 巻末 p1-32 

［主题词］天皇 

［知识责任］大野健雄 著 

 

 

［正题名］5 月のバリケード 

［第一责任人］ルシアン·リウー, ルネ·バックマン著 

［译者］岡村孝一訳 

［出版者］早川書房 

［出版日期］1969 

［丛编题名］ハヤカワ·ノンフィクション 

［丛编题名］ハヤカワ ノンフィクション 激動する世界 

［主题词］学生運動 

［主题词］大学/フランス 

［主题词］フランス/政治 

［知识责任］リウー 著 

［知识责任］Rioux 著 

［知识责任］バックマン 著 

［知识责任］BackmannRené 著 

［次知识责任］岡村孝一 訳 

 

 

［正题名］学生革命 

［第一责任人］ダニエル·コーンーバンディ [ほか] [著] 

［译者］海老坂武訳 

［出版者］人文書院 

［出版日期］1968 

［丛编题名］人文選書 

［丛编题名］ジンブン センショ 12 

［主题词］学生運動 

［知识责任］コーンーバンディ [著] 

［知识责任］Cohn-Bendit [著] 

［次知识责任］海老坂武 訳 

 

 

［正题名］日本共産黨鬪爭小史 

［第一责任人］市川正一述 

［出版者］暁書房 

［出版日期］1946.10 

［主题词］日本共産党/歴史 

［知识责任］市川正一 述 



 

 

［正题名］日本共産党決定報告集 

［第一责任人］日本共産黨教育宣傳部編 

［出版者］人民科學社 

［出版日期］1948.12 

［主题词］日本共産党 

 

 

［正题名］中国の社会主義 

［第一责任人］菅沼正久著 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1970.6 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/政治 

［主题词］中国文化大革命 

［知识责任］菅沼正久 著 

 

 

［正题名］アルバニア労働党史 

［第一责任人］アルバニア労働党中央委員会付属マルクス·レーニン主義研究所編 

［译者］日本アルバニア友好協会訳 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1970 

［主题词］アルバニア勤労党 

 

 

［正题名］日本共産党の政策 

［第一责任人］日本共産党中央委員会宣伝教育調査部編 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1956.4 

［丛编题名］合同新書 

［丛编题名］ゴウドウ シンショ 11 

 

 

［正题名］プロレタリア文化大革命 

［第一责任人］安藤彦太郎著 

［出版者］大安出版 

［出版日期］1967 

［主题词］中国文化大革命 

［知识责任］安藤彦太郎 著 

 

 

［正题名］わが潜行四 000 日 

［第一责任人］滝田修著 



［出版者］三一書房 

［出版日期］1983.5 

［主题词］刑事事件 

［知识责任］滝田修 著 

 

 

［正题名］なぜ天皇制か 

［第一责任人］いいだもも著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1976 

［主题词］天皇制 

［知识责任］いいだもも 著 

 

 

［正题名］元號考證 

［第一责任人］滝川政次郎著 

［出版者］永田書房 

［出版日期］1974.6 

［主题词］年号 

［知识责任］滝川政次郎 著 

 

 

［正题名］日本共産党綱領集 

［第一责任人］日本共産党中央委員会編 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版日期］1966 

［主题词］日本共産党 

 

 

［正题名］中国文化大革命 

［第一责任人］中島嶺雄編著 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1966.10 

［丛编题名］フロンティア·ライブラリー 

［丛编题名］フロンティア ライブラリー 

［附注内容］文化大革命日誌:p397-424 

［知识责任］中島嶺雄 编著 

 

 

［正题名］天皇の葬儀 

［第一责任人］笹川紀勝著 

［出版者］新教出版社 

［出版日期］1988.9 

［主题词］憲法/日本 



［主题词］天皇 

［主题词］大喪 

［知识责任］笹川紀勝 著 

 

 

［正题名］天皇家の財産 

［第一责任人］黒田久太著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1966 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 516 

［知识责任］黒田久太 著 

 

 

［正题名］天皇の宗教的権威とは何か 

［第一责任人］山折哲雄著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1978.7 

［附注内容］付：参考文献 

［主题词］天皇制/歴史 

［主题词］カリスマ 

［主题词］インド/宗教 

［知识责任］山折哲雄 著 

 

 

［正题名］天皇制と靖国を問う 

［第一责任人］反靖国·反天皇制連続講座実行委員会編 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1978.4 

［附注内容］著者：松浦玲ほか 

［主题词］天皇制 

［主题词］靖国神社 

［知识责任］松浦玲 著 

 

 

［正题名］天皇の祭祀 

［第一责任人］村上重良著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-993 

［附注内容］参考文献: p219-220 

［主题词］祭祀 

［主题词］皇室 



［主题词］天皇制/歴史 

［知识责任］村上重良 著 

 

 

［正题名］国家神道 

［第一责任人］村上重良著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1970.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 770 

［附注内容］参考文献: p229-230 

［主题词］神道/歴史 

［知识责任］村上重良 著 

 

 

［正题名］象徴天皇 

［第一责任人］高橋紘著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1987.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-372 

［附注内容］参考文献: p229-231 

［主题词］天皇制 

［主题词］皇室 

［知识责任］高橋紘 著 

 

 

［正题名］靖国神社 

［第一责任人］大江志乃夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 259 

［附注内容］参照·参考文献 : p198-202 

［主题词］靖国神社 

［主题词］宗教と政治 

［知识责任］大江志乃夫 著 

 

 

［正题名］天皇の陰謀 

［第一责任人］ディヴィッド·バーガミニ著 

［译者］いいだもも訳 

［出版者］れおぽーる書房 

［出版者］薔薇十字社 (発売) 



［出版日期］1972 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］バーガミニ 著 

［知识责任］Bergamini 著 

［次知识责任］いいだもも 訳 

 

 

［正题名］天皇の陰謀 

［第一责任人］ディヴィッド·バーガミニ著 

［译者］いいだもも訳 

［出版者］れおぽーる書房 

［出版者］薔薇十字社 (発売) 

［出版日期］1973 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］バーガミニ 著 

［知识责任］Bergamini 著 

［次知识责任］いいだもも 訳 

 

 

［正题名］日本農業技術史 

［第一责任人］古島敏雄著 

［出版者］時潮社 

［出版日期］1947.11 

［主题词］農業技術/歴史 

［知识责任］古島敏雄 著 

 

 

［正题名］労働組合法案に関する資料 

［第一责任人］内務省社会局编 

［東京］ 

［出版者］[内務省]社会局労働部 

［出版日期］1930.3 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

 

 

［正题名］社會主義 

［第一责任人］村井知至著 

［出版者］勞働新聞社 

［出版日期］1899.7 

［主题词］社会主義 

［知识责任］村井知至 著 

 

 

［正题名］労働組合及労働争議統計 



［第一责任人］協調会编 

［出版者］協調会 

［出版日期］1933.6 

［主题词］労働組合/統計 

［主题词］労働争議/統計 

 

 

［正题名］各國勞働賃金統計 

［第一责任人］協調会調査課編 

［出版者］協調会 

［出版日期］1926.12 

［主题词］賃金 

 

 

［正题名］日本歴史 

［第一责任人］玉城肇著 

［出版者］大雅堂 

［出版日期］1948.4 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］玉城肇 著 

 

 

［正题名］日本歴史 

［第一责任人］玉城肇著 

［出版者］大雅堂 

［出版日期］1948.4 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］玉城肇 著 

 

 

［正题名］新しい日本の歴史 

［第一责任人］毎日小学生新聞編 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1947 

［正题名］新しい日本の歴史 

［第一责任人］毎日小学生新聞編 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1947.9 

［正题名］トリアッティとの対話 

［第一责任人］マルチェッラ·フェルラーラ，マウリツィオ·フェルラーラ著 

［译者］石堂清倫，上杉聡彦訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1961.6 

［丛编题名］さんいち·らいぶらり 



［丛编题名］サンイチ ライブラリ 10 

［附注内容］上巻の著者表示(誤植か):マリチェツラ·フェルラーラ 

［附注内容］原書名は著者典拠からの推定 

［知识责任］フェルラーラ 著 

［知识责任］Ferrara 著 

［知识责任］フェルラーラ 著 

［知识责任］Ferrara 著 

［次知识责任］石堂清倫 訳 

［次知识责任］上杉聡彦 訳 

 

 

［正题名］日本史概説 

［第一责任人］北島正元著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968.5 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 271 

［附注内容］2·3 の著者:北島正元 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］北島正元 著 

 

 

［正题名］日本のマルクス主義 

［第一责任人］井汲卓一[ほか]編集 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1961.6 

［丛编题名］さんいち·らいぶらり 

［丛编题名］サンイチ ライブラリ 3 講座現代のイデオロギー 第 1 巻 

［主题词］社会思想/叢書 

［知识责任］井汲卓一 编 

 

 

［正题名］構造改革理論の形成 

［第一责任人］井汲卓一[ほか]編集 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1961.7 

［丛编题名］さんいち·らいぶらり 

［丛编题名］サンイチ ライブラリ 5 講座現代のイデオロギー 第 3 巻 

［知识责任］井汲卓一 编 

 

 

［正题名］日本共産黨の文獻集 

［第一责任人］日刊労働通信社編 

［出版者］日刊労働通信社 



［出版日期］1951.2 

［主题词］日本共産党 

 

 

［正题名］日本共産黨の文獻集 

［第一责任人］日刊労働通信社編 

［出版者］日刊労働通信社 

［出版日期］1951.8 

［附注内容］限定版（读篇） 

［主题词］日本共産党 

 

 

［正题名］日本共産黨の文獻集 

［第一责任人］日刊労働通信社編 

［出版者］日刊労働通信社 

［出版日期］1952.9 

［附注内容］1，2 編は子書誌 

［附注内容］第 1 編は子書誌の 1 編とは別もの 

［附注内容］限定版 

［主题词］日本共産党 

 

 

［正题名］日本共産黨の文獻集 

［第一责任人］日刊労働通信社編 

［出版者］日刊労働通信社 

［出版日期］1952.7 

［附注内容］限定版 

［主题词］日本共産党 

 

 

［正题名］日本共産黨の文獻集 

［第一责任人］日刊労働通信社編 

［出版者］日刊労働通信社 

［出版日期］1953.1 

［附注内容］限定版 

［主题词］日本共産党 

 

 

［正题名］幕末維新外交史料集成 

［第一责任人］維新史学会編 

［出版者］財政経済学会 

［出版日期］1944.3 

［主题词］日本/外国関係/歴史/江戸末期/史料 

［主题词］明治維新 



 

 

［正题名］幕末維新外交史料集成 

［第一责任人］維新史学会編 

［出版者］財政経済学会 

［出版日期］1943.8 

［主题词］日本/外国関係/歴史/江戸末期/史料 

［主题词］明治維新 

 

 

［正题名］幕末維新外交史料集成 

［第一责任人］維新史学会編 

［出版者］財政経済学会 

［出版日期］1944.1 

［主题词］日本/外国関係/歴史/江戸末期/史料 

［主题词］明治維新 

 

 

［正题名］御觸書天保集成 

［第一责任人］高柳眞三，石井良助編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937.11 

［丛编题名］御觸書集成 

［丛编题名］オフレガキ シュウセイ 高柳眞三, 石井良助編 

［主题词］御触書 

［知识责任］高柳真三 编 

［知识责任］石井良助 编 

 

 

［正题名］御觸書天保集成 

［第一责任人］高柳眞三，石井良助編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937.11-1941.3 

［丛编题名］御觸書集成 

［丛编题名］オフレガキ シュウセイ 高柳眞三, 石井良助編 

［主题词］御触書 

［知识责任］高柳真三 编 

［知识责任］石井良助 编 

 

 

［正题名］日本近代史学史 

［第一责任人］遠山茂樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.1 



［丛编题名］遠山茂樹著作集 

［丛编题名］トオヤマ シゲキ チョサクシュウ 遠山茂樹著 第 8 巻 

［附注内容］解説:神田文人(p397-406) 

［主题词］日本/歴史/近代 

［知识责任］遠山茂樹 著 

 

 

［正题名］歴史学の課題と現代 

［第一责任人］遠山茂樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.8 

［丛编题名］遠山茂樹著作集 

［丛编题名］トオヤマ シゲキ チョサクシュウ 遠山茂樹著 第 9 巻 

［附注内容］年譜：巻末 p1-3 

［附注内容］著作目録:巻末 p5-38 

［主题词］日本/歴史/近代 

［知识责任］遠山茂樹 著 

 

 

［正题名］通航一覽 

［第一责任人］林韑著 

［出版者］泰山社 

［出版日期］1940.4 

［主题词］日本/外国関係/歴史 

［知识责任］林韑 著 

 

 

［正题名］通航一覽 

［第一责任人］林韑著 

［出版者］泰山社 

［出版日期］1940.4 

［主题词］日本/外国関係/歴史 

［知识责任］林韑 著 

 

 

［正题名］通航一覽 

［第一责任人］林韑著 

［出版者］泰山社 

［出版日期］1940.4 

［主题词］日本/外国関係/歴史 

［知识责任］林韑 著 

 

 

［正题名］通航一覽 



［第一责任人］林韑著 

［出版者］泰山社 

［出版日期］1940.4 

［主题词］日本/外国関係/歴史 

［知识责任］林韑 著 

 

 

［正题名］道教と日本思想 

［第一责任人］福永光司著 

［出版者］徳間書店 

［出版日期］1985.4 

［附注内容］略年表·『道蔵』中の唐(五代)人著作一覧:p243～264 

［主题词］日本思想 

［主题词］中国思想 

［知识责任］福永光司 著 

 

 

［正题名］消された「帰化人」たち 

［第一责任人］鈴木武樹著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1976.11 

［主题词］帰化人 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］鈴木武樹 著 

 

 

［正题名］天皇制とキリスト者 

［第一责任人］飯沼二郎著 

［出版者］日本基督教団出版局 

［出版日期］1991.6 

［主题词］キリスト教/日本 

［主题词］キリスト教/朝鮮 

［主题词］天皇制 

［主题词］キリスト教と政治 

［主题词］天皇制 

［知识责任］飯沼二郎 著 

 

 

［正题名］近代日本の朝鮮認識 

［第一责任人］中塚明著 

［出版者］研文出版 

［出版日期］1993.2 

［丛编题名］研文選書 

［丛编题名］ケンブン センショ 52 



［主题词］日本/対外関係/朝鮮/歴史 

［主题词］日本/歴史/近代 

［知识责任］中塚明 著 

 

 

［正题名］全予測 90 年代の日本 

［第一责任人］牧野昇，三菱総合研究所[著] 

［出版者］ダイヤモンド社 

［出版日期］1989.9 

［主题词］未来論 

［主题词］日本/経済 

［主题词］日本/社会 

［主题词］日本/政治 

［知识责任］牧野昇 [著] 

 

 

［正题名］日·タイ交流六〇〇年史 

［第一责任人］石井米雄，吉川利治著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1987.8 

［附注内容］参考文献·日タイ交流史年表:p262～276 

［主题词］日本/外国関係/タイ/歴史 

［主题词］タイ/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］石井米雄 著 

［知识责任］吉川利治 著 

 

 

［正题名］日本社會の史的究明 

［第一责任人］歴史學研究會編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1949.3 

［正题名］日本歴史の真実 

［第一责任人］奥田三郎著 

［出版者］青銅書房 

［出版日期］1946.8 

［知识责任］奥田三郎 著 

 

 

［正题名］もっと知りたいタイ 

［第一责任人］綾部恒雄，永積昭編 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1982.9 

［丛编题名］もっと知りたい東南アジア 

［丛编题名］モット シリタイ トウナン アジア 綾部恒雄, 永積昭編 1 



［附注内容］初版第 刷(不明)より文献案内増補 

［附注内容］文献案内: p279-282 

［主题词］タイ 

［主题词］タイ 

［知识责任］綾部恒雄 编 

［知识责任］永積昭 编 

 

 

［正题名］いけん君が代 

［第一责任人］「君が代」訴訟をすすめる会[編] 

［出版者］阿吽社 

［出版日期］1987.2 

［丛编题名］あうん双書 

［丛编题名］アウン ソウショ 

［主题词］国歌 

 

 

［正题名］日本史の争点 

［第一责任人］和歌森太郎編 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1963 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］民主民族戦線と共産党 

［第一责任人］日本共産党中央委員会教育宣伝部編 

［出版者］暁明社 

［出版日期］1948 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

 

 

［正题名］戦略問題の要項 

［第一责任人］渡辺政之輔著 

［出版者］希望閣 

［出版日期］1952.7 

［主题词］マルクス主義 

［知识责任］渡辺政之輔 著 

 

 

［正题名］古代史の魅惑と危険 

［第一责任人］鈴木武樹著 

［出版者］亜紀書房 

［出版日期］1977.4 

［附注内容］古代の倭=日本と朝鮮半島諸国との関係(年表):p.361～369 



［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］鈴木武樹 著 

 

 

［正题名］異説·日本古代国家 

［第一责任人］加治木義博著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1973 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］加治木義博 著 

 

 

［正题名］アルバニア労働党史 

［第一责任人］アルバニア労働党中央委員会付属マルクス·レーニン主義研究所編 

［译者］日本アルバニア友好協会訳 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1974 

［附注内容］付録:アルバニア労働史は革命勝利の歴史である(ラミズ·アリア) 

［主题词］アルバニア勤労党 

 

 

［正题名］アルバニア労働党史 

［第一责任人］アルバニア労働党中央委員会付属マルクス·レーニン主義研究所編 

［译者］日本アルバニア友好協会訳 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1974 

［附注内容］付録:アルバニア労働党第 6 回大会におけるエンベル·ホッシァ第一書記の報

告 

［主题词］アルバニア勤労党 

 

 

［正题名］学生運動 

［第一责任人］武藤一羊編 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1969.9 

［丛编题名］現代革命の思想 

［丛编题名］ゲンダイ カクメイ ノ シソウ 8 

［主题词］革命 

［主题词］文化革命 

［知识责任］武藤一羊 编 

 

 

［正题名］精神現象學 



［第一责任人］ヘーゲル［著］ 

［译者］金子武藏譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.6 

［丛编题名］ヘーゲル全集 

［丛编题名］ヘーゲル ゼンシュウ 4 

［主题词］現象学 

［知识责任］ヘーゲル [著] 

［知识责任］Hegel [著] 

［次知识责任］金子武蔵 譯 

 

 

［正题名］精神現象學 

［第一责任人］ヘーゲル［著］ 

［译者］金子武藏譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941.3 

［丛编题名］ヘーゲル全集 

［丛编题名］ヘーゲル ゼンシュウ 5 

［主题词］現象学 

［知识责任］ヘーゲル [著] 

［知识责任］Hegel [著] 

［次知识责任］金子武蔵 譯 

 

 

［正题名］索引政治經濟大年表 

［第一责任人］東洋經濟研究所編 

［出版者］東洋經濟新報社 

［出版日期］1943.9 

［主题词］日本/社会/歴史/年表 

 

 

［正题名］索引政治經濟大年表 

［第一责任人］東洋經濟研究所編 

［出版者］東洋經濟新報社 

［出版日期］1943.9 

［主题词］日本/社会/歴史/年表 

 

 

［正题名］明治大正財政詳覽 

［第一责任人］東洋經濟新報社編 

［出版者］東洋經濟新報社 

［出版日期］1926.5 

［附注内容］『東洋経済新報』創刊 30 周年記念出版 



［主题词］日本/財政/統計 

［主题词］日本/財政/歴史/明治以後 

 

 

［正题名］明治大正国勢総覧 

［第一责任人］東洋経済新報社编 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1927.8 

［附注内容］東洋経済新報創刊 30 年記念出版第 2 輯 

［附注内容］折り込み図 1 枚 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］大論理学 

［第一责任人］鈴木権三郎，武市健人訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1946 

［丛编题名］ヘーゲル全集 

［丛编题名］ヘーゲル ゼンシュウ 第 8 

［知识责任］鈴木権三郎 訳 

［知识责任］武市健人 訳 

 

 

［正题名］歴史哲學 

［第一责任人］ヘーゲル著 

［译者］鈴木權三郎譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.11 

［丛编题名］ヘーゲル全集 

［丛编题名］ヘーゲル ゼンシュウ 10 

［主题词］歴史哲学 

［知识责任］ヘーゲル 著 

［知识责任］Hegel 著 

［知识责任］鈴木権三郎 譯 

 

 

［正题名］ニコマコス倫理學 

［第一责任人］アリストテレス[著] 

［译者］高田三郎譯 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1938.6 

［丛编题名］アリストテレス全集 

［丛编题名］アリストテレス ゼンシュウ 第 12 巻 

［附注内容］OR は訳者序による 



［主题词］倫理学 

［知识责任］アリストテレス [著] 

［知识责任］Aristotle [著] 

［次知识责任］高田三郎 

 

 

［正题名］歴史哲學 

［第一责任人］ヘーゲル［著］ 

［译者］武市健人訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954 

［丛编题名］ヘーゲル全集 

［丛编题名］ヘーゲル ゼンシュウ 10 

［附注内容］上巻: 第 19 刷(1995.4)にあたって諸版対照表が巻末に付された 

［知识责任］ヘーゲル  [著] 

［知识责任］Hegel [著] 

［次知识责任］武市健人 訳 

 

 

［正题名］美的教育論 

［第一责任人］シラー［著］ 

［译者］阿倍能成，高橋健二訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.8 

［丛编题名］哲學古典叢書 

［丛编题名］テツガク コテン ソウショ 8 美学論集 下巻 

［主题词］美術教育 

［知识责任］シラー [著] 

［知识责任］Schiller [著] 

［次知识责任］安倍能成 訳 

［次知识责任］高橋健二 訳 

 

 

［正题名］法哲學原理 

［第一责任人］デル·ヴェキオ著 

［译者］和田小次郎譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941.1 

［附注内容］原著第 3 版の翻訳 

［附注内容］デル·ヴェキオ先生著作表:巻末 p1-4 

［附注内容］參考文獻:巻末 p5-8 

［主题词］法哲学 

［知识责任］ヴェキオ 著 

［知识责任］Del Vecchio 著 



［次知识责任］和田小次郎 譯 

 

 

［正题名］二つの大戦 

［第一责任人］江口圭一著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1989.5 

［丛编题名］大系日本の歴史 

［丛编题名］タイケイ ニホン ノ レキシ 永原慶二[ほか]編 14 

［附注内容］巻末:折り込図(1 枚) 

［附注内容］年表:p374-377 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］永原慶二 編 

［知识责任］江口圭一 著 

 

 

［正题名］寺子屋 

［第一责任人］石川謙著 

［出版者］至文堂 

［出版日期］1960.2 

［丛编题名］日本歴史新書 

［丛编题名］ニホン レキシ シンショ 

［知识责任］石川謙 著 

 

 

［正题名］士魂商才 

［第一责任人］坂田吉雄著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1964.6 

［主题词］企業/歴史 

［知识责任］坂田吉雄 著 

 

 

［正题名］倒叙日本史 

［第一责任人］吉田東伍著 

［出版者］早稲田大學出版部 

［出版日期］1913.6 

［知识责任］吉田東伍 著 

 

 

［正题名］倒叙日本史 

［第一责任人］吉田東伍著 

［出版者］早稲田大學出版部 

［出版日期］1913.6 



［知识责任］吉田東伍 著 

 

 

［正题名］倒叙日本史 

［第一责任人］吉田東伍著 

［出版者］早稲田大學出版部 

［出版日期］1913.7 

［知识责任］吉田東伍 著 

 

 

［正题名］倒叙日本史 

［第一责任人］吉田東伍著 

［出版者］早稲田大學出版部 

［出版日期］1913.7 

［知识责任］吉田東伍 著 

 

 

［正题名］倒叙日本史 

［第一责任人］吉田東伍著 

［出版者］早稲田大學出版部 

［出版日期］1913.8 

［知识责任］吉田東伍 著 

 

 

［正题名］倒叙日本史 

［第一责任人］吉田東伍著 

［出版者］早稲田大學出版部 

［出版日期］1913.8 

［知识责任］吉田東伍 著 

 

 

［正题名］帝室制度史 

［第一责任人］帝國學士院編 

［出版者］ヘラルド社 

［出版日期］1942.3 

［主题词］皇室/歴史 

 

 

［正题名］帝室制度史 

［第一责任人］帝國學士院編 

［出版者］ヘラルド社 

［出版日期］1938.7 

［主题词］皇室/歴史 

 



 

［正题名］戦後の歴史学と歴史意識 

［第一责任人］遠山茂樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968.6 

［丛编题名］日本歴史叢書 

［丛编题名］ニホン レキシ ソウショ 

［附注内容］参考文献解説:p333～337 

［主题词］歴史学/歴史 

［知识责任］遠山茂樹 著 

 

 

［正题名］明治の文化 

［第一责任人］色川大吉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1970.4 

［丛编题名］日本歴史叢書 

［丛编题名］ニホン レキシ ソウショ 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［知识责任］色川大吉 著 

 

 

［正题名］日本近代国家の形成 

［第一责任人］原口清著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968.2 

［丛编题名］日本歴史叢書 

［丛编题名］ニホン レキシ ソウショ 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［主题词］日本/政治 

［知识责任］原口清 著 

 

 

［正题名］大正デモクラシー 

［第一责任人］松尾尊兌著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974.5 

［丛编题名］日本歴史叢書 

［丛编题名］ニホン レキシ ソウショ 

［附注内容］参考文献: p349-352 

［主题词］日本/政治/歴史/大正時代 

［主题词］日本/歴史/大正時代 

［知识责任］松尾尊兊 著 

 



 

［正题名］近世の庶民文化 

［第一责任人］高尾一彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968.3 

［丛编题名］日本歴史叢書 

［丛编题名］ニホン レキシ ソウショ 

［附注内容］参考文献解説: p323-328 

［主题词］日本/文化/歴史/江戸時代 

［知识责任］高尾一彦 著 

 

 

［正题名］日本上代史管見 

［第一责任人］末松保和著 

［出版者］笠井出版印刷社(印刷者) 

［出版日期］1963 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］末松保和 著 

 

 

［正题名］王朝政治史論 

［第一责任人］北山茂夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1970.4 

［丛编题名］日本歴史叢書 

［丛编题名］ニホン レキシ ソウショ 

［知识责任］北山茂夫 著 

 

 

［正题名］日本の中世社会 

［第一责任人］永原慶二著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968.5 

［丛编题名］日本歴史叢書 

［丛编题名］ニホン レキシ ソウショ 

［附注内容］参考文献解説:p337-343 

［知识责任］永原慶二 著 

 

 

［正题名］日本の中世国家 

［第一责任人］佐藤進一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.4 

［丛编题名］日本歴史叢書 



［丛编题名］ニホン レキシ ソウショ 

［主题词］日本/歴史/鎌倉時代 

［知识责任］佐藤進一 著 

 

 

［正题名］日本の古代文化 

［第一责任人］林屋辰三郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.12 

［丛编题名］日本歴史叢書 

［丛编题名］ニホン レキシ ソウショ 

［附注内容］付: 参考文献, 図版目録, 年表, 索引 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］林屋辰三郎 著 

 

 

［正题名］日本古代の国家と仏教 

［第一责任人］井上光貞著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.1 

［丛编题名］日本歴史叢書 

［丛编题名］ニホン レキシ ソウショ 

［主题词］日本/歴史/古代 

［主题词］仏教/日本/歴史/古代 

［主题词］日本/宗教/歴史 

［知识责任］井上光貞 著 

 

 

［正题名］日本の産業革命 

［第一责任人］大江志乃夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968.4 

［丛编题名］日本歴史叢書 

［丛编题名］ニホン レキシ ソウショ 

［主题词］日本/経済/歴史/明治時代 

［主题词］産業革命 

［知识责任］大江志乃夫 著 

 

 

［正题名］日本の古代国家 

［第一责任人］石母田正著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971 

［丛编题名］日本歴史叢書 



［丛编题名］ニホン レキシ ソウショ 

［知识责任］石母田正 著 

 

 

［正题名］アジアの変革と日本 

［第一责任人］佐々木隆爾編 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1979.8 

［丛编题名］体系·日本現代史 

［丛编题名］タイケイ ニホン ゲンダイシ 7 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］佐々木隆爾 編 

 

 

［正题名］戦争と国家独占資本主義 

［第一责任人］中村政則編 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1979 

［丛编题名］体系·日本現代史 

［丛编题名］タイケイ ニホン ゲンダイシ 4 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］国家独占資本主義 

［知识责任］中村政則 編 

 

 

［正题名］古代専制国家 

［第一责任人］門脇禎二，甘粕健著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1967.7 

［丛编题名］体系·日本歴史 

［丛编题名］タイケイ ニホン レキシ 第 1 巻 

［知识责任］門脇禎二 著 

［知识责任］甘粕健 著 

 

 

［正题名］荘園制社会 

［第一责任人］黒田俊雄著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1967.9 

［丛编题名］体系·日本歴史 

［丛编题名］タイケイ ニホン レキシ 第 2 巻 

［主题词］荘園 

［知识责任］黒田俊雄 著 

 



 

［正题名］大名領国制 

［第一责任人］永原慶二著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1967.8 

［丛编题名］体系·日本歴史 

［丛编题名］タイケイ ニホン レキシ 第 3 巻 

［主题词］封建制度 

［知识责任］永原慶二 著 

 

 

［正题名］幕藩体制 

［第一责任人］山口啓二，佐々木潤之介著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1971.12 

［丛编题名］体系·日本歴史 

［丛编题名］タイケイ ニホン レキシ 第 4 巻 

［附注内容］出版年を「昭和 45 年 12 月 15 日」とするものあり(1975 年出版第 7 刷の奥付) 

［主题词］幕藩体制 

［知识责任］佐々木潤之介 著 

［知识责任］山口啓二 著 

 

 

［正题名］明治国家 

［第一责任人］田中彰著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1967.10 

［丛编题名］体系·日本歴史 

［丛编题名］タイケイ ニホン レキシ 第 5 巻 

［知识责任］田中彰 著 

 

 

［正题名］日本帝国主義 

［第一责任人］藤原彰著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1968.5 

［丛编题名］体系·日本歴史 

［丛编题名］タイケイ ニホン レキシ 第 6 巻 

［主题词］帝国主義/日本 

［知识责任］藤原彰 著 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 



［出版者］日本国际联合协会 

［出版日期］1959 

［附注内容］外務省蔵版 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］日本国际联合协会 

［出版日期］1960 

［附注内容］外務省蔵版 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］日本国际联合协会 

［出版日期］1960.11 

［附注内容］外務省蔵版 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］日本国际联合协会 

［出版日期］1961.7 

［附注内容］外務省蔵版 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］日本国际联合协会 

［出版日期］1962.1 

［附注内容］外務省蔵版 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］日本国际联合协会 

［出版日期］1962.8 

［附注内容］外務省蔵版 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 



 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］日本国际联合协会 

［出版日期］1963.2 

［附注内容］外務省蔵版 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］日本国际联合协会 

［出版日期］1959 

［附注内容］本书结尾附录:p1-149。 

［附注内容］外務省蔵版 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］日本国际联合协会 

［出版日期］1961.3 

［附注内容］本书结尾附录:p1-149。 

［附注内容］外務省蔵版 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］日本国际联合协会 

［出版日期］1961.2 

［附注内容］本书附索引，附录。 

［附注内容］外務省蔵版 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］日本国际联合协会 

［出版日期］1961.11 

［附注内容］本书附索引，附录。 

［附注内容］外務省蔵版 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 



 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］日本国际联合协会 

［出版日期］1962.3 

［附注内容］本书附索引，附录。 

［附注内容］外務省蔵版 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］日本国际联合协会 

［出版日期］1963.1 

［附注内容］本书附索引，附录。 

［附注内容］外務省蔵版 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］日本国际联合协会 

［出版日期］1963.12 

［附注内容］本书附索引，附录。 

［附注内容］外務省蔵版 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］日本国际联合协会 

［出版日期］1961.3 

［附注内容］本书附索引，附录。 

［附注内容］外務省蔵版 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］日本国际联合协会 

［出版日期］1960.3 

［附注内容］别卷 

［附注内容］外務省蔵版 



［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］日本国际联合协会 

［出版日期］1960.8 

［附注内容］别卷 

［附注内容］外務省蔵版 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］百姓一揆の伝統 

［第一责任人］林基著 

［出版者］新評論 

［出版日期］1955 

［主题词］農民一揆 

［知识责任］林基 著 

 

 

［正题名］義民宗吾 

［第一责任人］横山健堂著 

［出版者］日東堂 

［出版日期］1916.12 

［知识责任］横山健堂 著 

 

 

［正题名］役箪笥から見た下小田切村 

［第一责任人］市川雄一郎著 

［出版者］南佐久教育會 

［出版日期］1935.2 

［主题词］南佐久郡長野県 

［知识责任］市川雄一郎 著 

 

 

［正题名］尾張漂流譚 

［第一责任人］服部聖多朗著 

［出版者］服部鉦太郎 

［出版日期］1941.9 

［知识责任］服部聖多朗 著 

 

 

［正题名］水野忠邦 

［第一责任人］北島正元著 



［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1969 

［丛编题名］人物叢書 

［丛编题名］ジンブツ ソウショ 日本歴史学会編 

［附注内容］略年譜,主要参考文献: p524-535 

［主题词］日本/歴史/江戸中期 

［知识责任］北島正元 著 

 

 

［正题名］高野長英傳 

［第一责任人］高野長運著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1943.1 

［附注内容］昭和 46.10 刊は第 2 増訂版第 3 刷, 1100 円 

［附注内容］高野長英年譜: p651-665 

［知识责任］高野長運 著 

 

 

［正题名］昭和天皇の戦争責任 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1989.5 

［附注内容］「天皇の戦争責任」(現代評論社 1975 年刊)の改題新版 

［主题词］戦争犯罪 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］天皇論 

［第一责任人］さらぎ徳二著 

［出版者］蜂起社 

［出版日期］1980.11 

［附注内容］編集:共産主義者同盟蜂起派 

［主题词］天皇制 

［知识责任］さらぎ徳二 著 

 

 

［正题名］天皇制国家の支配原理 

［第一责任人］藤田省三著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1974 

［主题词］天皇制 

［知识责任］藤田省三 著 

 

 



［正题名］天皇と昭和史 

［第一责任人］ねずまさし著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1974 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］ねずまさし 著 

 

 

［正题名］天皇論ノート 

［第一责任人］菅孝行著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1975 

［主题词］天皇制 

［知识责任］菅孝行 著 

 

 

［正题名］日本封建制の分析 

［第一责任人］帝国大学新聞社編 

［出版者］帝国大学新聞社出版部 

［出版日期］1947.8 

［主题词］封建制度 

 

 

［正题名］一揆·雲助·博徒 

［第一责任人］田村榮太郎著 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1935.3 

［知识责任］田村榮太郎 著 

 

 

［正题名］百姓一揆史談 

［第一责任人］黒正巖著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1929.10 

［主题词］農民一揆 

［知识责任］黒正巌 著 

 

 

［正题名］明治維新と地主制 

［第一责任人］歴史学研究会編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.4 

［主题词］明治維新 

 



 

［正题名］宇都宮黙霖 

［第一责任人］知切光歳著 

［出版者］日本電報通信社出版部 

［出版日期］1942.6 

［丛编题名］郷土偉人伝選書 

［丛编题名］キョウド イジンデン センショ 1 

［知识责任］知切光歳 著 

 

 

［正题名］北越草莽維新史 

［第一责任人］田中惣五郎著 

［出版者］武蔵野書房 

［出版日期］1943.4 

［主题词］明治維新 

［知识责任］田中惣五郎 著 

 

 

［正题名］相樂總三とその同志 

［第一责任人］長谷川伸著 

［出版者］新小説社 

［出版日期］1943.5 

［主题词］小説日本/小説集 

［知识责任］長谷川伸 著 

 

 

［正题名］日本政治思想史研究 

［第一责任人］丸山眞男著 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1952.12 

［附注内容］文献等の注:項末. 人名索引:巻末 

［主题词］政治思想 

［主题词］政治学/歴史 

［主题词］政治思想/日本/歴史 

［知识责任］丸山真男 著 

 

 

［正题名］近世日本人口の研究 

［第一责任人］関山直太郎著 

［出版者］龍吟社 

［出版日期］1948.6 

［主题词］日本/人口 

［知识责任］関山直太郎 著 

 



 

［正题名］日本吉利支丹史鈔 

［第一责任人］太田正雄著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1943.10 

［丛编题名］國民學術選書 

［丛编题名］コクミン ガクジュツ センショ 國民學術協會編 8 

［主题词］キリスト教/歴史 

［知识责任］太田正雄 著 

 

 

［正题名］高島秋帆 

［第一责任人］遠藤早泉著 

［出版者］健文社 

［出版日期］1942.7 

［知识责任］遠藤早泉 著 

 

 

［正题名］南蛮寺興廃記 

［第一责任人］比屋根安定編 

［出版者］警醒社書店 

［出版日期］1926 

［丛编题名］吉利支丹文庫 

［丛编题名］キリシタン ブンコ 比屋根安定編輯 第 2 輯 

［主题词］カトリック教/日本 

［知识责任］比屋根安定 編 

 

 

［正题名］日本中世の農民問題 

［第一责任人］鈴木良一著 

［出版者］校倉書房 

［出版日期］1971.9 

［丛编题名］歴史科学叢書 

［丛编题名］レキシ カガク ソウショ 

［主题词］日本/農業/歴史/中世 

［知识责任］鈴木良一 著 

 

 

［正题名］維新史八講と徳川政教考 

［第一责任人］吉田東伍著 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1918.7 

［主题词］明治維新 

［知识责任］吉田東伍 著 



 

 

［正题名］萩藩の財政と撫育 

［第一责任人］三坂圭治著 

［出版者］春秋社松柏館 

［出版日期］1944.10 

［丛编题名］春秋社歴史新書 

［丛编题名］シュンジュウシャ レキシ シンショ 

［知识责任］三坂圭治 著 

 

 

［正题名］島々は花綵 

［第一责任人］花崎皋平編著 

［出版者］社会評論社 

［出版日期］1990.11 

［丛编题名］思想の海へ 

［丛编题名］シソウ ノ ウミ エ 「解放と変革」 カイホウ ト ヘンカク 25 

［附注内容］編集·制作: NRK 出版部 

［附注内容］ブックガイド: p314-316 

［主题词］アイヌ 

［主题词］沖縄県 

［主题词］アイヌ/歴史 

［知识责任］花崎皋平 編著 

 

 

［正题名］自叙傳 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］世界評論社 

［出版日期］1947 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］自叙傳 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］世界評論社 

［出版日期］1947 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］自叙傳 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］世界評論社 

［出版日期］1947 

［知识责任］河上肇 著 



 

 

［正题名］自叙傳 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］世界評論社 

［出版日期］1948 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］池川年代記 

［第一责任人］竹本源治編 

［出版者］土佐史談會 

［出版日期］1953 

［附注内容］翻刻 

［主题词］池川町高知県 

［知识责任］竹本源治 編 

 

 

［正题名］名野川逃散記 

［第一责任人］竹本源治校訂 

［译者］平尾道雄閲 

［出版者］高知県立図書館 

［出版日期］1954.1 

［知识责任］竹本源治 校訂 

［次知识责任］平尾道雄 閲 

 

 

［正题名］因伯民乱太平記 

［第一责任人］咄聴堂集書先生著 

［译者］原田久美子校訂·編 

［出版者］關西地方史研究者協議會 

［出版日期］1953.10 

［附注内容］遡及 

［附注内容］底本: 文政 13 年写 鳥取図書館所蔵本 

［附注内容］年表: p67-83 

［主题词］農民一揆 

［主题词］鳥取県/歴史 

［知识责任］咄聴堂 著 

［次知识责任］原田久美子 校訂·編 

 

 

［正题名］伊那の百姓一揆 

［第一责任人］平沢清人著 

［出版者］伊那史学会 



［出版日期］1966 

［丛编题名］伊那文庫 

［丛编题名］イナ ブンコ 3 

［附注内容］遡及 

［主题词］農民一揆 

［知识责任］平沢清人 著 

 

 

［正题名］岡山縣古文書集 

［第一责任人］藤井駿，水野恭一郎共編 

［出版者］山陽図書出版 

［出版日期］1953.3 

［附注内容］備前安養寺文書ほか 6 篇 

［附注内容］共同印刷製本 

［知识责任］藤井駿 編 

［知识责任］水野恭一郎 編 

 

 

［正题名］土佐捕鯨史 

［第一责任人］伊豆川淺吉著 

［出版者］日本常民文化研究所 

［出版日期］1943.5 

［丛编题名］日本常民文化研究所彙報 

［丛编题名］ニホン ジョウミン ブンカ ケンキュウジョ イホウ 第 53 

［主题词］捕鯨 

［主题词］肉·肉製品/歴史 

［知识责任］伊豆川浅吉 著 

 

 

［正题名］土佐捕鯨史 

［第一责任人］伊豆川淺吉著 

［出版者］日本常民文化研究所 

［出版日期］1943.5 

［丛编题名］日本常民文化研究所彙報 

［丛编题名］ニホン ジョウミン ブンカ ケンキュウジョ イホウ 第 54 

［主题词］捕鯨 

［主题词］肉·肉製品/歴史 

［知识责任］伊豆川浅吉 著 

 

 

［正题名］白石正一郎日記 

［第一责任人］下関市市史編修委員会校訂 

［出版者］下関市役所 

［出版日期］1959.11 



［丛编题名］下関郷土資料 

［丛编题名］シモノセキ キョウド シリョウ 下関市市史編修委員会編 第 2 

［知识责任］白石正一郎 著 

 

 

［正题名］満洲事変 

［第一责任人］小林龍夫，島田俊彦編集·解説 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1964.4 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 7 

［主题词］満州事変 

［知识责任］小林龍夫 編集·解説 

［知识责任］島田俊彦 編集·解説 

 

 

［正题名］日中戦争 

［第一责任人］島田俊彦 [ほか] 解説 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1964.9 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 9 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］島田俊彦 解説 

 

 

［正题名］社会主義運動 

［第一责任人］山辺健太郎編·解説 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1965.10 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 16 

［主题词］社会主義/日本/歴史 

［知识责任］山辺健太郎 編·解説 

 

 

［正题名］図説経済白書 

［第一责任人］経済企画庁調査局編 

［出版者］至誠堂 

［出版日期］1970 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

 

 

［正题名］學問·思想の自由のために 



［第一责任人］日本學術會議編 

［出版者］北隆館 

［出版日期］1950.4 

［附注内容］編集担当は羽仁五郎 

［知识责任］亀山直人 著 

［知识责任］羽仁五郎 著 

［知识责任］大内兵衛 著 

［知识责任］坂田昌一 著 

［知识责任］末川博 著 

［知识责任］我妻栄 著 

 

 

［正题名］歴史學入門 

［第一责任人］ラングロア，セイニヨオボー共著 

［译者］高橋巳壽衞譯 

［出版者］人文閣 

［出版日期］1942.4 

［主题词］歴史学 

［知识责任］ラングロア 著 

［知识责任］Langlois 著 

［知识责任］セイニヨオボー 著 

［知识责任］Seignobos 著 

［次知识责任］高橋巳壽衞 譯 

 

 

［正题名］埋もれた巨像 

［第一责任人］上山春平著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.10 

［丛编题名］哲學叢書 

［丛编题名］テツガク ソウショ 

［主题词］日本/歴史/奈良時代 

［知识责任］上山春平 著 

 

 

［正题名］人相 

［第一责任人］ジョン·リゲット著 

［译者］山本明，池村六郎訳 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1977.12 

［主题词］人相 

［主题词］顔 

［主题词］化粧 

［知识责任］リゲット 著 



［知识责任］Liggett 著 

［次知识责任］山本明 訳 

［次知识责任］池村六郎 訳 

 

 

［正题名］歴史と現在 

［第一责任人］対談者:上田正昭ほか 12 名 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1975 

［丛编题名］松岡英夫対談 

［丛编题名］マツオカ ヒデオ タイダン 1 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］松岡英夫 著 

［知识责任］上田正昭 对谈者 

 

 

［正题名］新宿あづま 

［第一责任人］新宿あづまの会編 

［出版者］新宿あづまの会 

［出版者］審美社 (製作発売) 

［出版日期］1977.12 

［主题词］酒場 

 

 

［正题名］林房雄論 

［第一责任人］三島由紀夫著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1963 

［知识责任］三島由紀夫 著 

 

 

［正题名］東と西と 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.1 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］都市の論理 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］技術と人間 

［出版日期］1979.4 

［附注内容］「続」編の副書名:社会主義をどう考えるか 

［主题词］都市 



［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］生きられた家 

［第一责任人］多木浩二著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1976 

［主题词］建築 

［主题词］住宅 

［知识责任］多木浩二 著 

 

 

［正题名］洛陽燃ゆ 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1978.4 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］時間の風景 

［第一责任人］山田宗睦著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1977.5 

［知识责任］山田宗睦 著 

 

 

［正题名］世界人 17 人の提言 

［第一责任人］大江健三郎著 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1964 

［主题词］平和 

［知识责任］大江健三郎 著 

 

 

［正题名］関東軍 

［第一责任人］島田俊彦著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1965.10 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 81 

［主题词］関東軍 

［知识责任］島田俊彦 著 

 

 



［正题名］日中戦争 

［第一责任人］臼井勝美著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1967.5 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 133 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］臼井勝美 著 

 

 

［正题名］日韓外交資料集成 

［第一责任人］金正明編 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1964.5 

［附注内容］監修: 神川彦松 

［附注内容］保護及び併合録編 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 

［主题词］朝鮮/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］金正明 編 

［知识责任］神川彦松 監修 

 

 

［正题名］日韓外交資料集成 

［第一责任人］金正明編 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1962.9 

［附注内容］監修: 神川彦松 

［附注内容］甲申事変編,天津条約編 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 

［主题词］朝鮮/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］金正明 編 

［知识责任］神川彦松 監修 

 

 

［正题名］日韓外交資料集成 

［第一责任人］金正明編 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1963.12 

［附注内容］監修: 神川彦松 

［附注内容］日韓交渉事件録編 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 



［主题词］朝鮮/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］金正明 編 

［知识责任］神川彦松 監修 

 

 

［正题名］日韓外交資料集成 

［第一责任人］金正明編 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1964.11 

［附注内容］監修: 神川彦松 

［附注内容］日韓併合編 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 

［主题词］朝鮮/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］金正明 編 

［知识责任］神川彦松 監修 

 

 

［正题名］日韓外交資料集成 

［第一责任人］金正明編 

［出版者］巌南堂書店 

［出版日期］1964.11 

［附注内容］監修: 神川彦松 

［附注内容］日韓併合編 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 

［主题词］朝鮮/外国関係/日本/歴史 

［知识责任］金正明 編 

［知识责任］神川彦松 監修 

 

 

［正题名］政治經濟學批判 

［第一责任人］カール·マルクス著 

［译者］河上肇，宮川實訳 

［出版者］改造社 

［出版日期］1931 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［次知识责任］宮川実 訳 

［次知识责任］河上肇 訳 

 

 

［正题名］唯物史觀研究 

［第一责任人］河上肇著 



［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1921 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］歴史叙述の理論及び歴史 

［第一责任人］ベネデト·クロォチェ著 

［译者］羽仁五郎訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1926 

［主题词］歴史哲学 

［知识责任］クロォチェ 著 

［知识责任］Croce 著 

［次知识责任］羽仁五郎 訳 

 

 

［正题名］岩波基本六法 

［第一责任人］末川博編著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.11 

［附注内容］『学生六法全書』の改題 

［主题词］日本/法令 

［知识责任］末川博 編著 

 

 

［正题名］岩波基本六法 

［第一责任人］末川博編著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974.11 

［附注内容］『学生六法全書』の改題 

［主题词］日本/法令 

［知识责任］末川博 編著 

 

 

［正题名］岩波基本六法 

［第一责任人］末川博編著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1967.11 

［附注内容］『学生六法全書』の改題 

［主题词］日本/法令 

［知识责任］末川博 編著 

 

 

［正题名］岩波基本六法 



［第一责任人］末川博編著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1969.11 

［附注内容］『学生六法全書』の改題 

［主题词］日本/法令 

［知识责任］末川博 編著 

 

 

［正题名］岩波基本六法 

［第一责任人］末川博編著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.11 

［附注内容］『学生六法全書』の改題 

［主题词］日本/法令 

［知识责任］末川博 編著 

 

 

［正题名］日本政治裁判史録 

［第一责任人］我妻栄編集代表 

［出版者］第一法規出版 

［出版日期］1968.11 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代 

［主题词］法制史/日本/明治時代 

［主题词］訴訟記録 

［知识责任］我妻栄 編集 

 

 

［正题名］日本政治裁判史録 

［第一责任人］我妻栄編集代表 

［出版者］第一法規出版 

［出版日期］1969.2 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代 

［主题词］法制史/日本/明治時代 

［主题词］訴訟記録 

［知识责任］我妻栄 編集 

 

 

［正题名］日本政治裁判史録 

［第一责任人］我妻栄編集代表 

［出版者］第一法規出版 

［出版日期］1970.3 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代 

［主题词］法制史/日本/明治時代 

［主题词］訴訟記録 



［知识责任］我妻栄 編集 

 

 

［正题名］日本政治裁判史録 

［第一责任人］我妻栄編集代表 

［出版者］第一法規出版 

［出版日期］1969.8 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代 

［主题词］法制史/日本/明治時代 

［主题词］訴訟記録 

［知识责任］我妻栄 編集 

 

 

［正题名］岩波書店七十年 

［第一责任人］岩波書店編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.7 

［主题词］出版目録 

 

 

［正题名］平和と友好への道--軍縮 

［第一责任人］赫鲁晓夫著 

［出版者］ソビエト社会主義共和国連邦大使館 

［出版日期］1960.2 

［知识责任］赫鲁晓夫 著 

［知识责任］Khrushchev 著 

 

 

［正题名］日中アヘン戦争 

［第一责任人］江口圭一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 29 

［主题词］阿片 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］江口圭一 著 

 

 

［正题名］満州事変への道 

［第一责任人］馬場伸也著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1972.10 

［丛编题名］中公新書 



［丛编题名］チュウコウ シンショ 302 

［附注内容］参考文献:p.240-243 

［主题词］満州事変 

［知识责任］馬場伸也 著 

 

 

［正题名］台湾 

［第一责任人］戴國煇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 41 

［附注内容］巻末: 台湾史年表 (8p) 

［主题词］台湾 

［主题词］台湾/歴史 

［知识责任］戴国煇 著 

 

 

［正题名］韓国併合 

［第一责任人］海野福寿著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1995.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 388 

［附注内容］参考文献: p239-242 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 

［知识责任］海野福寿 著 

 

 

［正题名］日中戦争 

［第一责任人］古屋哲夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1985.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-302 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］古屋哲夫 著 

 

 

［正题名］日中 15 年戦争 

［第一责任人］黒羽清隆著 

［出版者］教育社 

［出版日期］1977 



［丛编题名］教育社歴史新書 

［丛编题名］キョウイクシャ レキシ シンショ 日本史 114 

［附注内容］発売:教育社出版サービス(東京) 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］黒羽清隆 著 

 

 

［正题名］日中 15 年戦争 

［第一责任人］黒羽清隆著 

［出版者］教育社 

［出版日期］1978 

［丛编题名］教育社歴史新書 

［丛编题名］キョウイクシャ レキシ シンショ 日本史 117 

［附注内容］発売:教育社出版サービス(東京) 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］黒羽清隆 著 

 

 

［正题名］日中 15 年戦争 

［第一责任人］黒羽清隆著 

［出版者］教育社 

［出版日期］1979 

［丛编题名］教育社歴史新書 

［丛编题名］キョウイクシャ レキシ シンショ 日本史 135 

［附注内容］発売:教育社出版サービス(東京) 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］黒羽清隆 著 

 

 

［正题名］青淵百話 

［第一责任人］澁澤榮一著 

［出版者］同文館 

［出版日期］1913.7 

［附注内容］澁澤榮一の肖像あり 

［附注内容］澁澤青淵先生小傳(大澤正道編): p[951]～1016 

［知识责任］澁澤榮一 著 

 

 

［正题名］高橋是清自傳 

［第一责任人］高橋是清著 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1936.2 

［知识责任］高橋是清 著 

 



 

［正题名］弱者を捨てる 

［第一责任人］阿部秀雄著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1978.7 

［主题词］社会福祉/アメリカ合衆国 

［主题词］精神薄弱児 

［知识责任］阿部秀雄 著 

 

 

［正题名］出版警察概観 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］龍渓書舎 

［出版日期］1981.1 

［主题词］出版法 

［主题词］出版/歴史 

 

 

［正题名］檻車墨河を渡る 

［第一责任人］藤沢周平著 

［出版者］文芸春秋 

［出版日期］1975 

［知识责任］藤沢周平 著 

 

 

［正题名］日本政黨の現勢 

［第一责任人］茗荷房吉著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1929.2 

［附注内容］著者の読み確定せず 

［主题词］政党 

［知识责任］茗荷房吉 著 

 

 

［正题名］中村太八郎傳 

［第一责任人］平野義太郎編 

［出版者］田中次郎 

［出版日期］1938.11 

［附注内容］年譜:p243-252 

［附注内容］日光書院(発売) 

［知识责任］平野義太郎 編 

 

 

［正题名］告白·回想 



［第一责任人］ハイネ著 

［译者］土井義信訳 

［出版者］改造社 

［出版日期］1939.12 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 1 部 第 179 篇 

［知识责任］ハイネ 著 

［知识责任］Heine 著 

［次知识责任］土井義信 訳 

 

 

［正题名］高人犬養木堂 

［第一责任人］内海信之著 

［出版者］文正堂出版部 

［出版日期］1924.6 

［附注内容］著者と犬養毅の肖像あり 

［知识责任］内海信之 著 

 

 

［正题名］朝鮮戦争の勃発 

［第一责任人］信夫清三郎著 

［出版者］福村出版 

［出版日期］1969 

［丛编题名］福村叢書 

［丛编题名］フクムラ ソウショ 

［主题词］朝鮮戦争 

［知识责任］信夫清三郎 著 

 

 

［正题名］樺太基本年表 

［第一责任人］北海道総務部行政資料室編 

［出版者］北海道 

［出版日期］1971.3 

［正题名］ソヴェト文化の新しい段階 

［第一责任人］ZhdanovAndreǐ Aleksandrovich 著 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］1950.1 

［知识责任］ZhdanovAndreǐ Aleksandrovich 著 

 

 

［正题名］にんげん 

［第一责任人］全国解放教育研究会編 

［出版者］明治図書 



［出版日期］1971.4 

［附注内容］02002019, 030512 ==>BN05188461 

 

 

［正题名］フリードリヒ エンゲルス傳 

［第一责任人］ステパーノワ著 

［译者］及川朝雄譯 

［出版者］ナウカ社 

［出版日期］1946 

［附注内容］標題紙の著者名表示(誤植): スパーノワ 

［知识责任］ステパーノワ 著 

［知识责任］StepanovaEvgenii Akimovna 著 

［次知识责任］及川朝雄 譯 

 

 

［正题名］咢堂自伝 

［第一责任人］尾崎行雄著 

［出版者］大阪時事新報社出版局 

［出版日期］1947.8 

［知识责任］尾崎行雄 著 

 

 

［正题名］木堂犬養毅 

［第一责任人］片山景雄編 

［出版者］日米評論社東京支局 

［出版日期］1932.8 

［知识责任］片山景雄 編 

 

 

［正题名］鞍馬天狗のおじさんは 

［第一责任人］竹中労著 

［出版者］白川書院 

［出版日期］1976.11 

［知识责任］竹中労 著 

 

 

［正题名］東京大空襲·戦災誌 

［第一责任人］『東京大空襲·戦災誌』編集委員会編，東京空襲を記録する会[編] 

［出版者］東京空襲を記録する会 

［出版日期］1973 

［正题名］横浜の空襲と戦災 

［第一责任人］横浜市，横浜の空襲を記録する会編 

［出版者］横浜の空襲を記録する会 

［出版日期］1975.6 



［主题词］太平洋戦争 

 

 

［正题名］横浜の空襲と戦災 

［第一责任人］横浜市，横浜の空襲を記録する会編 

［出版者］横浜の空襲を記録する会 

［出版日期］1977.4 

［主题词］太平洋戦争 

 

 

［正题名］横浜の空襲と戦災 

［第一责任人］横浜市，横浜の空襲を記録する会編 

［出版者］横浜の空襲を記録する会 

［出版日期］1977.4 

［主题词］太平洋戦争 

 

 

［正题名］横浜の空襲と戦災 

［第一责任人］横浜市，横浜の空襲を記録する会編 

［出版者］横浜の空襲を記録する会 

［出版日期］1975.4 

［主题词］太平洋戦争 

 

 

［正题名］哲学とは何か·イマヌエル·カント :『プレルーディエン』より 

［第一责任人］W·ウィデルバンド著 

［译者］河東涓訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1930.12 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 677 

［知识责任］ウィデルバンド 著 

［知识责任］Windelband 著 

［次知识责任］河東涓 訳 

 

 

［正题名］法の精神 

［第一责任人］モンテスキュー著 

［译者］宮澤俊義譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1928.1 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 177-180 

［主题词］法律学 



［知识责任］モンテスキュー 著 

［知识责任］Montesquieu 著 

［次知识责任］宮沢俊義 譯 

 

 

［正题名］法の精神 

［第一责任人］モンテスキュー著 

［译者］宮澤俊義譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1930.1 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 181-184 

［主题词］法律学 

［知识责任］モンテスキュー 著 

［知识责任］Montesquieu 著 

［次知识责任］宮沢俊義 譯 

 

 

［正题名］魅せられたる魂 

［第一责任人］ロマン·ロラン作 

［译者］宮本正清訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1942.5 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤-2531-2533 

［知识责任］ロラン 作 

［知识责任］Rolland 作 

［次知识责任］宮本正清 訳 

 

 

［正题名］魅せられたる魂 

［第一责任人］ロマン·ロラン作 

［译者］宮本正清訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1942.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤-2527-2530 

［知识责任］ロラン 作 

［知识责任］Rolland 作 

［次知识责任］宮本正清 訳 

 

 

［正题名］魅せられたる魂 

［第一责任人］ロマン·ロラン作 



［译者］宮本正清訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1942.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤-2534-2537 

［知识责任］ロラン 作 

［知识责任］Rolland 作 

［次知识责任］宮本正清 訳 

 

 

［正题名］萬葉集 

［第一责任人］高木市之助，五味智英，大野晋校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.5 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 7 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［知识责任］高木市之助 校注 

［知识责任］五味智英 校注 

［知识责任］大野晋 校注 

 

 

［正题名］萬葉集 

［第一责任人］高木市之助，五味智英，大野晋校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.10 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 6 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［知识责任］高木市之助 校注 

［知识责任］五味智英 校注 

［知识责任］大野晋 校注 

 

 

［正题名］萬葉集 

［第一责任人］高木市之助，五味智英，大野晋校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.9 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 5 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［知识责任］高木市之助 校注 

［知识责任］五味智英 校注 

［知识责任］大野晋 校注 



 

 

［正题名］萬葉集 

［第一责任人］高木市之助，五味智英，大野晋校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.5 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 4 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［知识责任］高木市之助 校注 

［知识责任］五味智英 校注 

［知识责任］大野晋 校注 

 

 

［正题名］源氏物語 

［第一责任人］山岸徳平校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.1 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 14 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［主题词］源氏物語 

［知识责任］山岸徳平 校注 

［次知识责任］高木市之助 監修 

 

 

［正题名］源氏物語 

［第一责任人］山岸徳平校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.5 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 15 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［主题词］源氏物語 

［知识责任］山岸徳平 校注 

［次知识责任］高木市之助 監修 

 

 

［正题名］荻生徂徠 

［第一责任人］吉川幸次郎，丸山真男，西田太一郎[ほか] 校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.4 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 36 



［附注内容］荻生徂徠年譜: p607-615 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］吉川幸次郎 校注 

［知识责任］丸山真男 校注 

［知识责任］西田太一郎 校注 

［知识责任］荻生徂徠 著 

 

 

［正题名］徂徠學派 

［第一责任人］頼惟勤校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.4 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 37 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］挿図(1 図)あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］頼惟勤 校注 

 

 

［正题名］風土記 

［第一责任人］秋本吉郎校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.4 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 2 

［附注内容］監修:高木市之助ほか 

［附注内容］折込み図 5 枚 

［主题词］風土記 

［知识责任］秋本吉郎 校注 

 

 

［正题名］落窪物語 

［第一责任人］松尾聰校注 

［第一责任人］寺本直彦校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.8 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 13 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［知识责任］松尾聰 校注 

［知识责任］寺本直彦 校注 

 



 

［正题名］中国の農村と日本の農村 

［第一责任人］菅沼正久編著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1971 

［主题词］農村/中国 

［主题词］農民運動/中国 

［知识责任］菅沼正久 編著 

 

 

［正题名］中国革命史 

［第一责任人］岩村三千夫著 

［出版者］青年出版社 

［出版日期］1968 

［丛编题名］現代中国教室 

［丛编题名］ゲンダイ チュウゴク キョウシツ 1 

［知识责任］岩村三千夫 著 

 

 

［正题名］河上肇 

［第一责任人］杉原四郎，一海知義著 

［出版者］新評論 

［出版日期］1979.10 

［附注内容］参考文献·河上肇年譜:p302～320 

［知识责任］杉原四郎 著 

［知识责任］一海知義 著 

 

 

［正题名］河上肇の人間像 

［第一责任人］天野敬太郎，野口務編 

［出版者］図書新聞社 

［出版日期］1968.6 

［丛编题名］図書新聞双書 

［丛编题名］トショ シンブン ソウショ 7 

［知识责任］天野敬太郎 編 

［知识责任］野口務 編 

 

 

［正题名］家畜系統史 

［第一责任人］コンラット·ケルレル著 

［译者］加茂儀一譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.5 

［丛编题名］岩波文庫 



［丛编题名］イワナミ ブンコ 1176ー1177, 青(33)-935-1 

［知识责任］ケルレル 著 

［知识责任］Keller 著 

［次知识责任］加茂儀一 譯 

 

 

［正题名］女の歴史 

［第一责任人］松島栄一編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1955 

［丛编题名］河出新書 

［丛编题名］カワデ シンショ 83 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］婦人/小説集 

［知识责任］松島栄一 編 

 

 

［正题名］ジャングルブック 

［第一责任人］キップリング作 

［译者］中村爲治譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1400-1401a 

［知识责任］キップリング 作 

［知识责任］Kipling 作 

［次知识责任］中村為治 譯 

 

 

［正题名］どん底 

［第一责任人］ゴーリキイ作 

［译者］中村白葉譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1936.2 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1268ー1268a 

［知识责任］ゴーリキイ 作 

［知识责任］GorˊkiǐMaksim 作 

［次知识责任］中村白葉 譯 

 

 

［正题名］社会詩集 

［第一责任人］ハイネ著 

［译者］生田春月訳 



［出版者］改造社 

［出版日期］1933 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 2 部 第 216 篇 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［知识责任］ハイネ 著 

［知识责任］Heine 著 

［次知识责任］生田春月 訳 

 

 

［正题名］白黒年代記 

［第一责任人］コムパーニ著 

［译者］杉浦明平譯 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1948.7 

［丛编题名］世界古典文庫 

［丛编题名］セカイ コテン ブンコ 32 

［知识责任］コムパーニ 著 

［知识责任］Compagni 著 

［次知识责任］杉浦明平 譯 

 

 

［正题名］處女地 

［第一责任人］ツルゲーネフ作 

［译者］湯淺芳子譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1936.7 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤-1316-1317 

［知识责任］ツルゲーネフ 作 

［知识责任］Turgenev 作 

［次知识责任］湯浅芳子 譯 

 

 

［正题名］戰爭論 

［第一责任人］クラウゼビィツツ著 

［译者］馬込健之助譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.2 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 860-867 

［附注内容］Vom Kriege.の翻訳 

［知识责任］クラウゼビィツツ 著 

［知识责任］Clausewitz 著 



［次知识责任］馬込健之助 譯 

 

 

［正题名］方丈記 

［第一责任人］［鴨長明著］ 

［译者］西尾實校注 

［第一责任人］［吉田兼好著］ 

［译者］西尾實校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.6 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 30 

［附注内容］監修:高木市之助ほか 

［知识责任］鴨長明 [著] 

［知识责任］吉田兼好 [著] 

［次知识责任］西尾實 校注 

［次知识责任］高木市之助 監修 

 

 

［正题名］浮世風呂 

［第一责任人］中村通夫校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.9 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 63 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［知识责任］中村通夫 校注 

［次知识责任］高木市之助 監修 

 

 

［正题名］春色梅兒譽美 

［第一责任人］中村幸彦校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.8 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 64 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［知识责任］中村幸彦 校注 

［次知识责任］高木市之助 監修 

 

 

［正题名］大鏡 

［第一责任人］松村博司校注 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1960.9 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 21 

［附注内容］監修:高木市之助ほか 

［主题词］大鏡 

［知识责任］松村博司 校注 

［次知识责任］高木市之助 監修 

 

 

［正题名］新古今和歌集 

［第一责任人］久松潜一，山崎敏夫，後藤重郎校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.2 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 28 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［主题词］新古今和歌集 

［知识责任］久松潜一 校注 

［知识责任］山崎敏夫 校注 

［知识责任］後藤重郎 校注 

［次知识责任］高木市之助 監修 

 

 

［正题名］太平記 

［第一责任人］後藤丹治，釜田喜郎校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.1 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 34 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［主题词］太平記 

［知识责任］後藤丹治 校注 

［知识责任］釜田喜郎 校注 

 

 

［正题名］近世科學思想 

［第一责任人］広瀬秀雄, 中山茂, 大塚敬節校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.8 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 63 

［附注内容］参考文献:下: p543-545 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］挿図あり 



［主题词］日本思想 

［主题词］農学/歴史 

［主题词］科学思想 

［知识责任］広瀬秀雄 校注 

［知识责任］中山茂 校注 

［知识责任］大塚敬節 校注 

 

 

［正题名］今昔物語集 

［第一责任人］山田孝雄[ほか]校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.3 

［丛编题名］日本古典文学大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 22 

［主题词］今昔物語 

［知识责任］山田孝雄 校注 

［知识责任］山田忠雄 校注 

［知识责任］山田英雄 校注 

［知识责任］山田俊雄 校注 

 

 

［正题名］今昔物語集 

［第一责任人］山田孝雄[ほか]校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.4 

［丛编题名］日本古典文学大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 23 

［主题词］今昔物語 

［知识责任］山田孝雄 校注 

［知识责任］山田忠雄 校注 

［知识责任］山田英雄 校注 

［知识责任］山田俊雄 校注 

 

 

［正题名］今昔物語集 

［第一责任人］山田孝雄[ほか]校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.3 

［丛编题名］日本古典文学大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 24 

［主题词］今昔物語 

［知识责任］山田孝雄 校注 

［知识责任］山田忠雄 校注 

［知识责任］山田英雄 校注 



［知识责任］山田俊雄 校注 

 

 

［正题名］今昔物語集 

［第一责任人］山田孝雄[ほか]校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.3 

［丛编题名］日本古典文学大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 25 

［主题词］今昔物語 

［知识责任］山田孝雄 校注 

［知识责任］山田忠雄 校注 

［知识责任］山田英雄 校注 

［知识责任］山田俊雄 校注 

 

 

［正题名］今昔物語集 

［第一责任人］山田孝雄[ほか]校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.5 

［丛编题名］日本古典文学大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 26 

［主题词］今昔物語 

［知识责任］山田孝雄 校注 

［知识责任］山田忠雄 校注 

［知识责任］山田英雄 校注 

［知识责任］山田俊雄 校注 

 

 

［正题名］洋學 

［第一责任人］沼田次郎，松村明，佐藤昌介校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.11 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 64 

［附注内容］参考文献:下: p526-527 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］挿図あり 

［主题词］洋学 

［主题词］日本思想 

［知识责任］沼田次郎 校注 

［知识责任］松村明 校注 

［知识责任］佐藤昌介 校注 

 



 

［正题名］洋學 

［第一责任人］沼田次郎，松村明，佐藤昌介校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.6 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 65 

［附注内容］参考文献:下: p526-527 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］挿図あり 

［主题词］洋学 

［主题词］日本思想 

［知识责任］沼田次郎 校注 

［知识责任］松村明 校注 

［知识责任］佐藤昌介 校注 

 

 

［正题名］平家物語 

［第一责任人］高木市之助 [ほか] 校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.2 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 32 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［主题词］平家物語 

［知识责任］高木市之助 校注 

 

 

［正题名］平家物語 

［第一责任人］高木市之助 [ほか] 校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.11 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 33 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［主题词］平家物語 

［知识责任］高木市之助 校注 

 

 

［正题名］日本近代化の基礎過程 

［第一责任人］中西洋著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1982.6 

［丛编题名］東京大学産業経済研究叢書 



［丛编题名］トウキョウ ダイガク サンギョウ ケイザイ ケンキュウ ソウショ 

［主题词］日本/経済/歴史/明治時代 

［主题词］三菱重工業株式会社.長崎造船所/歴史 

［主题词］労使関係/歴史 

［知识责任］中西洋 著 

 

 

［正题名］明治憲法成立史 

［第一责任人］稻田正次著 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1962.1 

［主题词］憲法/日本/歴史 

［知识责任］稲田正次 著 

 

 

［正题名］一代華族論 

［第一责任人］板垣退助論著 

［出版者］社會政策社 

［出版日期］1912.11 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］板垣退助 论著 

 

 

［正题名］日本憲政史大綱 

［第一责任人］尾佐竹猛著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1938.1 

［主题词］憲法/日本/歴史 

［主题词］議会政治/歴史 

［知识责任］尾佐竹猛 著 

 

 

［正题名］日本憲政史大綱 

［第一责任人］尾佐竹猛著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1939.11 

［主题词］憲法/日本/歴史 

［主题词］議会政治/歴史 

［知识责任］尾佐竹猛 著 

 

 

［正题名］明治憲法成立史 

［第一责任人］稻田正次著 

［出版者］有斐閣 



［出版日期］1960.4 

［主题词］憲法/日本/歴史 

［知识责任］稲田正次 著 

 

 

［正题名］田中正造の生涯 

［第一责任人］田中正造 [著] 

［译者］木下尚江編 

［出版者］文化資料調査会 

［出版日期］1966.4 

［附注内容］昭和 3 年(国民図書刊)の複刻版 

［附注内容］田中正造年譜: p770-777 

［知识责任］田中正造 [著] 

［次知识责任］木下尚江 編 

 

 

［正题名］地方官会議傍聴録 

［第一责任人］明治史料研究联络会編 

［出版者］明治史料研究联络会 

［出版日期］1878.4 

［丛编题名］明治史料 第五集 

 

 

［正题名］地方官会議傍聴録 

［第一责任人］明治史料研究联络会編 

［出版者］明治史料研究联络会 

［出版日期］1878.4 

［丛编题名］明治史料 第五集 

 

 

［正题名］自由黨員名簿 

［第一责任人］佐藤誠朗，原口敬明，永井秀夫編 

［出版者］明治史料研究連絡会 

［出版日期］1955 

［丛编题名］明治史料 

［丛编题名］メイジ シリョウ 第 1 集 

［附注内容］謄写版 

［附注内容］附:自由党会員名簿,立憲政党名簿 

［主题词］日本/議会/歴史/史料 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代/史料 

［知识责任］佐藤誠朗 編 

［知识责任］原口敬明 編 

［知识责任］永井秀夫 編 

 



 

［正题名］板垣退助全集 

［第一责任人］板垣守正編纂 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1931.11 

［附注内容］図版あり 

［主题词］政治 

［知识责任］板垣退助 著 

［知识责任］板垣守正 編纂 

 

 

［正题名］自由黨大阪事件 

［第一责任人］石川諒一，玉水常治共編 

［出版者］自由黨大阪事件出版局 

［出版日期］1933.4 

［主题词］大阪事件 

［知识责任］石川諒一 編 

［知识责任］玉水常治 編 

 

 

［正题名］明治憲政經濟史論 

［第一责任人］国家学会編 

［出版者］国家学会 

［出版日期］1919.4 

［附注内容］発売:有斐閣 

 

 

［正题名］明治政治史点描 

［第一责任人］尾佐竹猛著 

［出版者］育生社 

［出版日期］1938 

［丛编题名］日本政治·経済研究叢書 

［丛编题名］ニホン セイジ ケイザイ ケンキュウ ソウショ 8 

［知识责任］尾佐竹猛 著 

 

 

［正题名］開國五十年史 

［第一责任人］大隈重信撰 

［译者］副島八十六編 

［出版者］開國五十年史發行所 

［出版日期］1907.12 

［附注内容］明治天皇ほかの肖像あり 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［知识责任］大隈重信 撰 



［次知识责任］副島八十六 編 

 

 

［正题名］開國五十年史 

［第一责任人］大隈重信撰 

［译者］副島八十六編 

［出版者］開國五十年史發行所 

［出版日期］1908.2 

［附注内容］明治天皇ほかの肖像あり 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［知识责任］大隈重信 撰 

［次知识责任］副島八十六 編 

 

 

［正题名］大卒女性 100 万人時代 

［第一责任人］富士谷あつ子，上杉孝実編 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1982.10 

［主题词］婦人労働 

［主题词］婦人教育 

［知识责任］冨士谷あつ子 編 

［知识责任］上杉孝実 編 

 

 

［正题名］あたりまえの女たちの出発 

［第一责任人］富士谷あつ子著 

［出版者］ミネルヴァ書房 

［出版日期］1984.4 

［丛编题名］シリーズ「女·いま生きる」 

［丛编题名］シリーズ オンナ イマ イキル 6 

［主题词］婦人 

［知识责任］冨士谷あつ子 著 

 

 

［正题名］入門女性解放論 

［第一责任人］一番ケ瀬康子編 

［出版者］亜紀書房 

［出版日期］1975.11 

［主题词］婦人問題 

［知识责任］一番ヶ瀬康子 編 

 

 

［正题名］地域と文化 

［第一责任人］田村貞雄著 



［出版者］青木書店 

［出版日期］1996.5 

［丛编题名］新編日本史をみなおす 

［丛编题名］シンペン ニホンシ オ ミナオス 田村貞雄著 1 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］田村貞雄 著 

 

 

［正题名］解放の教育と集団主義 

［第一责任人］中村拡三著 

［出版者］汐文社 

［出版日期］1963.12 

［主题词］同和教育 

［知识责任］中村拡三 著 

 

 

［正题名］女性年鑑 

［第一责任人］婦人文化協会編 

［出版者］雄文社書センター 

［出版日期］1950.1 

［附注内容］昭和 25 年度版:全国婦人団体録,全日本婦人録 

［附注内容］責任監修:阿部眞之助、新妻イト、神近市子 

［主题词］婦人問題/歴史 

 

 

［正题名］蔡温選集 

［第一责任人］沖縄歴史研究会編 

［出版者］星印刷出版部 

［出版日期］1967.5 

［附注内容］内容:家内物語,教条,農務帳,簑翁片言,独物語,醒夢要論,自叙伝,図治要伝,

俗習要論 

［附注内容］巻末:蔡温年譜 

［主题词］琉球/歴史 

［知识责任］蔡温 著 

 

 

［正题名］名護市史 

［第一责任人］名護市史編さん委員会編 

［出版者］名護市 

［出版日期］1981 

［丛编题名］近代历史统计资料集 

 

 

［正题名］沖繩歴史物語 



［第一责任人］山里永吉著 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1967.4 

［附注内容］琉球歴史年表:p361-369 

［主题词］沖縄県/歴史 

［知识责任］山里永吉 著 

 

 

［正题名］日本女性史 

［第一责任人］女性史総合研究会編 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1982.4 

［主题词］婦人/歴史 

［主题词］日本/歴史/古代 

［主题词］日本/歴史/中世 

［主题词］日本/歴史/江戸時代 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

 

 

［正题名］日本女性史 

［第一责任人］女性史総合研究会編 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1982.2 

［主题词］婦人/歴史 

［主题词］日本/歴史/古代 

［主题词］日本/歴史/中世 

［主题词］日本/歴史/江戸時代 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

 

 

［正题名］日本女性史 

［第一责任人］女性史総合研究会編 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1982.5 

［主题词］婦人/歴史 

［主题词］日本/歴史/古代 

［主题词］日本/歴史/中世 

［主题词］日本/歴史/江戸時代 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

 

 



［正题名］差別の論理と解放の思想 

［第一责任人］村越末男著 

［出版者］明治図書出版 

［出版日期］1972.11 

［主题词］部落問題 

［知识责任］村越末男 著 

 

 

［正题名］婦人労働の実情 

［第一责任人］労働省婦人少年局編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1978.10 

［主题词］婦人労働 

 

 

［正题名］女の文化人類学 

［第一责任人］綾部恒雄編 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1982.3 

［附注内容］執筆: 原ひろ子 [ほか] 

［主题词］文化人類学 

［主题词］婦人 

［知识责任］綾部恒雄 編 

［次知识责任］原ひろ子 執筆 

 

 

［正题名］日本婚姻史 

［第一责任人］高群逸枝著 

［出版者］至文堂 

［出版日期］1963.5 

［丛编题名］日本歴史新書 

［丛编题名］ニホン レキシ シンショ 104 

［主题词］婚姻/歴史 

［主题词］婚姻/日本/歴史 

［知识责任］高群逸枝 著 

 

 

［正题名］解放理論の創造 

［第一责任人］部落解放同盟中央本部編 

［出版者］部落解放同盟中央出版局 

［出版日期］1972.11 

［附注内容］部落解放研究第 6 回全国集会報告書 

［主题词］部落問題 

 



 

［正题名］沖繩からの報告 

［第一责任人］瀬長亀次郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-353 

［知识责任］瀬長亀次郎 著 

 

 

［正题名］日本の婦人問題 

［第一责任人］村上信彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-62 

［主题词］婦人問題/歴史 

［主题词］婦人/歴史 

［知识责任］村上信彦 著 

 

 

［正题名］沖縄戦後史 

［第一责任人］中野好夫，新崎盛暉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-981 

［附注内容］表紙·背のシリーズ番号: B122 

［附注内容］沖縄戦後史略年表: 巻末 

［主题词］戦災復興/沖縄県 

［知识责任］中野好夫 著 

［知识责任］新崎盛暉 著 

 

 

［正题名］沖縄·70 年前後 

［第一责任人］中野好夫，新崎盛暉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1970.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-761 

［主题词］琉球問題 

［知识责任］中野好夫 著 

［知识责任］新崎盛暉 著 

 



 

［正题名］沖繩 

［第一责任人］比嘉春潮，霜多正次，新里恵二著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-474 

［附注内容］18 刷(1996.9):復刊にさいして(p.221-222)が追加 

［主题词］沖繩県/歴史 

［知识责任］比嘉春潮 著 

［知识责任］霜多正次 著 

［知识责任］新里恵二 著 

 

 

［正题名］全軍労反戦派 

［第一责任人］沖縄県反戦青年委員会編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1970 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 

［主题词］反戦青年委員会 

 

 

［正题名］未解放部落の起源 

［第一责任人］落合重信著 

［出版者］神戸学術出版 

［出版日期］1978.8 

［丛编题名］神戸学術叢書 

［丛编题名］コウベ ガクジュツ ソウショ 3 

［主题词］部落問題/歴史 

［知识责任］落合重信 著 

 

 

［正题名］天保九年赤間関人別帳 

［第一责任人］下関市市史編修委員会校訂 

［出版者］下関市役所 

［出版日期］1959 

［丛编题名］下関郷土資料 

［丛编题名］シモノセキ キョウド シリョウ 下関市市史編修委員会編 1 

［主题词］下関市 

 

 

［正题名］日本教育百年史談 

［第一责任人］相澤煕著 



［出版者］学芸図書 

［出版日期］1952.6 

［知识责任］相澤煕 著 

 

 

［正题名］大村益次郎 

［第一责任人］絲屋寿雄著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.7 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 257 

［附注内容］付:参考文献,年表 

［知识责任］絲屋寿雄 著 

 

 

［正题名］幕末貿易史 

［第一责任人］山口和雄著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1943.10 

［知识责任］山口和雄 著 

 

 

［正题名］幕末貿易史の研究 

［第一责任人］石井孝著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1944.6 

［丛编题名］日本歴史学大系 

［丛编题名］ニホン レキシガク タイケイ 第 4 巻 

［附注内容］巻末:年表·索引 

［知识责任］石井孝 著 

 

 

［正题名］近世封建社會史論 

［第一责任人］奈良本辰也 [著] 

［出版者］要書房 

［出版日期］1952.5 

［附注内容］標題著者名: 奈良本達也(誤植?) 

［知识责任］奈良本辰也 [著] 

 

 

［正题名］江戸時代史論 

［第一责任人］日本歴史地理學會編 

［出版者］仁友社 

［出版日期］1915.10 



［正题名］鈴木雅之研究 

［第一责任人］伊藤至郎著 

［出版者］「鈴木雅之研究」刊行会 

［出版者］青木書店 (発売) 

［出版日期］1972.10 

［附注内容］限定版 

［附注内容］鈴木雅之年譜: p329-331 

［知识责任］伊藤至郎 著 

 

 

［正题名］佐久地方江戸時代の農村生活 

［第一责任人］市川雄一郎著 

［译者］市川雄一郎先生遺稿刊行会編 

［出版者］市川雄一郎先生遺稿刊行会 

［出版日期］1955.8 

［主题词］南佐久郡長野県 

［主题词］北佐久郡長野県 

［知识责任］市川雄一郎 著 

 

 

［正题名］近世日本農業の構造 

［第一责任人］古島敏雄著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1943.7 

［丛编题名］日本歴史学大系 

［丛编题名］ニホン レキシガク タイケイ 第 3 巻 

［附注内容］巻末: 索引:事項·論点索引,引用書·引用論文索引 

［知识责任］古島敏雄 著 

 

 

［正题名］近世經濟史の研究 

［第一责任人］藤田五郎著 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1953.10 

［主题词］日本/経済/歴史/江戸時代 

［知识责任］藤田五郎 著 

 

 

［正题名］日本封建都市研究 

［第一责任人］原田伴彦著 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1957.2 

［主题词］日本/歴史/中世 

［主题词］日本/歴史/近世 



［主题词］都市/歴史 

［知识责任］原田伴彦 著 

 

 

［正题名］江戸幕府の権力構造 

［第一责任人］北島正元著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.9 

［附注内容］年表: p659-702 

［知识责任］北島正元 著 

 

 

［正题名］維新農村社會史論 

［第一责任人］小野武夫著 

［出版者］刀江書院 

［出版日期］1932.2 

［附注内容］付: 維新後に於ける農政經濟年表 

［主题词］明治維新 

［知识责任］小野武夫 著 

 

 

［正题名］化政文化の研究 

［第一责任人］林屋辰三郎編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976 

［丛编题名］京都大学人文科学研究所報告 

［丛编题名］キョウト ダイガク ジンブン カガク ケンキュウジョ ホウコク 

［附注内容］内容:時 化政文化の歴史的位置(林屋辰三郎) 化政文化の前提(熊倉功夫) 「藩」

国家への道(横山俊夫) 場 都市の動向(森谷尅久) 江戸の文化(芳賀登) 都市生活と家(浜

田啓介) 江戸の歌舞伎興行界(守屋毅) 浮世絵における化政(赤井達郎) 京都の文化社会

(宗政五十緒) 『八犬伝』と『三銃士』(多田道太郎) 形 序説としての化政文化の構図(吉

田光邦) 儒学における化政(衣笠安喜) 合理的農学思想の形成(飯沼二郎) 民俗と音楽(藤

井知昭) 養生論の文化(樺山紘一) 思考の様式(飛鳥井雅道) 化政文化年表 

［主题词］日本/文化/歴史/江戸時代 

［主题词］日本/歴史/江戸中期 

［知识责任］林屋辰三郎 編 

 

 

［正题名］近世伝統文化論 

［第一责任人］林屋辰三郎著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1974.7 

［主题词］日本/文化/歴史/近世 

［主题词］芸術日本/歴史 



［主题词］日本/歴史/近世 

［知识责任］林屋辰三郎 著 

 

 

［正题名］幕末風聞探索書 

［第一责任人］井伊正弘編 

［出版者］雄山閣 

［出版日期］1999 

［附注内容］昭和 42 年雄山閣出版の復刻 

［知识责任］井伊正弘 編 

 

 

［正题名］徳川封建經濟の研究 

［第一责任人］高橋亀吉著 

［出版者］先進社 

［出版日期］1932.4 

［知识责任］高橋亀吉 著 

 

 

［正题名］東湖全集 

［第一责任人］藤田東湖著 

［译者］菊池謙二郎編 

［出版者］博文館 

［出版日期］1940 

［知识责任］藤田東湖 著 

［次知识责任］菊池謙二郎 編 

 

 

［正题名］資本主義社会の形成 

［第一责任人］大塚久雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1969.5 

［丛编题名］大塚久雄著作集 

［丛编题名］オオツカ ヒサオ チョサクシュウ 大塚久雄著 第 5 巻 

［附注内容］5 巻の内容:局地的市場圏 資本主義の形成, 資本主義発展の起点における市

場構造-経済史からみた「地域」の問題,近代化の歴史的起点-とくに市場構造の観点からす

る序論-,リーランドの『紀行』に見えたる当時の社会的分業の状態-マニュファクチャー開

始点における国内市場の地域性について(大塚久雄,吉岡昭彦) 紹介 アンリ·ピレンヌ「中

世における大輸出産業·フランスの葡萄酒」 農民層の分解 「農民層の分解」に関する基

礎的考察 解説 戸谷敏之著『イギリス·ヨーマンの研究』はしがき,戸谷敏之氏の論文「イ

ギリスヨーマンの研究」について マニュファクチャー論 マニュファクチャーの検出-いか

にして史実のうちからマニュファクチャーを検出するか-マニュファクチャーの歴史的形

態-,マニュファクチャーの経営様式-とくに問屋制度との絡み合いに関連して- 書評·紹介 

山口隆二著『日本の時計』,レイストリック、アレン「南ヨークシャーの製鉄業者(一六九



〇-一七五〇)」 土地所有の歴史的性格 土地所有の歴史的形態,綜画運動と農村工業-イギ

リスの経済史上における工業と土地制度の交渉の一側面-,農業史と貨幣経済の発達- 座談

会 明治維新はブルジョア革命か -ソ連学者エイドゥス報告をめぐって-,ネーデルランド

革命の歴史的性格,寄生地主制論争の問題点,エンクロウジャー雑感-空から見た経済史- 

信用関係の展開 信用関係の展開 書評·紹介 ファン·デレン編『公立銀行史、付録·銀行

史に関する文献』,ブロック「中世における金問題」,レーデラー「世界経済恐慌における

信用の問題」 産業革命 産業革命と資本主義-われわれはどのように産業革命を把握するか

-,産業革命の諸類型-社会の構造改革との関連において- 紹介 ネフ「一五四〇-一六四〇年

の仏英における物価と工業資本主義」,ヒートン「ベンジャミン·ゴットとヨークシャーの

産業革命」 後記 

［主题词］社会科学 

［主题词］経済/歴史 

［主题词］ヨーロッパ/経済/歴史/近代 

［知识责任］大塚久雄 著 

 

 

［正题名］堺港攘夷始末 

［第一责任人］大岡昇平著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1989.12 

［知识责任］大岡昇平 著 

 

 

［正题名］明治維新の舞台裏 

［第一责任人］石井孝著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1975.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-933 

［主题词］明治維新 

［知识责任］石井孝 著 

 

 

［正题名］フランス革命と明治維新 

［第一责任人］河野健二著 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1966 

［丛编题名］NHK ブックス 

［丛编题名］NHK ブックス 43 

［附注内容］対照略年表: p206-209 

［附注内容］改装本の記述は第 7 刷(1972.6)による 

［主题词］明治維新 

［主题词］フランス革命 

［主题词］フランス革命 



［主题词］明治維新 

［主题词］革命 

［知识责任］河野健二 著 

 

 

［正题名］明治維新と東洋の解放 

［第一责任人］葦津珍彦著 

［出版者］新勢力社 

［出版日期］1964 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［知识责任］葦津珍彦 著 

 

 

［正题名］古道大意 

［第一责任人］平田篤胤著 

［译者］田中義能校注 

［出版者］広文堂書店 

［出版日期］1936 

［丛编题名］日本先哲叢書 

［丛编题名］ニホン センテツ ソウショ 3 

［附注内容］平田篤胤年譜:p7～11 

［知识责任］平田篤胤 著 

［次知识责任］田中義能 校注 

 

 

［正题名］黒船前後 

［第一责任人］服部之総著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1966.12 

［丛编题名］筑摩叢書 

［丛编题名］チクマ ソウショ 71 

［主题词］日本/歴史/江戸末期 

［知识责任］服部之総 著 

 

 

［正题名］戊辰戦争 

［第一责任人］原口清著 

［出版者］塙書房 

［出版日期］1963.4 

［丛编题名］塙選書 

［丛编题名］ハナワ センショ 29 

［主题词］戊辰の役 

［知识责任］原口清 著 



 

 

［正题名］山国隊 

［第一责任人］仲村研著 

［出版者］学生社 

［出版日期］1968 

［知识责任］仲村研 著 

 

 

［正题名］自由と民権の闘い 

［第一责任人］毎日新聞社会部著 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1968 

［附注内容］「毎日新聞東京都内版」に昭和 41 年 1 月から昭和 42 年 12 月まで連載された

「東京百年」を改題し 1 冊にまとめたもの 

［附注内容］明治百年年表: p399-414 

［主题词］自由民権運動 

 

 

［正题名］吉田松陰のすべて 

［第一责任人］奈良本辰也編 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1984.3 

［附注内容］吉田松陰関係文献目録: p247-264 

［附注内容］吉田松陰年譜: p265-280 

［知识责任］奈良本辰也 編 

 

 

［正题名］統道真伝 

［第一责任人］安藤昌益著 

［译者］奈良本辰也訳注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1967.4 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青(33)-007-2 

［知识责任］安藤昌益 著 

［次知识责任］奈良本辰也 訳注 

 

 

［正题名］明治維新の舞台裏 

［第一责任人］石井孝著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.1 

［丛编题名］岩波新書 



［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 369 

［附注内容］関係略年表: 巻末 p1-4 

［主题词］明治維新 

［知识责任］石井孝 著 

 

 

［正题名］高杉晋作 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1965.3 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 60 維新前夜の群像 1 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］出定笑話 

［第一责任人］平田篤胤著 

［译者］長井真琴校注 

［出版者］広文堂書店 

［出版日期］1936 

［丛编题名］日本先哲叢書 

［丛编题名］ニホン センテツ ソウショ 6 

［知识责任］平田篤胤 著 

［次知识责任］長井真琴 校注 

 

 

［正题名］近代資本主義発達史論 

［第一责任人］ホブソン著 

［译者］住谷悦治，阪本勝，松沢兼人共訳 

［出版者］改造社 

［出版日期］1932.4 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 1 部 第 54 篇 

［主题词］資本主義/歴史 

［知识责任］ホブソン 著 

［知识责任］Hobson 著 

［次知识责任］住谷悦治 訳 

［次知识责任］阪本勝 訳 

［次知识责任］松沢兼人 訳 

 

 

［正题名］日本資本主義年表 

［第一责任人］年表編纂委員会編 

［出版者］青木書店 



［出版日期］1955.7 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 242 

［附注内容］巻末に索引 

［主题词］日本/経済/歴史/現代/年表 

［主题词］日本/政治/歴史/現代/年表 

 

 

［正题名］繪なき繪本 

［第一责任人］アンデルゼン作 

［译者］茅野蕭々譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1052 

［知识责任］アンデルゼン 作 

［知识责任］Andersen 作 

［次知识责任］茅野蕭々 譯 

 

 

［正题名］近代民主政治 

［第一责任人］ブライス著 

［译者］松山武譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1929.6 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 512-514 

［主题词］民主政治 

［知识责任］ブライス 著 

［知识责任］Bryce 著 

［次知识责任］松山武 譯 

 

 

［正题名］幕末日本の風景と人びと 

［第一责任人］横浜開港資料館編 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1987.12 

［主题词］日本/歴史/幕末期 

［主题词］日本/歴史/江戸末期/写真集 

［知识责任］ベアト 著 

［知识责任］Beato 著 

 

 

［正题名］近世封建社会の研究 



［第一责任人］本庄栄治郎著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1930 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 

［附注内容］シリーズ番号: 第 1 部 44 篇 

［附注内容］改造社 1928 年刊に訂正追加のうえ改造文庫として再刊 

［知识责任］本庄栄治郎 著 

 

 

［正题名］統道真伝 

［第一责任人］安藤昌益著 

［译者］奈良本辰也訳注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青-6789-6792 

［知识责任］安藤昌益 著 

［次知识责任］奈良本辰也 訳注 

 

 

［正题名］大地 

［第一责任人］パール·バック著 

［译者］大久保康雄訳 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1957.5 

［丛编题名］角川文庫 

［丛编题名］カドカワ ブンコ 1562 

［知识责任］バック 著 

［知识责任］Buck 著 

［次知识责任］大久保康雄 訳 

 

 

［正题名］三銃士 

［第一责任人］デューマ作 

［译者］生島遼一譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.5 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤-1679-1680a 

［附注内容］Les trois mousquetaires.の翻訳 

［知识责任］デューマ 作 

［知识责任］Dumas 作 

［次知识责任］生島遼一 譯 



 

 

［正题名］國富論 

［第一责任人］アダム·スミス著 

［译者］大内兵衞譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2499-2510a 

［知识责任］スミス 著 

［知识责任］Smith 著 

［次知识责任］大内兵衛 譯 

 

 

［正题名］明治文化史 

［第一责任人］開國百年記念文化事業會編纂 

［出版者］洋々社 

［出版日期］1953.12 

［附注内容］月報(近代日本文化)あり 

［主题词］日本/文化/歴史 

 

 

［正题名］日本文學大辭典 

［第一责任人］藤村作編 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1952.4 

［主题词］日本文学/辞書 

［知识责任］藤村作 編 

 

 

［正题名］東京帝國大學五十年史 

［第一责任人］東京帝國大學 [編] 

［出版者］東京帝國大學 

［出版日期］1932.11 

［主题词］東京大学 

 

 

［正题名］東京帝國大學五十年史 

［第一责任人］東京帝國大學 [編] 

［出版者］東京帝國大學 

［出版日期］1932.11 

［主题词］東京大学 

 

 



［正题名］歴史のなかへ 

［第一责任人］阿部知二著 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1955.6 

［丛编题名］大月新書 

［丛编题名］オオツキ シンショ 3 

［知识责任］阿部知二 著 

 

 

［正题名］大村益次郎 

［第一责任人］大村益次郎先生傳記刊行會編 

［出版者］肇書房 

［出版日期］1944.4 

［附注内容］巻末:参考文献 

［附注内容］附録: 大村卿書簡 

 

 

［正题名］ナチスの時代 

［第一责任人］H·マウ，H·クラウスニック著 

［译者］内山敏訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-419 

［附注内容］参考文献: p206 

［知识责任］マウ 著 

［知识责任］Mau 著 

［知识责任］クラウスニック 著 

［知识责任］Krausnick 著 

［次知识责任］内山敏 訳 

 

 

［正题名］無実 

［第一责任人］吉田石松述 

［译者］赤松勇編 

［出版者］アサヒ芸能出版 

［出版日期］1963 

［丛编题名］平和新書 

［丛编题名］ヘイワ シンショ 

［知识责任］吉田石松 述 

［次知识责任］赤松勇 編 

 

 

［正题名］人種の問題 



［第一责任人］J·ハックスリ，A·ハッドン著 

［译者］小泉丹訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 69 

［附注内容］原著全 9 章のうち第 5 章から第 8 章までを除いて翻訳したもの。 

［知识责任］ハックスリ 著 

［知识责任］Huxley 著 

［知识责任］ハッドン 著 

［知识责任］Huddon 著 

［次知识责任］小泉丹 訳 

 

 

［正题名］歴史と実践 

［第一责任人］藤間生大著 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1955.5 

［主题词］歴史学/論説 

［知识责任］藤間生大 著 

 

 

［正题名］聖書入門 

［第一责任人］小塩力著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-226 

［主题词］聖書 

［知识责任］小塩力 著 

 

 

［正题名］現代の作家 

［第一责任人］中野好夫編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-216 

［主题词］日本文学/伝記 

［知识责任］中野好夫 編 

 

 

［正题名］埋もれた金印 

［第一责任人］藤間生大著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1950.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-51 

［知识责任］藤間生大 著 

 

 

［正题名］労働者のモラル 

［第一责任人］高野実著 

［出版者］理論社 

［出版日期］1956 

［附注内容］遡及 

［主题词］労働運動 

［知识责任］高野実 著 

 

 

［正题名］近代日本斷面史 

［第一责任人］小田切秀雄，浅田光輝編 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1955.12 

［丛编题名］青木新書 

［丛编题名］アオキ シンショ 37 

［主题词］日本/社会/歴史/明治以後 

［知识责任］小田切秀雄 編 

［知识责任］浅田光輝 編 

 

 

［正题名］現代の建築 

［第一责任人］西山夘三著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-229 

［主题词］建築 

［主题词］建築/論説 

［知识责任］西山夘三 著 

 

 

［正题名］創造者たちの仕事 

［第一责任人］M·グラッサー著 

［译者］伊藤新一訳 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1955.1 

［丛编题名］青木新書 



［丛编题名］アオキ シンショ 18 

［知识责任］グラッサー 著 

［知识责任］Glasser, 著 

［次知识责任］伊藤新一 訳 

 

 

［正题名］獄中十八年 

［第一责任人］徳田球一，志賀義雄共著 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1955.9 

［丛编题名］大月新書 

［丛编题名］オオツキ シンショ 9 

［知识责任］徳田球一 著 

［知识责任］志賀義雄 著 

 

 

［正题名］日本経済入門 

［第一责任人］長洲一二著 

［出版者］光文社 

［出版日期］1960.11 

［丛编题名］カッパ·ブックス 

［丛编题名］カッパ ブックス 

［主题词］日本/経済 

［知识责任］長洲一二 著 

 

 

［正题名］民族問題入門 

［第一责任人］神山茂夫著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1954.3 

［丛编题名］青木新書 

［丛编题名］アオキ シンショ 2 

［主题词］民族問題 

［知识责任］神山茂夫 著 

 

 

［正题名］血液型の話 

［第一责任人］古畑種基著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-467 

［主题词］血液型 

［知识责任］古畑種基 著 



 

 

［正题名］文字の歴史 

［第一责任人］A·C·ムーアハウス著 

［译者］ねずまさし訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-234 

［附注内容］第 8 刷(1961.3)のページ数: 169p 

［主题词］文字/歴史 

［知识责任］ムーアハウス 著 

［知识责任］Moorhouse 著 

［次知识责任］ねずまさし 訳 

 

 

［正题名］社会科学入門 

［第一责任人］高島善哉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 170 

［主题词］社会科学 

［知识责任］高島善哉 著 

 

 

［正题名］歴史の遺産 

［第一责任人］石母田正著 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1955 

［丛编题名］大月新書 

［丛编题名］オオツキ シンショ 

［知识责任］石母田正 著 

 

 

［正题名］日本のマニュファクチュア問題 

［第一责任人］堀江英一著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1949.9 

［丛编题名］新日本歴史双書 

［丛编题名］シン ニホン レキシ ソウショ 近世 4 

［主题词］マニファクチュア/日本 

［知识责任］堀江英一 著 

 



 

［正题名］日本における兵士と農民 

［第一责任人］E·H·ノーマン著 

［译者］陸井三郎訳 

［出版者］白日書院 

［出版日期］1947.11 

［知识责任］ノーマン 著 

［知识责任］Norman 著 

［次知识责任］陸井三郎 訳 

 

 

［正题名］大君の都 

［第一责任人］オールコック著 

［译者］山口光朔訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.4 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青(33)-424-1-3,6499-6502 

［附注内容］原書 "The capital of Tycoon : a narrative of a three years' residence 

in japan" の翻訳 

［主题词］日本/歴史/江戸末期 

［知识责任］オールコック 著 

［知识责任］Alcock 著 

［次知识责任］山口光朔 訳 

 

 

［正题名］大君の都 

［第一责任人］オールコック著 

［译者］山口光朔訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.9 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青(33)-424-1-3,6503-6506 

［附注内容］原書 "The capital of Tycoon : a narrative of a three years' residence 

in japan" の翻訳 

［主题词］日本/歴史/江戸末期 

［知识责任］オールコック 著 

［知识责任］Alcock 著 

［次知识责任］山口光朔 訳 

 

 

［正题名］大君の都 

［第一责任人］オールコック著 

［译者］山口光朔訳 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.10 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青(33)-424-1-3,6507-6510 

［附注内容］原書 "The capital of Tycoon : a narrative of a three years' residence 

in japan" の翻訳 

［附注内容］下巻末: 参考年表 

［主题词］日本/歴史/江戸末期 

［知识责任］オールコック 著 

［知识责任］Alcock 著 

［次知识责任］山口光朔 訳 

 

 

［正题名］京都の庭 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1955.10 

［丛编题名］河出新書 

［丛编题名］カワデ シンショ 115 

［主题词］庭園 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］生命と幸福のために 

［第一责任人］ジョリオ·キュリー著 

［译者］淡徳三郎訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1955.4 

［丛编题名］大月新書 

［丛编题名］オオツキ シンショ 1 

［知识责任］ジョリオ·キュリー 著 

［知识责任］Joliot-CurieFrédéric 著 

［次知识责任］淡徳三郎 訳 

 

 

［正题名］文部省維新史料編纂事務局所藏図書目録 

［第一责任人］文部省維新史料編纂事務局編 

［出版者］文部省維新史料編纂事務局 

［出版日期］1936.9 

［正题名］ものいわぬ農民 

［第一责任人］大牟羅良著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.2 

［丛编题名］岩波新書 



［丛编题名］イワナミ シンショ 青-301 

［主题词］農民 

［知识责任］大牟羅良 著 

 

 

［正题名］風土病との闘い 

［第一责任人］佐々学著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-375 

［主题词］風土病 

［知识责任］佐々学 著 

 

 

［正题名］エレクトロニクスの話 

［第一责任人］関英男著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-358 

［主题词］電子 

［知识责任］関英男 著 

 

 

［正题名］萬葉秀歌 

［第一责任人］齋藤茂吉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤-5 

［主题词］万葉集 

［知识责任］斎藤茂吉 著 

 

 

［正题名］纏足を解いた中國 

［第一责任人］W·G·バーチェット著 

［译者］山田坂仁，小川修譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-163 

［附注内容］China's feet unbound.の翻訳 

［知识责任］バーチェット 著 



［知识责任］Burchett 著 

［次知识责任］山田坂仁 譯 

［次知识责任］小川修 譯 

 

 

［正题名］自由の誕生 

［第一责任人］山上正太郎[ほか]編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1956.10 

［丛编题名］河出新書 

［丛编题名］カワデ シンショ 世界歴史物語 4 

［附注内容］参考文献: p260-262 

［主题词］歴史 

［知识责任］山上正太郎 編 

 

 

［正题名］西洋のひろがり 

［第一责任人］松田寿男[ほか]編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1956 

［丛编题名］河出新書 

［丛编题名］カワデ シンショ 世界歴史物語 5 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］歴史 

［知识责任］松田寿男 編 

 

 

［正题名］近代のあゆみ 

［第一责任人］松島栄一編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1955.10 

［丛编题名］河出新書 

［丛编题名］カワデ シンショ 日本歴史物語 6 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］松島栄一 編 

 

 

［正题名］平和と友情の青春 

［第一责任人］世界民主青年連盟日本理事団編 

［出版者］五月書房 

［出版日期］1954 

［附注内容］Bukharest 1953 年 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

 



 

［正题名］西洋と日本 他 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1951.6 

［丛编题名］朝日文庫 

［丛编题名］アサヒ ブンコ 17 

［附注内容］解題:松方義三郎 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］大嘗祭の構造 

［第一责任人］平野孝國著 

［出版者］ぺりかん社 

［出版日期］1986.11 

［附注内容］折込み表:2 枚 

［主题词］大嘗祭 

［知识责任］平野孝國 著 

 

 

［正题名］天皇·その涙と微笑 

［第一责任人］読売新聞社社会部編 

［出版者］現代出版 

［出版日期］[19 ?] 

［正题名］経済学教科書 

［第一责任人］ソ同盟科学院経済学研究所著 

［译者］マルクス·レーニン主義普及協会訳 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1955.8 

［丛编题名］合同新書 

［丛编题名］ゴウドウ シンショ 2 

［主题词］社会主義経済学 

 

 

［正题名］過去と未来の国々 

［第一责任人］開高健著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-413 

［知识责任］開高健 著 

 

 

［正题名］激變するアジア 



［第一责任人］具島兼三郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-123 

［知识责任］具島兼三郎 著 

 

 

［正题名］「平成·非国民」宣言 

［第一责任人］天皇制賛美はゴメンだ!「即位の礼·大嘗祭」に反対する共同行動編 

［出版者］軌跡社 

［出版日期］1991.5 

［附注内容］発売 : 社会評論社 

［主题词］天皇制 

［主题词］即位式 

 

 

［正题名］国民に訴う 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］潮流社 

［出版日期］1949 

［主题词］政治/論説 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］北方領土 

［第一责任人］根室市総務部国際交流課領土対策係編 

［出版者］根室市 

［出版日期］1973 

［正题名］ゲバ棒と青春 

［第一责任人］毎日新聞社.社会部編 

［出版者］エール出版社 

［出版日期］1969 

［主题词］大学 

［主题词］学生運動 

 

 

［正题名］絛約改正史 

［第一责任人］山本茂著 

［出版者］高山書院 

［出版日期］1943.7 

［知识责任］山本茂 著 

 

 



［正题名］日本における資本主義の発達 

［第一责任人］楫西光速[ほか]共著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1953 

［主题词］日本/経済/歴史/現代 

［知识责任］楫西光速 著 

 

 

［正题名］女たちの 60 年安保 

［第一责任人］女たちの現在(いま)を問う会編 

［出版者］インパクト出版会 

［出版日期］1990.6 

［丛编题名］銃後史ノート戦後篇 

［丛编题名］ジュウゴシ ノート センゴヘン 女たちの現在を問う会編 5 (1959.1～

1960.12) 

［附注内容］年表: p4-5 

［附注内容］イザラ書房 (発売) 

［主题词］婦人/歴史 

［主题词］日米安全保障条約 

［主题词］婦人/歴史 

［主题词］婦人問題 

 

 

［正题名］「日本独立」と女たち 

［第一责任人］女たちの現在を問う会編 

［出版者］インパクト出版会 

［出版日期］1987.4 

［丛编题名］銃後史ノート戦後篇 

［丛编题名］ジュウゴシ ノート センゴヘン 女たちの現在を問う会編 2 (1951.8-1953.6) 

［附注内容］発売:イザラ書房 

［附注内容］年表·講和条約発効前後の日本:p4-5 

［主题词］婦人/歴史 

［主题词］婦人問題 

 

 

［正题名］近衛時代 

［第一责任人］松本重治著 

［译者］蝋山芳郎編 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1987.1 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 827 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］松本重治 著 



［次知识责任］蝋山芳郎 編 

 

 

［正题名］チゲックン 

［第一责任人］織田楢次著 

［出版者］日本基督教団出版局 

［出版日期］1977.7 

［附注内容］年表: p235-243 

［主题词］プロテスタント教会/伝道 

［知识责任］織田楢次 著 

 

 

［正题名］マッカーサーの二千日 

［第一责任人］袖井林二郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1974.8 

［附注内容］参考文献: p349-358 

［知识责任］袖井林二郎 著 

 

 

［正题名］ぬやま·ひろしとその時代 

［第一责任人］長島又男著 

［出版者］社会評論社 

［出版日期］1985.7 

［附注内容］ぬやま·ひろしの肖像あり 

［知识责任］長島又男 著 

 

 

［正题名］高野猛士君と吉田松陰 

［第一责任人］半谷二郎著 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1973.11 

［知识责任］半谷二郎 著 

 

 

［正题名］社会主義は闇に面するか光に面するか 

［第一责任人］櫛田民蔵著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1980.9 

［丛编题名］朝日選書 

［丛编题名］アサヒ センショ 165 

［附注内容］参考文献:p231 

［主题词］社会主義 

［知识责任］櫛田民蔵 著 



 

 

［正题名］大芒ちゃんとスズメ 

［第一责任人］浩然著 

［译者］張徳育，張汝為，丁富年絵 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1974 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］浩然 著 

［次知识责任］張徳育 絵 

［次知识责任］張汝為 絵 

［次知识责任］丁富年 絵 

 

 

［正题名］アメリカの記者アンナ·ルイズ·ストロングとの談話 

［第一责任人］毛沢東[著] 

［出版者］外文出版社 

［出版者］中国国際書店(発売) 

［出版日期］1966 

［知识责任］毛沢東 [著] 

 

 

［正题名］延安の文学·芸術座談会における講話 

［第一责任人］毛沢東著 

［出版者］外文出版社 

［出版者］中国国際書店 (発売) 

［出版日期］1966 

［附注内容］北京人民出版社 1953.5 刊「毛沢東選集第 3 巻」の原文を翻訳 

［主题词］文学 

［主题词］芸術 

［知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］中国社会各階級の分析 

［第一责任人］毛沢東[著] 

［出版者］外文出版社 

［出版者］中国国際書店(発売) 

［出版日期］1966 

［知识责任］毛沢東 [著] 

 

 

［正题名］新民主主義論 

［第一责任人］毛沢東[著] 

［出版者］外文出版社 



［出版者］中国国際書店(発売) 

［出版日期］1966 

［知识责任］毛沢東 [著] 

 

 

［正题名］陸奥宗光伝 

［第一责任人］渡辺幾治郎著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1934.8 

［丛编题名］偉人傳全集 

［丛编题名］イジンデン ゼンシュウ 第 16 巻 

［知识责任］渡辺幾治郎 著 

 

 

［正题名］弁護の技術 

［第一责任人］ロイド·P·ストライカー著 

［译者］古賀正義訳 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1962.7 

［附注内容］巻末: 参考文献 

［主题词］弁護 

［知识责任］ストライカー 著 

［知识责任］Stryker 著 

［次知识责任］古賀正義 訳 

 

 

［正题名］丘浅次郎集 

［第一责任人］丘浅次郎著 

［译者］筑波常治編集·解説 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1974.9 

［丛编题名］近代日本思想大系 

［丛编题名］キンダイ ニホン シソウ タイケイ 9 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］丘浅次郎 著 

［次知识责任］筑波常治 編·解説 

 

 

［正题名］蹇蹇録 

［第一责任人］陸奥宗光著 

［译者］中塚明校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.7 

［丛编题名］岩波文庫 



［丛编题名］イワナミ ブンコ 青-114-1, 青(33)-114-1 

［附注内容］サブタイトル「日清戦争外交秘録」は第 2 刷(1988.5)より付記された (第 6

刷(1999.11)による) 

［知识责任］陸奥宗光 著 

［次知识责任］中塚明 校注 

 

 

［正题名］日本労働年報 

［第一责任人］日本労働年報編纂所編 

［出版者］学芸社 

［出版日期］1933 

［附注内容］***は遡及データをもとにした流用入力である 

 

 

［正题名］贈位諸賢傳 

［第一责任人］田尻佐編 

［出版者］國友社 

［出版日期］1927.7 

［主题词］日本/伝記 

［主题词］栄典制度 

［知识责任］田尻佐 編 

 

 

［正题名］幕末外交秘史考 

［第一责任人］尾佐竹猛著 

［出版者］邦光堂書店 

［出版日期］1944 

［主题词］日本/外国関係/歴史/江戸末期 

［知识责任］尾佐竹猛 著 

 

 

［正题名］幕末の外交 

［第一责任人］石井孝著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1948.12 

［丛编题名］新日本歴史双書 

［丛编题名］シン ニホン レキシ ソウショ 近世 第 5 

［知识责任］石井孝 著 

 

 

［正题名］昔夢会筆記 

［第一责任人］渋沢栄一編 

［译者］大久保利謙校訂 

［出版者］平凡社 



［出版日期］1966.10 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 76 

［附注内容］徳川慶喜関係略年表: p347-362 

［附注内容］人名略伝: 巻末 p1-26 

［知识责任］渋沢栄一 編 

［知识责任］徳川慶喜 年表 

［次知识责任］大久保利謙 校訂 

 

 

［正题名］京都守護職始末 

［第一责任人］山川浩著 

［译者］遠山茂樹校注 

［译者］金子光晴訳 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1965.8 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 49 

［附注内容］折込図: 御築地内図: 1(1 枚) 

［附注内容］注: 各話末 

［附注内容］人名略伝: 各巻末 

［主题词］会津藩 

［知识责任］山川浩 著 

［次知识责任］金子光晴 校注 

［次知识责任］遠山茂樹 訳 

 

 

［正题名］京都守護職始末 

［第一责任人］山川浩著 

［译者］遠山茂樹校注 

［译者］金子光晴訳 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1966.2 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 60 

［附注内容］折込図: 御築地内図: 1(1 枚) 

［附注内容］注: 各話末 

［附注内容］人名略伝: 各巻末 

［主题词］会津藩 

［知识责任］山川浩 著 

［次知识责任］金子光晴 校注 

［次知识责任］遠山茂樹 訳 

 

 



［正题名］日本勞働年鑑 

［第一责任人］同人社書店編 

［出版者］同人社書店編 

［出版日期］1925 

［主题词］労働問題/日本/年鑑 

 

 

［正题名］日本勞働年鑑 

［第一责任人］同人社書店編 

［出版者］同人社書店 

［出版日期］1928 

［主题词］労働問題/日本/年鑑 

 

 

［正题名］日本における階級闘爭 

［第一责任人］[片山潜著] 

［译者］社會經濟勞働研究所編著 

［出版者］伊藤書店 

［出版日期］1948.10 

［丛编题名］社会経済労働叢書 

［丛编题名］シャカイ ケイザイ ロウドウ ソウショ 第 5 輯.第 1 分冊 

［主题词］経済学/歴史/日本 

［知识责任］片山潜 [著] 

 

 

［正题名］蹇蹇録 

［第一责任人］陸奥宗光著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 936-937a 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］第十刷の記述による 

［知识责任］陸奥宗光 著 

 

 

［正题名］洗心洞箚記 

［第一责任人］大塩中齋著 

［译者］山田準訳註 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.5 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青-補-24, 2338-2341 

［附注内容］中齋は大塩平八郎の号 



［知识责任］大塩平八郎 著 

［次知识责任］山田準 訳註 

 

 

［正题名］吉田松陰書簡集 

［第一责任人］廣瀬豊编 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937.4 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1488-1489 

［知识责任］廣瀬豊 编 

［知识责任］吉田松陰 著 

 

 

［正题名］獄中記 

［第一责任人］オスカ·ワイルド著 

［译者］阿部知二譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.4 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤(32)-320,1153 

［知识责任］ワイルド 著 

［知识责任］Wilde 著 

［次知识责任］阿部知二 譯 

 

 

［正题名］靜寂の宿 

［第一责任人］ヂョン·ゴールズワァジイ著 

［译者］本多顯彰譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 

［知识责任］ゴールズワァジイ 著 

［知识责任］Galsworthy 著 

［次知识责任］本多顕彰 譯 

 

 

［正题名］若い人々のために 

［第一责任人］スティーヴンスン著 

［译者］岩田良吉訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937.7 

［丛编题名］岩波文庫 



［丛编题名］イワナミ ブンコ 1512-1513 

［附注内容］その他の標題:第 21 刷(1993.9) 

［知识责任］スティーヴンスン 著 

［知识责任］Stevenson 著 

［次知识责任］岩田良吉 訳 

 

 

［正题名］山家集 

［第一责任人］風巻景次郎校注 

［第一责任人］小島吉雄校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.4 

［丛编题名］日本古典文學大系 

［丛编题名］ニホン コテン ブンガク タイケイ 29 

［附注内容］監修: 高木市之助ほか 

［知识责任］小島吉雄 校注 

［知识责任］風巻景次郎 校注 

 

 

［正题名］大正政変の基礎的研究 

［第一责任人］山本四郎著 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1970.2 

［主题词］日本/政治/歴史/大正時代 

［知识责任］山本四郎 著 

 

 

［正题名］山本内閣の基礎的研究 

［第一责任人］山本四郎著 

［出版者］京都女子大学 

［出版日期］1982.3 

［丛编题名］京都女子大学研究叢刊 

［丛编题名］キョウト ジョシ ダイガク ケンキュウ ソウカン 7 

［附注内容］山本内閣関係年表: p636-665 

［主题词］日本/政治/歴史/大正時代 

［主题词］日本/歴史/大正時代 

［知识责任］山本四郎 著 

 

 

［正题名］毛主席語録 

［第一责任人］毛沢東[著] 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1972 

［附注内容］記述は第 2 刷(1971)による 



［知识责任］毛沢東 [著] 

 

 

［正题名］毛主席語録 

［第一责任人］毛沢東[著] 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1968 

［附注内容］書名は奥付による 

［附注内容］標題紙の表記はモンゴル語 

［知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］最高指示 

［第一责任人］毛沢東[著] 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］1969.3 

［知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］毛主席語録 

［第一责任人］［毛澤東著］ 

［译者］外文出版社翻訳 

［出版者］中華書店 

［出版日期］1966.12 

［附注内容］毛澤東の肖像あり 

［知识责任］毛沢東 [著] 

 

 

［正题名］自由論 

［第一责任人］バーリン著 

［译者］小川晃一[ほか]訳 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1971.12 

［主题词］自由 

［知识责任］バーリン 著 

［知识责任］Berlin [著] 

［次知识责任］小川晃一 訳 

 

 

［正题名］近代世界史像の再構成 

［第一责任人］中村哲著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1991.10 

［主题词］世界史/近代 



［主题词］資本主義/歴史 

［主题词］資本主義 

［知识责任］中村哲 著 

 

 

［正题名］『リンチ共産党事件』の思い出 

［第一责任人］平野謙著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1976 

［附注内容］跋文: 埴谷雄高 

［主题词］日本共産党 

［主题词］社会運動/日本/歴史/昭和時代 

［主题词］文学と政治 

［知识责任］平野謙 著 

 

 

［正题名］ええじゃないか始まる 

［第一责任人］田村貞雄著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1987.1 

［附注内容］巻末:主要参考文献 

［主题词］日本/歴史/江戸末期 

［知识责任］田村貞雄 著 

 

 

［正题名］世紀史を伝える 

［第一责任人］荒井信一著 

［出版者］同時代社 

［出版日期］1991.3 

［主题词］歴史 

［知识责任］荒井信一 著 

 

 

［正题名］狭山裁判と科学 

［第一责任人］武谷三男著 

［出版者］社会思想社 

［出版日期］1977 

［丛编题名］現代教養文庫 

［丛编题名］ゲンダイ キョウヨウ ブンコ 938 

［知识责任］武谷三男 著 

 

 

［正题名］入門経済記事の読み方 

［第一责任人］古川哲夫著 



［出版者］日本実業出版社 

［出版日期］1975.9 

［主题词］経済 

［知识责任］古川哲夫 著 

 

 

［正题名］日本経済図説 

［第一责任人］大内兵衛…［等］著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-780 

［附注内容］主要資料一覧: p201-208 

［知识责任］大内兵衛 著 

［知识责任］有澤廣巳 著 

［知识责任］肋村義太郎 著 

［知识责任］美濃部亮吉 著 

 

 

［正题名］謎は解ける!日本神話 

［第一责任人］松井倭文子著 

［出版者］浪速社 

［出版日期］1991.1 

［主题词］神話/日本 

［知识责任］松井倭文子 著 

 

 

［正题名］大正時代の先行者たち 

［第一责任人］松尾尊兌著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1993.4 

［丛编题名］同時代ライブラリー 

［丛编题名］ドウジダイ ライブラリー 143 

［主题词］伝記/日本 

［主题词］大正デモクラシー運動 

［知识责任］松尾尊兊 著 

 

 

［正题名］天皇制と小さな民主主義(デモクラシー) 

［第一责任人］言論の自由を求める長崎市民の会編 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1990.7 

［附注内容］全年表本島発言をめぐる経過:p324～344 

［主题词］言論の自由 



［主题词］天皇制 

［主题词］天皇制 

［主题词］言論の自由 

 

 

［正题名］カンボジア現代史 

［第一责任人］ウィルフレッド·バーチェット著 

［译者］土生長穂，小倉貞男，文京洙訳 

［出版者］連合出版 

［出版日期］1991.11 

［附注内容］1991 年 11 月発行の奥付の版刷表示 

［附注内容］1991 年 11 月発行「新装版第 1 刷」(=「第 5 刷」)をもとに記述 

［附注内容］1991 年 11 月発行「新装版第 1 刷」(=「第 5 刷」)以降、「新装版へのあとが

き」(p255)あり 

［附注内容］バーチェット著作目録: p254 

［主题词］カンボジア/歴史 

［知识责任］バーチェット 著 

［知识责任］Burchett 著 

［次知识责任］土生長穂 訳 

［次知识责任］小倉貞男 訳 

［次知识责任］文京洙 訳 

 

 

［正题名］第二の侵略 

［第一责任人］レナト·コンスタンティーノ著 

［译者］津田守監訳 

［出版者］全生社 

［出版者］刊行社 (発売) 

［出版日期］1990.12 

［附注内容］解説: 鶴見良行 

［附注内容］原著増補版 (1989 年刊) の翻訳 

［主题词］日本/対外関係/東南アジア 

［知识责任］コンスタンティーノ 著 

［知识责任］Constantino 著 

［知识责任］鶴見良行 解说 

［次知识责任］津田守 監訳 

 

 

［正题名］日本ファシズムの確立と崩壊 

［第一责任人］木坂順一郎編 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1979.3 

［丛编题名］体系·日本現代史 

［丛编题名］タイケイ ニホン ゲンダイシ 3 



［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］ファシズム 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］木坂順一郎 編 

 

 

［正题名］日本初期資本主義史論 

［第一责任人］中村哲著 

［出版者］ミネルヴァ書房 

［出版日期］1991.11 

［主题词］資本主義/日本 

［主题词］綿織物 

［主题词］綿業 

［主题词］綿業/歴史 

［知识责任］中村哲 著 

 

 

［正题名］明治維新 

［第一责任人］中村哲著 

［出版者］集英社 

［出版日期］1992.9 

［丛编题名］集英社版日本の歴史 

［丛编题名］シュウエイシャバン ニホン ノ レキシ 児玉幸多, 林屋辰三郎, 永原慶二編 
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［附注内容］年表: p316-317 

［附注内容］参考文献: p318-319 

［主题词］明治維新 

［知识责任］中村哲 著 

 

 

［正题名］東北アジアの歴史と社会 

［第一责任人］畑中幸子，原山煌編 

［出版者］名古屋大学出版会 

［出版日期］1991.1 

［附注内容］各章末:参考文献 

［主题词］ツングース族 

［主题词］蒙古民族 

［主题词］ツングース族 

［知识责任］畑中幸子 編 

［知识责任］原山煌 編 

 

 

［正题名］近代における熊本·日本·アジア 

［第一责任人］熊本近代史研究会編 



［出版者］熊本近代史研究会 

［出版日期］1991.3 

［正题名］だれが湾岸戦争を望んだか 

［第一责任人］E·M·プリマコフ著 

［译者］小林和男，A·M·ヴィノグラードワ訳 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1991.7 

［主题词］中近東問題 

［主题词］ソビエト連邦/対外関係 

［主题词］ロシア/外国関係 

［主题词］中近東問題 

［知识责任］プリマコフ 著 

［知识责任］PrimakovE. M. Evgeniǐ Maksimovich 著 

［次知识责任］ヴィノグラードワ 訳 

［次知识责任］Vinogradova 訳 

［次知识责任］小林和男 訳 

 

 

［正题名］韓国併合～昭和の恐慌 

［第一责任人］藤原彰[ほか]編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1990.2 

［丛编题名］日本近代史の虚像と実像 

［丛编题名］ニホン キンダイシ ノ キョゾウ ト ジツゾウ 藤原彰[ほか]編 2 

［附注内容］執筆: 君島和彦ほか 

［附注内容］参考文献:章末 

［主题词］日本/歴史/近代 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］藤原彰 編 

［知识责任］君島和彦 執筆 

 

 

［正题名］京都府の百年 

［第一责任人］井ケ田良治，原田久美子編 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］1993.7 

［丛编题名］県民 100 年史 

［丛编题名］ケンミン 100 ネンシ 26 

［附注内容］年表:巻末: p8-22 

［附注内容］参考文献:巻末: p23-34 

［主题词］京都府/歴史 

［知识责任］井ケ田良治 編 

［知识责任］原田久美子 編 

 



 

［正题名］「恋愛結婚」じかけの天皇制 

［第一责任人］天野恵一著 

［出版者］インパクト出版会 

［出版日期］1993.6 

［附注内容］発売: イザラ書房 

［主题词］天皇制 

［主题词］マスコミュニケーション 

［知识责任］天野恵一 著 

 

 

［正题名］NGO が見たカンプチア 

［第一责任人］エバ·ミシリビエッチ著 

［译者］栗野鳳監訳 

［出版者］JVC 

［出版者］連合出版(発売) 

［出版日期］1988.6 

［附注内容］政治年表: p22～23 

［附注内容］理解を探めるために-書籍案内: 巻末 

［附注内容］翻訳協力者: 山本聡子,巣山ユリア 

［主题词］カンボジア 

［主题词］カンボジア/政治 

［主题词］カンボジア/社会 

［主题词］経済援助 

［主题词］国際組織 

［知识责任］ミシリビエッチ 著 

［知识责任］Mysliwiec 著 

［次知识责任］栗野鳳 監訳 

 

 

［正题名］被告ジョージ·ブッシュ有罪 

［第一责任人］ラムゼイ·クラーク著 

［译者］日本国際法律家協会訳 

［出版者］柏書房 

［出版日期］1991.10 

［附注内容］英文併記 

［附注内容］湾岸戦争に揺れた世界〈年表〉:p106～125 

［主题词］アメリカ合衆国/対外関係/イラク 

［主题词］中近東問題 

［主题词］戦争犯罪 

［主题词］軍事/アメリカ合衆国 

［知识责任］クラーク 著 

［知识责任］Clark 著 

 



 

［正题名］アラブの論理 

［第一责任人］アルリファイ著 

［译者］坂井定雄訳 

［出版者］講談社 

［出版日期］1991.8 

［主题词］中近東問題 

［主题词］イラク/対外関係 

［知识责任］アルリファイ 著 

［知识责任］Al-Rifai 著 

［次知识责任］坂井定雄 訳 

 

 

［正题名］カンボジアはどうなる! 

［第一责任人］カンボジア研究会編訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1982.6 

［主题词］カンボジア/政治 

［主题词］カンボジア/社会 

 

 

［正题名］開国と倒幕 

［第一责任人］田中彰著 

［出版者］集英社 

［出版日期］1992.8 

［丛编题名］集英社版日本の歴史 

［丛编题名］シュウエイシャバン ニホン ノ レキシ 児玉幸多, 林屋辰三郎, 永原慶二編 
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［附注内容］年表: p328-331 

［附注内容］参考文献: p332-333 

［知识责任］田中彰 著 

 

 

［正题名］日本歴史「伝記」総覧 

［第一责任人］奈良本辰也ほか著 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1992.3 

［附注内容］日本人物年表:p391～434 

［主题词］伝記/日本 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］石橋湛山の思想史的研究 

［第一责任人］姜克実著 



［出版者］早稲田大学出版部 

［出版日期］1992.12 

［知识责任］姜克実 著 

 

 

［正题名］中江兆民評伝 

［第一责任人］松永昌三著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1993.5 

［附注内容］参考文献:p507-512 

［附注内容］中江兆民略年譜:p513～517 

［知识责任］松永昌三 著 

 

 

［正题名］平家物語の思想 

［第一责任人］渡辺貞麿著 

［出版者］法蔵館 

［出版日期］1989.3 

［主题词］平家物語 

［知识责任］渡辺貞麿 著 

 

 

［正题名］近代日本の政党と官僚 

［第一责任人］山本四郎編 

［出版者］東京創元社 

［出版日期］1991.11 

［附注内容］執筆者:高橋秀直[ほか] 

［主题词］日本/政治·行政 

［主题词］政党/日本 

［主题词］官僚制 

［知识责任］山本四郎 編 

 

 

［正题名］日本労働運動史 

［第一责任人］細谷松太著 

［出版者］鼎出版会 

［出版日期］1981.7 

［丛编题名］細谷松太著作集 

［丛编题名］ホソヤ マツタ チョサクシュウ 細谷松太著 1 

［附注内容］監修:荒畑寒村ほか 

［附注内容］発売:東邦出版 

［主题词］労働運動/日本/歴史 

［知识责任］細谷松太 著 

 



 

［正题名］侵華日軍暴行総録 

［第一责任人］李秉新，徐俊元，石玉新主編 

［出版者］河北人民出版社 

［出版日期］1995.2 

［附注内容］表記は中国簡化字による 

［知识责任］李秉新 主編 

［知识责任］徐俊元 主編 

［知识责任］石玉新 主編 

 

 

［正题名］河上肇 

［第一责任人］西川勉編 

［出版者］新評論 

［出版日期］1980.8 

［附注内容］河上肇年譜: p110～113 

［知识责任］西川勉 編 

 

 

［正题名］岩波書店八十年 

［第一责任人］岩波書店編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1996.12 

［主题词］図書目録出版社 

［主题词］出版目録 

 

 

［正题名］罪と罰 

［第一责任人］ドストエーフスキイ作 

［译者］中村白葉譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1928.7 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 325-326a 

［知识责任］ドストエーフスキイ 作 

［知识责任］Dostoyevsky 作 

［次知识责任］中村白葉 譯 

 

 

［正题名］検察官 

［第一责任人］ゴーゴリ作 

［译者］米川正夫訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1928.10 



［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 368-369 

［知识责任］ゴーゴリ 作 

［知识责任］GogolˊNikolaǐ Vasilˊevich 作 

［次知识责任］米川正夫 訳 

 

 

［正题名］資料·戦後二十年史 

［第一责任人］有沢広巳，稲葉秀三編 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1966.9 

［知识责任］有沢広巳 編 

［知识责任］稲葉秀三 編 

 

 

［正题名］君臨 

［第一责任人］能戸清司著 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1975.6 

［知识责任］能戸清司 著 

 

 

［正题名］破防法と治安維持法 

［第一责任人］杉田明著 

［出版者］前進社出版部 

［出版日期］1987.6 

［附注内容］主な参考文献:p383～384 

［主题词］破壊活動防止法 

［知识责任］杉田明 著 

 

 

［正题名］シベリヤの歌 

［第一责任人］いまいげんじ著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1980.4 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/捕虜 

［知识责任］いまいげんじ 著 

 

 

［正题名］激流 

［第一责任人］瀧川幸辰著 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1963.2 

［丛编题名］Kawade paperbacks 



［丛编题名］Kawade paperbacks 23 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］滝川幸辰 著 

 

 

［正题名］東南アジアの日本批判 

［第一责任人］渋沢雅英，斎藤志郎編 

［出版者］サイマル出版会 

［出版日期］1974 

［知识责任］渋沢雅英 編 

［知识责任］斎藤志郎 編 

 

 

［正题名］戦後政治 13 の証言 

［第一责任人］堀越作治著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1989.6 

［附注内容］年表:p201～239 

［主题词］日本/政治·行政 

［知识责任］堀越作治 著 

 

 

［正题名］新考北海道史 

［第一责任人］奥山亮著 

［出版者］北方書院 

［出版日期］1950.6 

［附注内容］校閲:羽仁五郎 

［知识责任］奥山亮 著 

 

 

［正题名］東大閥 

［第一责任人］佐藤友之，山田邦紀，大場久詮 [著] 

［出版者］エール出版社 

［出版日期］1972.11 

［主题词］学閥 

［主题词］東京大学 

［知识责任］佐藤友之 [著] 

［知识责任］山田邦紀 [著] 

［知识责任］大場久詮 [著] 

 

 

［正题名］薩摩のタノカンサア 

［第一责任人］寺師三千夫著 

［出版者］鹿児島放送文化研究会 



［出版日期］1967 

［主题词］田の神 

［知识责任］寺師三千夫 著 

 

 

［正题名］奄美民謡註解 

［第一责任人］茂野幽考著 

［出版者］奄美社 

［出版日期］1966.7 

［主题词］民謡/鹿児島県 

［主题词］奄美諸島 

［知识责任］茂野幽考 著 

 

 

［正题名］西郷隆盛 

［第一责任人］田中惣五郎著 

［译者］日本歴史学会編 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1958.9 

［丛编题名］人物叢書 

［丛编题名］ジンブツ ソウショ 日本歴史学会編 4 

［附注内容］略年譜: p310-319 

［附注内容］主要参考文献(p320): 巻末 

［附注内容］10 版(刷)は昭和 49 年 10 月刊, 同奥付は初版(初刷)は昭和 35 年 9 月刊とあ

り 

［知识责任］田中惣五郎 著 

 

 

［正题名］満洲問題 

［第一责任人］矢内原忠雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.2 

［主题词］満州問題 

［主题词］満州国 

［知识责任］矢内原忠雄 著 

 

 

［正题名］一九三〇年代日本共産主義運動史論 

［第一责任人］渡部徹編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1981.2 

［主题词］共産主義 

［主题词］社会運動/日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］渡部徹 編 



 

 

［正题名］実録·満洲警吏誌 

［第一责任人］沢田誠著 

［出版者］元在外公務員援護会 

［出版日期］1978.3 

［丛编题名］中国東北近代史叢書 第 1 集 

［附注内容］著者の肖像あり 限定版 

［主题词］警察/満州 

［知识责任］沢田誠 著 

 

 

［正题名］幕末維新史の研究 

［第一责任人］田中彰著 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1996.3 

［丛编题名］日本史学研究叢書 

［丛编题名］ニホン シガク ケンキュウ ソウショ 

［附注内容］文献: p339～356. 人名·事項索引: 巻末 p1-13 

［主题词］日本/歴史/幕末期 

［主题词］明治維新 

［主题词］明治維新 

［知识责任］田中彰 著 

 

 

［正题名］津田左右吉 

［第一责任人］上田正昭編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1974.7 

［丛编题名］人と思想 

［丛编题名］ヒト ト シソウ 

［主题词］歴史学 

［知识责任］上田正昭 編 

 

 

［正题名］パレスチナ幻の国境 

［第一责任人］広河隆一著 

［出版者］草思社 

［出版日期］1976.12 

［附注内容］巻末:パレスチナ現代史年表 

［主题词］パレスチナ 

［知识责任］広河隆一 著 

 

 



［正题名］美術とリアリズム 

［第一责任人］林文雄著 

［出版者］八雲書店 

［出版日期］1948 

［知识责任］林文雄 著 

 

 

［正题名］プロレタリアート独裁とプロレタリア文化大革命 

［第一责任人］王力，賈一学，李鑫 [著] 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1967 

［知识责任］王力 [著] 

［知识责任］賈一学 [著] 

［知识责任］李鑫 [著] 

 

 

［正题名］中国のプロレタリア文化大革命 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1967 

［主题词］社会主義/中国 1949- 中華人民共和国/歴史 

 

 

［正题名］中国のプロレタリア文化大革命 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1967 

［主题词］社会主義/中国 1949- 中華人民共和国/歴史 

 

 

［正题名］プロレタリア文化大革命を最後までおしすすめよう 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1966 

［正题名］中国の社会主義文化大革命 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1966 

［主题词］社会主義/中国 1949- 中華人民共和国/歴史 

 

 

［正题名］中国の社会主義文化大革命 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1966 

［主题词］社会主義/中国 1949- 中華人民共和国/歴史 

 

 

［正题名］中国の社会主義文化大革命 



［出版者］外文出版社 

［出版日期］1966 

［主题词］社会主義/中国 1949- 中華人民共和国/歴史 

 

 

［正题名］中国の社会主義文化大革命 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1966 

［主题词］社会主義/中国 1949- 中華人民共和国/歴史 

 

 

［正题名］中国の社会主義文化大革命 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1966 

［主题词］社会主義/中国 1949- 中華人民共和国/歴史 

 

 

［正题名］中国の社会主義文化大革命 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1966 

［主题词］社会主義/中国 1949- 中華人民共和国/歴史 

 

 

［正题名］中国の社会主義文化大革命 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1967 

［主题词］社会主義/中国 1949- 中華人民共和国/歴史 

 

 

［正题名］中世史雑考 

［第一责任人］鈴木良一著 

［出版者］校倉書房 

［出版日期］1987.6 

［知识责任］鈴木良一 著 

 

 

［正题名］日本文化史年表 

［第一责任人］辻善之助編 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1956 

［主题词］日本--歴史--年表 

［知识责任］辻善之助 編 

 

 



［正题名］明治六年政変 

［第一责任人］毛利敏彦著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1979.12 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 561 

［附注内容］参考文献·関係年表: p222-226 

［主题词］征韓論 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［知识责任］毛利敏彦 著 

 

 

［正题名］西郷隆盛 

［第一责任人］坂元盛秋著 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1971.8 

［主题词］明治維新 

［知识责任］坂元盛秋 著 

 

 

［正题名］西郷南洲遺訓 

［第一责任人］山田済斉編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.2 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1911 

［附注内容］附: 手抄言志録及遺文 

［知识责任］山田濟齋 編 

［知识责任］西郷隆盛 著 

 

 

［正题名］代表的日本人 

［第一责任人］内村鑑三著 

［译者］鈴木俊郎譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941.9 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2792-2793 

［主题词］日本/伝記 

［知识责任］内村鑑三 著 

［次知识责任］鈴木俊郎 譯 

 

 

［正题名］鹿児島と明治維新 



［第一责任人］鹿児島県明治百年記念事業委員会編 

［出版者］鹿児島県明治百年記念事業委員会 

［出版日期］1967.12 

［附注内容］遡及 

［附注内容］記述は 3 版(1968.6)による 

［主题词］薩摩藩 

［主题词］明治維新 

［知识责任］鹿児島県明治百年記念事業委員会 編 

 

 

［正题名］西郷伝説 

［第一责任人］河原宏著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1971 

［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 262 

［附注内容］参考文献: p178-180 

［知识责任］河原宏 著 

 

 

［正题名］幕末の薩摩 

［第一责任人］原口虎雄著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1966.4 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 101 

［知识责任］原口虎雄 著 

 

 

［正题名］薩摩藩英国留学生 

［第一责任人］犬塚孝明著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1974.10 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 375 

［附注内容］参考文献·関係年表: p172-182 

［主题词］外国留学/歴史 

［主题词］薩摩藩 

［知识责任］犬塚孝明 著 

 

 

［正题名］南京事件を考える 

［第一责任人］洞富雄，藤原彰，本多勝一編著 

［出版者］大月書店 



［出版日期］1987.8 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］洞富雄 編著 

［知识责任］藤原彰 編著 

［知识责任］本多勝一 編著 

 

 

［正题名］インドシナ人民戦争 

［第一责任人］坂本徳松著 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1971 

［丛编题名］叢書現代のアジア·アフリカ 

［丛编题名］ソウショ ゲンダイ ノ アジア アフリカ 2 

［附注内容］参考文献: p356-357 

［主题词］世界史/20 世紀 

［主题词］ベトナム戦争 

［知识责任］坂本徳松 著 

 

 

［正题名］哲学概説 

［第一责任人］桑木厳翼著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1930.3 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第一部第五十篇 

［知识责任］桑木厳翼 著 

 

 

［正题名］侏儒の言葉 

［第一责任人］芥川龍之介著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 834 

［知识责任］芥川龍之介 著 

 

 

［正题名］阿部一族 

［第一责任人］森鴎外作 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1675 

［知识责任］森鴎外 作 



 

 

［正题名］罪と罰 

［第一责任人］ドストエーフスキイ作 

［译者］中村白葉譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1928.10 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 323-329 

［知识责任］ドストエーフスキイ 作 

［知识责任］Dostoyevsky 作 

［次知识责任］中村白葉 譯 

 

 

［正题名］女工哀史 

［第一责任人］細井和喜蔵著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1929.2 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 1 部 第 30 篇 

［主题词］婦人労働 

［知识责任］細井和喜蔵 著 

 

 

［正题名］果てしなき進撃 

［第一责任人］東大闘争全学共闘会議編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1969 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 647 

［主题词］学生運動 

［主题词］東京大学 

 

 

［正题名］大学占拠の思想 

［第一责任人］秋田明大編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1969 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 646 

［主题词］学生運動 

［知识责任］秋田明大 編 

 

 



［正题名］日本中世の民衆像 

［第一责任人］網野善彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1980.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-136 

［主题词］日本/歴史/中世 

［主题词］職人 

［知识责任］網野善彦 著 

 

 

［正题名］近代化の人間的基礎 

［第一责任人］大塚久雄著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1968.5 

［丛编题名］筑摩叢書 

［丛编题名］チクマ ソウショ 109 

［主题词］近代化 

［知识责任］大塚久雄 著 

 

 

［正题名］江戸時代の日中秘話 

［第一责任人］大庭脩著 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1980.5 

［丛编题名］東方選書 

［丛编题名］トウホウ センショ 5 

［主题词］日本/外国関係/中国/歴史/江戸時代 

［主题词］中国/外国関係/日本/歴史/清時代 

［知识责任］大庭脩 著 

 

 

［正题名］東大紛争の記録 

［第一责任人］東京大学新聞研究所，東大紛争文書研究会編 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1969.1 

［主题词］東京大学 

［主题词］学生運動 

 

 

［正题名］砦の上にわれらの世界を 

［第一责任人］東大闘争全学共闘会議編 

［出版者］亜紀書房 

［出版日期］1969 



［丛编题名］ドキュメント東大闘争 

［丛编题名］ドキュメント トウダイ トウソウ 

［主题词］学生運動 

［主题词］東京大学 

 

 

［正题名］知性の叛乱 

［第一责任人］山本義隆著 

［出版者］前衛社 

［出版者］神無書房 (発売) 

［出版日期］1969.6 

［主题词］学生運動 

［主题词］東京大学 

［知识责任］山本義隆 著 

 

 

［正题名］安保と全学連 

［第一责任人］毎日新聞社編 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1969.2 

［主题词］学生運動 

 

 

［正题名］京大闘争の記録 

［第一责任人］京大闘争記録刊行会編集 

［出版者］京大闘争記録刊行会 

［出版日期］1969.4 

［正题名］大學について 

［第一责任人］矢内原忠雄著 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1952.10 

［主题词］大学 

［知识责任］矢内原忠雄 著 

 

 

［正题名］世界の中の日本 

［第一责任人］藤原彰著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1989.6 

［丛编题名］大系日本の歴史 

［丛编题名］タイケイ ニホン ノ レキシ 永原慶二[ほか]編 15 

［附注内容］巻末:折り込図(1 枚) 

［附注内容］年表:p316-321 

［主题词］日本/歴史 



［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］永原慶二 編 

［知识责任］藤原彰 著 

 

 

［正题名］占領と講和 

［第一责任人］木坂順一郎 [ほか] 執筆 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1989.3 

［丛编题名］十五年戦争史 

［丛编题名］ジュウゴネン センソウシ 藤原彰, 今井清一編集 4 

［附注内容］主要参考文献: 各章末 

［附注内容］参照·引用文献一覧: p279-284 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］日本管理政策 

［知识责任］木坂順一郎 執筆 

［知识责任］藤原彰 編集 

［知识责任］今井清一 編集 

 

 

［正题名］反逆の理論 

［第一责任人］山崎謙編著 

［出版者］青年出版社 

［出版日期］1968 

［知识责任］山崎謙 著 

 

 

［正题名］造反潜行記 

［第一责任人］田村正敏著 

［出版者］北明書房 

［出版者］三笠書房(発売) 

［出版日期］1969.9 

［主题词］学生運動 

［知识责任］田村正敏 著 

 

 

［正题名］勝利へのスクラム 

［第一责任人］全学連中央執行委員会編 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1969 

［主题词］東京大学 

［主题词］学生運動 

 

 



［正题名］東大医学部 

［第一责任人］園田隆也著 

［出版者］徳間書店 

［出版日期］1969 

［附注内容］付:参考文献 

［附注内容］付:東大闘争ストライキ年表 

［主题词］東京大学.医学部 

［主题词］学生運動 

［知识责任］園田隆也 著 

 

 

［正题名］スチューデント·パワー 

［第一责任人］毎日新聞社編 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1968 

［主题词］学生運動 

 

 

［正题名］炎で描く変革の論理 

［第一责任人］東大全共闘経済大学院闘争委員会著 

［出版者］自由国民社 

［出版日期］1969.4 

［附注内容］東大闘争略年表: p271-279 

［主题词］東京大学 

［主题词］学生運動 

 

 

［正题名］東大変革への闘い 

［第一责任人］東京大学全学大学院生協議会東大闘争記録刊行委員会編 

［出版者］労働旬報社 

［出版日期］1969.4 

［主题词］東京大学 

［主题词］学生運動 

［主题词］大学/管理·運営 

 

 

［正题名］東大 

［第一责任人］生越忠著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1968 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 633 

［主题词］東京大学 

［主题词］学生運動 



［知识责任］生越忠 著 

 

 

［正题名］アジア的生産様式論 

［第一责任人］塩沢君夫著 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1970.11 

［主题词］アジア的生産様式 

［知识责任］塩沢君夫 著 

 

 

［正题名］獄中記 

［第一责任人］秋田明大著 

［出版者］全共社 

［出版日期］1969 

［附注内容］発売：ウニタ書舗 

［主题词］学生運動 

［知识责任］秋田明大 著 

 

 

［正题名］ひとつの闘い 

［第一责任人］ロジェ·ルイス著 

［译者］倉田健訳 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1970.6 

［附注内容］年表:p.223-249 

［主题词］労働運動/フランス 

［主题词］フランス放送協会 

［知识责任］ルイス 著 

［知识责任］Louis 著 

［次知识责任］倉田健 訳 

 

 

［正题名］太陽と嵐と自由を 

［第一责任人］柏崎千枝子著 

［出版者］ノーベル書房 

［出版日期］1969 

［主题词］学生運動 

［知识责任］柏崎千枝子 著 

 

 

［正题名］日本部落冬物語 

［第一责任人］酒井真右著 

［出版者］理論社 



［出版日期］1953 

［知识责任］酒井真右 著 

 

 

［正题名］新左翼運動全史 

［第一责任人］蔵田計成著 

［出版者］流動出版 

［出版日期］1978.7 

［附注内容］新左翼運動史·年表:p408～415 

［主题词］共産主義 

［主题词］社会運動/日本 

［知识责任］蔵田計成 著 

 

 

［正题名］獄中獄外二十五年 

［第一责任人］山越瓏著 

［出版者］ナウカ社 

［出版日期］1948 

［主题词］社会運動/歴史 

［主题词］社会主義 

［知识责任］山越瓏 著 

 

 

［正题名］国家の原理と反戦の論理 

［第一责任人］竹内芳郎著 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1969.11 

［主题词］平和運動 

［主题词］朝鮮人日本在留 

［主题词］チェコスロバキア事件 

［知识责任］竹内芳郎 著 

 

 

［正题名］農地改革の諸問題 

［第一责任人］近藤康男著 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1951.10 

［丛编题名］経済学選書 

［丛编题名］ケイザイガク センショ 

［主题词］農地改革 

［主题词］土地制度 

［知识责任］近藤康男 著 

 

 



［正题名］私はこう考える 

［第一责任人］田畑書店編集部編 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1969 

［附注内容］内容:闘争から変革へ(藤堂明保) 東大闘争の発展のために(高橋晄正) 「東大

闘争」の底辺から(村尾行一) 医学部闘争のなかで(石川清) 東大闘争と私(西村秀夫) 東大

闘争と大学革新(持田栄一) あえてノンセクト·ラジカルに(菊地昌典) 永続的反抗の論理

(菊地昌典) 大学問題と教育不在(石田保昭) 意見書(石田保昭) 学園闘争の渦中に思う(石

田保昭) 教授会あての手紙(石田保昭) わかっていることはないか(戸塚秀夫) なぜいま授

業再開を拒否するか(折原浩) 授業再開拒否の倫理と論理(折原浩) 学生諸君への手紙(和

田春樹) 僕にとっての「東大紛争」(中西洋) 

［主题词］東京大学 

［主题词］学生運動 

 

 

［正题名］バリケードに賭けた青春 

［第一责任人］日大全共闘編 

［出版者］北明書房 

［出版日期］1969 

［主题词］学生運動 

［主题词］日本大学 

 

 

［正题名］京大闘争 

［第一责任人］京都大学新聞社編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1969 

［附注内容］京大全共闘協力 

［主题词］京都大学 

［主题词］学生運動 

 

 

［正题名］東大裁判 

［第一责任人］東大闘争弁護団編 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1969.10 

［主题词］訴訟記録 

［主题词］学生運動 

 

 

［正题名］「七学部代表団との確認書」の解説 

［第一责任人］加藤一郎 [著] 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1969.3 



［丛编题名］東大問題資料 

［丛编题名］トウダイ モンダイ シリョウ 1 

［主题词］東京大学 

［知识责任］加藤一郎 [著] 

 

 

［正题名］現代の日本 

［第一责任人］江口朴郎著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1976.10 

［丛编题名］日本の歴史 

［丛编题名］ニホン ノ レキシ 32 

［附注内容］年表: p350-353 

［知识责任］江口朴郎 著 

 

 

［正题名］開国と維新 

［第一责任人］石井寛治著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1989.3 

［丛编题名］大系日本の歴史 

［丛编题名］タイケイ ニホン ノ レキシ 永原慶二 [ほか] 編 12 

［附注内容］付:折り込図 (1 枚) 

［附注内容］年表:p342-345 

［主题词］日本/歴史/江戸末期 

［主题词］明治維新 

［知识责任］永原慶二 編 

［知识责任］石井寛治 著 

 

 

［正题名］秩父颪 

［第一责任人］小池喜孝著 

［出版者］現代史出版会 

［出版日期］1974.8 

［附注内容］付:「秩父颪」関係略年表,参考文献,北海道関係地図,関東甲信越関係地図 

［主题词］秩父事件 

［知识责任］小池喜孝 著 

 

 

［正题名］中立日本の構造 

［第一责任人］石堂清倫 [ほか] 著 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1960 

［丛编题名］合同新書 



［丛编题名］ゴウドウ シンショ 1006 

［知识责任］石堂清倫 著 

 

 

［正题名］三鷹事件公判記録 

［第一责任人］日本評論社編集部[編] 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1950.2 

［丛编题名］日本評論 

［丛编题名］ニホン ヒョウロン 2 月號別冊附録 

 

 

［正题名］共産黨宣言 

［第一责任人］マルクス，エンゲルス共著 

［译者］堺利彦，幸徳秋水共譯 

［出版者］彰考書院 

［出版日期］1946.10 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 著 

［知识责任］Engels 著 

［次知识责任］堺利彦 譯 

［次知识责任］幸徳秋水 譯 

 

 

［正题名］農業·戰略戰術問題 

［第一责任人］野呂栄太郎著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1949.3 

［丛编题名］野呂栄太郎著作 

［丛编题名］ノロ エイタロウ チョサク 第 3 集 

［知识责任］野呂栄太郎 著 

 

 

［正题名］日本社会の基本問題 

［第一责任人］日本太平洋問題調査会編 

［译者］大内兵衛 [ほか] 著 

［出版者］世界評論社 

［出版日期］1949.4 

［主题词］日本/社会 

［次知识责任］大内兵衛 著 

 

 

［正题名］劉少奇著作集 



［第一责任人］劉少奇 [著] 

［译者］劉少奇著作集刊行會編譯 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1952 

［附注内容］著者の肖像写真あり 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］劉少奇 [著] 

 

 

［正题名］劉少奇著作集 

［第一责任人］劉少奇 [著] 

［译者］劉少奇著作集刊行會編譯 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1952 

［附注内容］著者の肖像写真あり 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］劉少奇 [著] 

 

 

［正题名］村の記録 

［第一责任人］松好貞夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-248 

［主题词］村落/歴史 

［知识责任］松好貞夫 著 

 

 

［正题名］レーニン伝 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所著 

［译者］日本共産党中央委員会宣伝教育部訳 

［出版者］日本共産党中央委員会 

［出版日期］1960.8 

［正题名］レーニン伝 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所著 

［译者］日本共産党中央委員会宣伝教育部訳 

［出版者］日本共産党中央委員会 

［出版日期］1960.10 

［正题名］レーニン伝 

［第一责任人］マルクス=レーニン主義研究所著 

［译者］日本共産党中央委員会宣伝教育部訳 

［出版者］日本共産党中央委員会 

［出版日期］1960.12 



［正题名］教育を生産労働とむすびつける 

［第一责任人］陸定一 [著] 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1958.10 

［知识责任］陸定一 [著] 

 

 

［正题名］歴史への証言 

［第一责任人］海野普吉[ほか]著 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1960 

［知识责任］海野普吉 著 

 

 

［正题名］日本共産党検挙秘史 

［第一责任人］立山隆章著 

［出版者］武侠社 

［出版日期］1929.11 

［附注内容］武侠社版 

［知识责任］立山隆章 著 

 

 

［正题名］片山潜 

［第一责任人］岸本英太郎，渡辺春男，小山弘健著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1959.12 

［知识责任］岸本英太郎 著 

［知识责任］渡辺春男 著 

［知识责任］小山弘健 著 

 

 

［正题名］片山潜 

［第一责任人］岸本英太郎，渡辺春男，小山弘健著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1960.6 

［知识责任］岸本英太郎 著 

［知识责任］渡辺春男 著 

［知识责任］小山弘健 著 

 

 

［正题名］テキスト日本史 

［第一责任人］門脇禎二，黒田俊雄共著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1958.11 



［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 153 

［知识责任］門脇禎二 著 

［知识责任］黒田俊雄 著 

 

 

［正题名］なぜ社会主義をえらぶか 

［第一责任人］ジョン·ストレイチイ著 

［译者］宮地健次郎訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-122 

［知识责任］ストレイチイ 著 

［知识责任］Strachey 著 

［次知识责任］宮地健次郎 訳 

 

 

［正题名］イタリアという国 

［第一责任人］山崎功著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-510 

［附注内容］巻末(p1-3): 読者の参考のために 

［附注内容］巻末(p5-12): 人名·事項索引 

［知识责任］山崎功 著 

 

 

［正题名］戦後日本農民運動史 

［第一责任人］山口武秀著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1959.2 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 158 

［知识责任］山口武秀 著 

 

 

［正题名］中上川彦次郎傳 

［第一责任人］白柳秀湖著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.6 

［附注内容］中上川彦次郎年譜: p617-645 

［知识责任］白柳秀湖 著 



 

 

［正题名］野呂栄太郎全集 

［第一责任人］野呂栄太郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1947.4 

［知识责任］野呂栄太郎 著 

 

 

［正题名］日本ファシズムの形成 

［第一责任人］江口圭一編 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1978.11 

［丛编题名］体系·日本現代史 

［丛编题名］タイケイ ニホン ゲンダイシ 1 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］ファシズム 

［知识责任］江口圭一 編 

 

 

［正题名］一五年戦争と東アジア 

［第一责任人］今井清一編 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1979.1 

［丛编题名］体系·日本現代史 

［丛编题名］タイケイ ニホン ゲンダイシ 2 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］日中戦争 

［主题词］植民地政策 

［知识责任］今井清一 編 

 

 

［正题名］占領と戦後改革 

［第一责任人］神田文人編 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1979.7 

［丛编题名］体系·日本現代史 

［丛编题名］タイケイ ニホン ゲンダイシ 5 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］日本管理政策 

［知识责任］神田文人 編 

 

 

［正题名］冷戦下の日本 



［第一责任人］藤原彰編 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1979.5 

［丛编题名］体系·日本現代史 

［丛编题名］タイケイ ニホン ゲンダイシ 6 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］日本管理政策 

［知识责任］藤原彰 編 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著，フリードリッヒ·エンゲルス編 

［译者］長谷部文雄訳 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1946.10 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 編 

［知识责任］Engels 編 

［次知识责任］長谷部文雄 訳 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著，フリードリッヒ·エンゲルス編 

［译者］長谷部文雄訳 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1946.11 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 編 

［知识责任］Engels 編 

［次知识责任］長谷部文雄 訳 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著，フリードリッヒ·エンゲルス編 

［译者］長谷部文雄訳 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1947.9 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 編 

［知识责任］Engels 編 

［次知识责任］長谷部文雄 訳 



 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著，フリードリッヒ·エンゲルス編 

［译者］長谷部文雄訳 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1947.11 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 編 

［知识责任］Engels 編 

［次知识责任］長谷部文雄 訳 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著，フリードリッヒ·エンゲルス編 

［译者］長谷部文雄訳 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1948.2 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 編 

［知识责任］Engels 編 

［次知识责任］長谷部文雄 訳 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著，フリードリッヒ·エンゲルス編 

［译者］長谷部文雄訳 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1948.9 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 編 

［知识责任］Engels 編 

［次知识责任］長谷部文雄 訳 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著，フリードリッヒ·エンゲルス編 

［译者］長谷部文雄訳 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1948.10 

［知识责任］マルクス 著 



［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 編 

［知识责任］Engels 編 

［次知识责任］長谷部文雄 訳 

 

 

［正题名］全国水平社七十年史 

［第一责任人］部落解放同盟中央本部編 

［出版者］解放出版社 

［出版日期］1992.3 

［附注内容］全国水平社七十年史·略年表:p254～263 

［主题词］部落問題/歴史 

 

 

［正题名］日本共産党の五十年 

［第一责任人］日本共産党，日本共産党中央委員会编 

［出版者］日本共産党中央委員会出版局 

［出版日期］1972.7 

［主题词］日本共産党 

 

 

［正题名］講座日本史 

［第一责任人］歴史学研究会，日本史研究会編 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1970.4 

［正题名］講座日本史 

［第一责任人］歴史学研究会，日本史研究会編 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1970.5 

［正题名］講座日本史 

［第一责任人］歴史学研究会，日本史研究会編 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1970.7 

［正题名］講座日本史 

［第一责任人］歴史学研究会，日本史研究会編 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1970.10 

［正题名］講座日本史 

［第一责任人］歴史学研究会，日本史研究会編 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1970.11 

［正题名］講座日本史 

［第一责任人］歴史学研究会，日本史研究会編 

［出版者］東京大学出版会 



［出版日期］1970.12 

［正题名］講座日本史 

［第一责任人］歴史学研究会，日本史研究会編 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1971.5 

［正题名］講座日本史 

［第一责任人］歴史学研究会，日本史研究会編 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1971.3 

［正题名］講座日本史 

［第一责任人］歴史学研究会，日本史研究会編 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1971.6 

［正题名］講座日本史 

［第一责任人］歴史学研究会，日本史研究会編 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1971.6 

［正题名］東京裁判判決 

［第一责任人］毎日新聞社[編] 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1949.1 

［主题词］国際軍事裁判 

 

 

［正题名］日本帝國統計全書 

［第一责任人］東京統計協會編纂 

［出版者］東京統計協會 

［出版日期］1928.5 

［附注内容］東京統計協会創立 50 年記念 

［附注内容］監修:内閣統計局 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］北一輝著作集 

［第一责任人］北一輝著 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1959.3 

［知识责任］北一輝 著 

 

 

［正题名］北一輝著作集 

［第一责任人］北一輝著 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1959.7 



［知识责任］北一輝 著 

 

 

［正题名］北一輝著作集 

［第一责任人］北一輝著 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1972.4 

［知识责任］北一輝 著 

 

 

［正题名］自然と人間のたたかい 

［第一责任人］イリイン著 

［译者］伊藤新一，広尾猛共訳 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1955.5 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 233 

［知识责任］イリイン 著 

［知识责任］IlˊinM. Mikhail 著 

［次知识责任］伊藤新一 訳 

［次知识责任］広尾猛 訳 

 

 

［正题名］中国崩壊 

［第一责任人］司瞭著 

［出版者］イースト·プレス 

［出版日期］1989.8 

［主题词］中国 

［知识责任］司瞭 著 

 

 

［正题名］文化大革命 12 の疑問 

［第一责任人］浅海一男著 

［出版者］新興書房 

［出版日期］1967 

［主题词］中国/歴史 

［主题词］中国/政治/歴史 

［主题词］共産主義/中国 

［知识责任］浅海一男 著 

 

 

［正题名］日本の労働運動 

［第一责任人］高野實著 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1958.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-303 

［主题词］労働運動/日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］高野実 著 

 

 

［正题名］日本風俗史考 

［第一责任人］和歌森太郎著 

［出版者］潮出版社 

［出版日期］1971.3 

［丛编题名］潮新書 

［丛编题名］ウシオ シンショ 60 

［主题词］日本/風俗·習慣/歴史 

［知识责任］和歌森太郎 著 

 

 

［正题名］愛と真実 

［第一责任人］大竹悠紀子著 

［出版者］〔大竹悠紀子〕 

［出版日期］1976.8 

［附注内容］発売:たいまつ社(東京) 

［知识责任］大竹悠紀子 著 

 

 

［正题名］人民の世界史 

［第一责任人］伊豆公夫著 

［出版者］正旗社 

［出版日期］1949.12 

［主题词］歴史 

［知识责任］伊豆公夫 著 

 

 

［正题名］人間の歴史 

［第一责任人］安田徳太郎著 

［出版者］光文社 

［出版日期］1953 

［知识责任］安田徳太郎 著 

 

 

［正题名］資本主義への道 

［第一责任人］河野健二編 

［出版者］ミネルヴァ書房 

［出版日期］1959.1 



［丛编题名］社会科学選書 

［丛编题名］シャカイ カガク センショ 14 

［知识责任］河野健二 編 

 

 

［正题名］トランプものがたり 

［第一责任人］松田道弘著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 102 

［主题词］トランプ 

［知识责任］松田道弘 著 

 

 

［正题名］世界をゆるがした十日間 

［第一责任人］ジョン·リード著 

［译者］原光雄訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.10 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤-5840-5842 

［知识责任］リード 著 

［知识责任］Reed 著 

［次知识责任］原光雄 訳 

 

 

［正题名］世界をゆるがした十日間 

［第一责任人］ジョン·リード著 

［译者］原光雄訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.11 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤-5843-5844 

［知识责任］リード 著 

［知识责任］Reed 著 

［次知识责任］原光雄 訳 

 

 

［正题名］イギリス現代史 

［第一责任人］小幡操著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.10 

［丛编题名］岩波新書 



［丛编题名］イワナミ シンショ 青-360 

［主题词］イギリス/歴史/20 世紀 

［知识责任］小幡操 著 

 

 

［正题名］市民革命論 

［第一责任人］河野健二著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1956.4 

［丛编题名］創元歴史選書 

［丛编题名］ソウゲン レキシ センショ 

［附注内容］参考文献について·市民革命略年表: p187-191 

［知识责任］河野健二 著 

 

 

［正题名］沖縄史を考える 

［第一责任人］新里恵二著 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1970.9 

［附注内容］沖縄史関係基本文献案内:p359～372 

［附注内容］付:沖縄史年表 

［附注内容］4 刷:「第四刷にあたって」p382-383 が追加されている 

［主题词］沖縄県/歴史 

［知识责任］新里恵二 著 

 

 

［正题名］高知県の社会 

［第一责任人］川島哲郎編 

［出版者］高知市立市民図書館 

［出版日期］1958.4 

［丛编题名］市民新書 

［丛编题名］シミン シンショ 第 8 

［主题词］仁淀村高知県高岡郡 

［主题词］山村 

［知识责任］川島哲郎 編 

 

 

［正题名］中国料理教室 

［第一责任人］大島徳弥著 

［出版者］青年出版社 

［出版日期］1968 

［丛编题名］現代中国教室 

［丛编题名］ゲンダイ チュウゴク キョウシツ 7 

［主题词］中華料理 



［知识责任］大島徳弥 著 

 

 

［正题名］落日燃ゆ 

［第一责任人］城山三郎著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1974.1 

［附注内容］巻末：主要参考資料 

［知识责任］城山三郎 著 

 

 

［正题名］火の民 

［第一责任人］井上孝著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1958.7 

［知识责任］井上孝 著 

 

 

［正题名］筑紫飄風記 

［第一责任人］井上孝著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1957.7 

［知识责任］井上孝 著 

 

 

［正题名］季節のまつり 

［第一责任人］今野円輔著 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1964.12 

［丛编题名］日本の民俗 

［丛编题名］ニホン ノ ミンゾク 7 

［主题词］祭礼 

［知识责任］今野円輔 著 

 

 

［正题名］青春の自画像 

［第一责任人］前田河広一郎著 

［出版者］理論社 

［出版日期］1958.5 

［知识责任］前田河広一郎 著 

 

 

［正题名］真説仏教変遷史 

［第一责任人］島居卓蔵著 



［出版者］田畑書店 

［出版日期］1973 

［主题词］仏教/歴史 

［知识责任］島居卓蔵 著 

 

 

［正题名］平将門 

［第一责任人］山崎謙著 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1971 

［丛编题名］Sanseid◆U00F4◆ books 21 

［主题词］日本/歴史/平安時代 

［知识责任］山崎謙 著 

 

 

［正题名］砂漠に渇いたもの 

［第一责任人］熊田亨著 

［出版者］第三書館 

［出版日期］1982.6 

［丛编题名］パレスチナ選書 

［丛编题名］パレスチナ センショ 

［附注内容］東洋経済新報社昭和 34 年刊の復刊 

［附注内容］発売: 新泉社 

［主题词］中近東/社会 

［主题词］中近東/政治 

［知识责任］熊田亨 著 

 

 

［正题名］東アジア世界研究への模索 

［第一责任人］藤間生大著 

［出版者］校倉書房 

［出版日期］1982.6 

［丛编题名］校倉歴史選書 

［丛编题名］アゼクラ レキシ センショ 

［知识责任］藤間生大 著 

 

 

［正题名］ベートーヴエン心の手記 

［第一责任人］阿部謙太郎著 

［出版者］平原社 

［出版日期］1946.11 

［知识责任］阿部謙太郎 著 

 

 



［正题名］東国の人びと 

［第一责任人］村上一郎著 

［出版者］国文社 

［出版日期］1996.2 

［丛编题名］村上一郎著作集 

［丛编题名］ムラカミ イチロウ チョサクシュウ 村上一郎著 第 1 巻 

［附注内容］書名は奥付による 

［附注内容］監修: 吉本隆明ほか 

［知识责任］村上一郎 著 

 

 

［正题名］大衆芸術家の肖像 

［第一责任人］加藤秀俊責任編集 

［出版者］講談社 

［出版日期］1963 

［丛编题名］20 世紀を動かした人々 

［丛编题名］20 セイキ オ ウゴカシタ ヒトビト 8 

［主题词］小説家 

［主题词］大衆演芸 

［知识责任］加藤秀俊 編集 

 

 

［正题名］混沌の海へ 

［第一责任人］山田慶児著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1975 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/社会 

［主题词］中国人 

［知识责任］山田慶児 著 

 

 

［正题名］くもの国 77 年 

［第一责任人］藤原治著 

［出版者］原書房 

［出版日期］1977.9 

［知识责任］藤原治 著 

 

 

［正题名］灰色の国碧い海峡 

［第一责任人］石山慶治郎著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1955.12 

［主题词］アジア西部/紀行 

［主题词］インド/紀行 



［知识责任］石山慶治郎 著 

 

 

［正题名］悪人親鸞 

［第一责任人］寺尾五郎著 

［出版者］徳間書店 

［出版日期］1972 

［知识责任］寺尾五郎 著 

 

 

［正题名］オレンヂ運河 

［第一责任人］吉岡達夫著 

［出版者］築地書館 

［出版日期］1955.11 

［知识责任］吉岡達夫 著 

 

 

［正题名］桂春団治 

［第一责任人］富士正晴著 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1967.11 

［附注内容］桂春団治年譜: p298-301 

［附注内容］桂春団治を書くために出来上がった上方落語年表: p302-318 

［知识责任］富士正晴 著 

 

 

［正题名］日光杉並木街道保存の国際的意義 

［第一责任人］鈴木丙馬著 

［出版者］日光杉並木街道保存委員会 

［出版日期］1970 

［丛编题名］並木叢書 

［丛编题名］ナミキ ソウショ 1 

［主题词］文化財保護/日光市 

［主题词］杉 

［知识责任］鈴木丙馬 著 

 

 

［正题名］日光杉並木街道の物語 

［第一责任人］長倉肇著 

［出版者］日光杉並木街道保存委員会 

［出版日期］1970 

［丛编题名］並木叢書 

［丛编题名］ナミキ ソウショ 2 

［主题词］日光市 



［主题词］杉 

［知识责任］長倉肇 著 

 

 

［正题名］声の太郎杉 

［第一责任人］東照宮林務部編 

［出版者］日光東照宮 

［出版日期］1971.10 

［主题词］天然記念物 

［主题词］杉 

［主题词］日光 

 

 

［正题名］美と宗教の発見 

［第一责任人］梅原猛著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1967.1 

［主题词］日本/文化 

［知识责任］梅原猛 著 

 

 

［正题名］帝国軍隊に於ける学習·序 

［第一责任人］富士正晴著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1964 

［知识责任］富士正晴 著 

 

 

［正题名］酒が語る日本史 

［第一责任人］和歌森太郎著 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1971.6 

［主题词］日本/歴史 

［主题词］酒/歴史 

［知识责任］和歌森太郎 著 

 

 

［正题名］日本の反スターリン主義運動 

［第一责任人］黒田寛一編著 

［出版者］こぶし書房 

［出版日期］1969.6 

［主题词］共産主義 

［知识责任］黒田寛一 編著 

 



 

［正题名］氷の河 

［第一责任人］江馬修著 

［出版者］理論社 

［出版日期］1955.7 

［知识责任］江馬修 著 

 

 

［正题名］中央公論社の八十年 

［第一责任人］中央公論社編 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1965.10 

［附注内容］年表·中央公論社の八十年: p372-542 

［附注内容］執筆者:杉森久英 

［主题词］中央公論社 

 

 

［正题名］文化の手法 

［第一责任人］吉田光邦著 

［出版者］思文閣出版 

［出版日期］1982.6 

［丛编题名］吉田光邦評論集 

［丛编题名］ヨシダ ミツクニ ヒョウロンシュウ 2 

［主题词］芸術 

［知识责任］吉田光邦 著 

 

 

［正题名］下関市史 

［第一责任人］下関市市史編修委員会編 

［出版者］下関市役所 

［出版日期］1964.3 

［主题词］下関市 

 

 

［正题名］下関市史 

［第一责任人］下関市市史編修委員会編 

［出版者］下関市役所 

［出版日期］1958.3 

［附注内容］市制施行以後: 付(地図 1 枚): 下関市全図 

［主题词］下関市 

 

 

［正题名］下関市史 

［第一责任人］下関市市史編修委員会編 



［出版者］下関市役所 

［出版日期］1965.3 

［主题词］下関市 

 

 

［正题名］京都大学七十年史 

［第一责任人］京都大学七十年史編集委員会編 

［出版者］京都大学 

［出版日期］1967.11 

［主题词］京都大学 

［知识责任］京都大学七十年史編集委員会 編 

 

 

［正题名］新大津市史 

［第一责任人］奈良本辰也編 

［出版者］大津市 

［出版日期］1962.1 

［主题词］大津市 

［知识责任］奈良本辰也 編 

 

 

［正题名］新大津市史 

［第一责任人］奈良本辰也編 

［出版者］大津市 

［出版日期］1962.3 

［主题词］大津市 

［知识责任］奈良本辰也 編 

 

 

［正题名］新大津市史 

［第一责任人］奈良本辰也編 

［出版者］大津市 

［出版日期］1963.3 

［主题词］大津市 

［知识责任］奈良本辰也 編 

 

 

［正题名］経済学辞典 

［第一责任人］大阪市立大学経済研究所編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.9 

［主题词］経済学/辞書 

 

 



［正题名］日本近代史辞典 

［第一责任人］京都大学文学部国史研究室編 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1958.11 

［附注内容］附表 4 鋪 

 

 

［正题名］京都府議会歴代議員録 

［第一责任人］京都府議会事務局編 

［出版者］京都府議会 

［出版日期］1961.12 

［主题词］京都府議会 

［知识责任］京都府議会事務局 編 

 

 

［正题名］福島県史 

［第一责任人］福島県編 

［出版者］福島県 

［出版日期］1965.3 

［附注内容］福島県内発売元: 福島県図書教材株式会社 

［附注内容］福島県外発売元: 厳南堂書店 

［附注内容］附録「福島県史編纂記録」: 別書誌 (BN02007006) 

［主题词］福島県/歴史 

 

 

［正题名］吉田松陰 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］淡交社 

［出版日期］1973.8 

［丛编题名］日本の旅人 

［丛编题名］ニホン ノ タビビト 15 

［附注内容］付録 関係地図·東北遊日記抄·年表: p195-224 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］現代日本の産業集中 

［第一责任人］妹尾明編 

［出版者］日本経済新聞社 

［出版日期］1983.5 

［主题词］企業集中 

［知识责任］妹尾明 編 

 

 

［正题名］もう一つの維新 



［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1974 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］日本の統計 

［第一责任人］総理府統計局編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1976.4 

［附注内容］非売品は別書誌<BN0091573X> 

 

 

［正题名］日本の統計 

［第一责任人］総理府統計局編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1978.7 

［附注内容］非売品は別書誌<BN0091573X> 

 

 

［正题名］大木よね 

［第一责任人］大木よね〔述〕 

［译者］三留理男編 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1974 

［主题词］農民運動 

［知识责任］大木よね 述 

［次知识责任］三留理男 編 

 

 

［正题名］徴兵準備はここまできている 

［第一责任人］林茂夫著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1973 

［主题词］兵役 

［知识责任］林茂夫 著 

 

 

［正题名］戦後秘密警察の実態 

［第一责任人］宮内裕，杉村敏正，岡崎万寿秀共編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1960 

［附注内容］付 : 参考文献 : 481-483p 

［主题词］警察 



［知识责任］宮内裕 編 

［知识责任］杉村敏正 編 

［知识责任］岡崎万寿秀 編 

 

 

［正题名］東南アジアを考える 

［第一责任人］市村真一編 

［出版者］創文社 

［出版日期］1973.12 

［主题词］東南アジア/社会 

［知识责任］市村真一 編 

 

 

［正题名］有事立法が狙うもの 

［第一责任人］軍事問題研究会編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1978.12 

［主题词］国防政策 

［主题词］日本/国防 

 

 

［正题名］三菱軍需廠 

［第一责任人］城田登，山村喜晴，白西紳一郎共著 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1971 

［主题词］軍需工業 

［主题词］三菱グループ 

［知识责任］城田登 共著 

［知识责任］山村喜晴 共著 

［知识责任］白西紳一郎 共著 

 

 

［正题名］沖縄苦難の現代史 

［第一责任人］沖縄県編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1996.7 

［丛编题名］同時代ライブラリー 

［丛编题名］ドウジダイ ライブラリー 275 

［附注内容］沖縄県の作成した被告準備書面(第 1·1995 年 12 月 22 日、 第 3·1996 年 2

月 9 日)と、訴状より構成したもの 

［主题词］軍事基地 

［主题词］沖縄問題 

［主题词］軍事基地 

 



 

［正题名］軍国主義と日本経済 

［第一责任人］木川田栄著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1971 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 762 

［附注内容］付:主要参考文献 

［主题词］日本/国防 

［主题词］産業と軍事 

［主题词］日本/経済 

［知识责任］木川田栄 著 

 

 

［正题名］日本の防衛産業 

［第一责任人］赤城正一著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1969 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 666 

［主题词］軍需工業 

［知识责任］赤城正一 著 

 

 

［正题名］転換期の「安保」 

［第一责任人］毎日新聞社政治部編 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1979.7 

［主题词］日本/国防 

［主题词］日米安全保障条約 

 

 

［正题名］日本経済 

［第一责任人］中村隆英著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1978.3 

［主题词］日本/経済 

［主题词］日本/経済/歴史/明治以後 

［知识责任］中村隆英 著 

 

 

［正题名］投資本格化十年目の評価と展望 

［第一责任人］日本貿易振興会编 

［出版者］日本貿易振興会 



［出版日期］1982.2 

［丛编题名］海外市場白書 

［丛编题名］カイガイ シジョウ ハクショ 日本貿易振興会編 1982 投資篇 

［附注内容］発売:全国官報販売協同組合 

［主题词］貿易 

 

 

［正题名］日本の企業集中 

［第一责任人］公正取引委員会事務局編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1971.8 

［主题词］企業集中 

 

 

［正题名］国際統計要覧 

［第一责任人］総理府統計局編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1978.6 

［附注内容］非売品は別書誌<BN07486529> 

［附注内容］折り込図 1 枚 

［主题词］統計 

 

 

［正题名］変わる生活、変わる世代 

［第一责任人］経済企画庁編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1975.12 

［丛编题名］国民生活白書 

［丛编题名］コクミン セイカツ ハクショ 経済企画庁編 昭和 50 年度 

［主题词］生活問題 

 

 

［正题名］国土利用白書 

［第一责任人］国土庁編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1976.6 

［主题词］国土計画 

 

 

［正题名］先進国日本の試練と課題 

［第一责任人］経済企画庁編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1980.9 

［丛编题名］経済白書 



［丛编题名］ケイザイ ハクショ 経済安定本部編 昭和 55 年版 

［附注内容］経済企画庁刊『年次経済報告』と同内容 

［主题词］日本/経済 

 

 

［正题名］経済協力の現状と問題点 

［第一责任人］通商産業省貿易振興局編 

［出版者］通商産業調査会 

［出版日期］1981.3 

［主题词］後進国開発 

［主题词］国際投資 

 

 

［正题名］通商白書 

［第一责任人］通商産業省編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1977.7 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/貿易 

 

 

［正题名］日米安保条約 

［第一责任人］多田実解説 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1982.8 

［主题词］日米安全保障条約 

［知识责任］多田実 解説 

 

 

［正题名］過疎対策の現況 

［第一责任人］国土庁地方振興局過疎対策室編 

［出版者］東京官書普及 (発売) 

［出版日期］1978.1 

［附注内容］昭和 51,52,53 年度版の出版者: 過疎地域問題調査会 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］過疎問題 

 

 

［正题名］科学技術発展の軌跡と展望 

［第一责任人］科学技術庁编 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1980.8 

［丛编题名］科学技術白書 

［丛编题名］カガク ギジュツ ハクショ 科学技術庁編 昭和 55 年版 



［主题词］技術/日本 

 

 

［正题名］現代日本経済の展開 

［第一责任人］経済企画庁编 

［出版者］経済企画庁 

［出版日期］1976.8 

［附注内容］年表:p.469-575 

［主题词］日本/経済/歴史/昭和時代 

［主题词］経済企画庁 

 

 

［正题名］防衛白書 

［第一责任人］防衛庁編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1976.7 

［主题词］日本/国防 

 

 

［正题名］防衛白書 

［第一责任人］防衛庁編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1978.9 

［主题词］日本/国防 

 

 

［正题名］防衛白書 

［第一责任人］防衛庁編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1979.9 

［主题词］日本/国防 

 

 

［正题名］防衛白書 

［第一责任人］防衛庁編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1981.9 

［主题词］日本/国防 

 

 

［正题名］防衛白書 

［第一责任人］防衛庁編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1982.9 



［主题词］日本/国防 

 

 

［正题名］現代日本の政党 

［第一责任人］金原左門著 

［出版者］内田老鶴圃 

［出版日期］1963.3 

［丛编题名］老鶴圃新書 

［丛编题名］ロウカクホ シンショ 24 

［附注内容］参考文献: p221-226 

［主题词］政党 

［知识责任］金原左門 著 

 

 

［正题名］明治維新と天皇 

［第一责任人］遠山茂樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.1 

［丛编题名］岩波セミナーブックス 

［丛编题名］イワナミ セミナー ブックス 34 

［附注内容］年表: 巻末 p1-9 

［主题词］明治維新 

［主题词］天皇制 

［知识责任］遠山茂樹 著 

 

 

［正题名］産別会議小史 

［第一责任人］産別会議史料整理委員会編 

［出版者］産別会議残務整理委員会 

［出版日期］1958 

［附注内容］巻末:産別会議年表 

［主题词］全日本産業別労働組合会議 

［知识责任］産別会議史料整理委員会 編 

 

 

［正题名］内灘 

［第一责任人］芦田高子著 

［出版者］第二書房 

［出版日期］1954 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である。 

［知识责任］芦田高子 著 

 

 

［正题名］国民の文学 



［第一责任人］永積安明 [ほか] 編 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1953.6 

［附注内容］古典篇の共編者: 松本新八郎 

［主题词］日本文学 

［知识责任］永積安明 編 

［知识责任］松本新八郎 編 

 

 

［正题名］梨本宮伊都子妃の日記 

［第一责任人］梨本伊都子[原著] 

［译者］小田部雄次著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1991.11 

［附注内容］資料提供:梨本徳彦 

［附注内容］梨本宮伊都子関係年譜:p392～394 文献:p398～399 

［知识责任］梨本伊都子 [原著] 

［次知识责任］小田部雄次 著 

 

 

［正题名］日本文學の近代と現代 

［第一责任人］猪野謙二[著] 

［出版者］未来社 

［出版日期］1958.11 

［主题词］日本文学/歴史/明治以後 

［知识责任］猪野謙二 [著] 

 

 

［正题名］飛べない教室 

［第一责任人］村田栄一著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1977.1 

［主题词］日本/教育 

［知识责任］村田栄一 著 

 

 

［正题名］伊藤貞助一幕劇集 

［第一责任人］伊藤貞助著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1953 

［丛编题名］未来一幕劇シリーズ 

［丛编题名］ミライ ヒトマクゲキ シリーズ 1 

［知识责任］伊藤貞助 著 

 



 

［正题名］散文精神について 

［第一责任人］廣津和郎著 

［出版者］新生社 

［出版日期］1947.6 

［知识责任］広津和郎 著 

 

 

［正题名］五十年生活年譜 

［第一责任人］秋田雨雀著 

［出版者］ナウカ社 

［出版日期］1936.4 

［知识责任］秋田雨雀 著 

 

 

［正题名］文化への発言 

［第一责任人］桑原武夫著 

［出版者］創文社 

［出版日期］1953.7 

［丛编题名］フォルミカ選書 

［丛编题名］フォルミカ センショ 12 

［知识责任］桑原武夫 著 

 

 

［正题名］頭山満と陸奥·小村 

［第一责任人］杉森久英著 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1967 

［知识责任］杉森久英 著 

 

 

［正题名］短歌論 

［第一责任人］窪川鶴次郎著 

［出版者］新日本文學會 

［出版日期］1950.6 

［主题词］和歌/歌論·歌話 

［知识责任］窪川鶴次郎 著 

 

 

［正题名］ファウスト註解 

［第一责任人］ゲーテ[著] 

［译者］青木昌吉[註訳] 

［出版者］郁文堂書店 

［出版日期］1939.5 



［附注内容］タイトルは奥付、背による 

［附注内容］本文はドイツ語 

［知识责任］ゲーテ [著] 

［知识责任］Goethe 著 

［次知识责任］青木昌吉 [註訳] 

 

 

［正题名］橋のない川 

［第一责任人］住井すゑ著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1963.3 

［知识责任］住井すゑ 著 

 

 

［正题名］沖縄の近代教育 

［第一责任人］安里彦紀著 

［出版者］亜紀書房 

［出版日期］1973.6 

［主题词］沖縄県/教育/歴史 

［知识责任］安里彦紀 著 

 

 

［正题名］ソウルの風景 

［第一责任人］四方田犬彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］2001.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 749 

［附注内容］地図 2p あり 

［知识责任］四方田犬彦 著 

 

 

［正题名］エノケン·ロッパの時代 

［第一责任人］矢野誠一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］2001.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 751 

［附注内容］榎本健一·古川ロッパ略年譜: p203-208 

［附注内容］榎本健一、古川ロッパの肖像あり 

［主题词］芸能人 

［知识责任］矢野誠一 著 

 

 



［正题名］日本人のための英語術 

［第一责任人］ピーター·フランクル著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］2001.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 761 

［主题词］英語 

［知识责任］フランクル 著 

［知识责任］Frankl 著 

 

 

［正题名］西部開拓史 

［第一责任人］猿谷要著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-192 

［附注内容］巻末:参考文献 

［主题词］アメリカ合衆国/歴史/19 世紀 

［主题词］西部諸州アメリカ合衆国/歴史 

［知识责任］猿谷要 著 

 

 

［正题名］IT 汚染 

［第一责任人］吉田文和著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］2001.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 741 

［附注内容］参考文献: 巻末 p1-6 

［主题词］環境汚染 

［主题词］廃棄物処理 

［主题词］情報産業 

［知识责任］吉田文和 著 

 

 

［正题名］インカを歩く 

［第一责任人］高野潤著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］2001.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 738 

［主题词］遺跡·遺物/ペルー 

［知识责任］高野潤 著 



 

 

［正题名］学問と「世間」 

［第一责任人］阿部謹也著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］2001.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 735 

［附注内容］参考文献: p173-175 

［主题词］学問 

［主题词］学術 

［知识责任］阿部謹也 著 

 

 

［正题名］日本政治再生の条件 

［第一责任人］山口二郎編著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］2001.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 732 

［知识责任］山口二郎 編著 

 

 

［正题名］一路白頭ニ到ル 

［第一责任人］高瀬善夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-214 

［附注内容］留岡幸助年譜: p223-226 

［附注内容］参考文献: p227-228 

［知识责任］高瀬善夫 著 

 

 

［正题名］治安維持法 

［第一责任人］潮見俊隆著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-22 

［主题词］治安立法 

［知识责任］潮見俊隆 著 

 

 



［正题名］私の読書 

［第一责任人］図書編集部編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 246 

［附注内容］付:参考書目 

［主题词］読書 

 

 

［正题名］文明開化 

［第一责任人］飛鳥井雅道著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1985.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-320 

［主题词］日本/社会/歴史/明治時代 

［主题词］近代化 

［知识责任］飛鳥井雅道 著 

 

 

［正题名］妻のこころ 

［第一责任人］羽仁説子著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-72 

［知识责任］羽仁説子 著 

 

 

［正题名］近代日本の作家と作品 

［第一责任人］片岡良一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.11 

［主题词］日本文学/歴史/明治以後 

［知识责任］片岡良一 著 

 

 

［正题名］日本近代文学研究 

［第一责任人］小田切秀雄著 

［出版者］東大協同組合出版部 

［出版日期］1950.4 

［主题词］日本文学/歴史/明治以後 

［知识责任］小田切秀雄 著 



 

 

［正题名］日本語の系統 

［第一责任人］服部四郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.1 

［附注内容］索引: 巻末 p1-6 

［主题词］日本語 

［知识责任］服部四郎 著 

 

 

［正题名］フランス文学論 

［第一责任人］桑原武夫著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1967 

［知识责任］桑原武夫 著 

 

 

［正题名］志賀直哉私論 

［第一责任人］安岡章太郎著 

［出版者］文藝春秋 

［出版日期］1968 

［附注内容］年譜:p.371-380 

［知识责任］安岡章太郎 著 

 

 

［正题名］悲壮劇 

［第一责任人］アイスキュロス[著] 

［译者］田中秀央，内山敬二郎訳 

［出版者］生活社 

［出版日期］1943.12 

［丛编题名］ギリシア·ラテン叢書 

［丛编题名］ギリシア ラテン ソウショ 

［主题词］戯曲ギリシア-戯曲集 

［知识责任］アイスキュロス [著] 

［知识责任］Aeschylus [著] 

［次知识责任］田中秀央 訳 

［次知识责任］内山敬二郎 訳 

 

 

［正题名］世界最悪の旅 

［第一责任人］アブスレイ·チェリー=ガラード[著] 

［译者］加納一郎訳 

［出版者］朋文社 



［出版日期］1944.2 

［主题词］南極地方/紀行 

［知识责任］チェリー=ガラード [著] 

［知识责任］Cherry-Garrard [著] 

［次知识责任］加納一郎 訳 

 

 

［正题名］水滸伝 

［第一责任人］施耐庵作 

［译者］駒田信二訳 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1972.8 

［丛编题名］奇書シリーズ 

［丛编题名］キショ シリーズ [3] 

［知识责任］施耐庵 作 

［次知识责任］駒田信二 訳 

 

 

［正题名］水滸伝 

［第一责任人］施耐庵作 

［译者］駒田信二訳 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1972.8 

［丛编题名］奇書シリーズ 

［丛编题名］キショ シリーズ [3] 

［知识责任］施耐庵 作 

［次知识责任］駒田信二 訳 

 

 

［正题名］水滸伝 

［第一责任人］施耐庵作 

［译者］駒田信二訳 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1972.8 

［丛编题名］奇書シリーズ 

［丛编题名］キショ シリーズ [3] 

［知识责任］施耐庵 作 

［次知识责任］駒田信二 訳 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著，フリードリッヒ·エンゲルス編 

［译者］長谷部文雄訳 

［出版者］日本評論社 



［出版日期］1949.1 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 編 

［知识责任］Engels 編 

［次知识责任］長谷部文雄 訳 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著，フリードリッヒ·エンゲルス編 

［译者］長谷部文雄訳 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1949.5 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 編 

［知识责任］Engels 編 

［次知识责任］長谷部文雄 訳 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著，フリードリッヒ·エンゲルス編 

［译者］長谷部文雄訳 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1949.11 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 編 

［知识责任］Engels 編 

［次知识责任］長谷部文雄 訳 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著，フリードリッヒ·エンゲルス編 

［译者］長谷部文雄訳 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1950.8 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 編 

［知识责任］Engels 編 

［次知识责任］長谷部文雄 訳 

 

 



［正题名］新撰エス文手紙の書方 

［第一责任人］下村芳司著 

［出版者］日本エスペラント学会 

［出版日期］1932 

［主题词］エスペラント 

［知识责任］下村芳司 著 

 

 

［正题名］日本の軍隊-自衛隊 

［第一责任人］日本共産党中央委員会出版部編 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版日期］1967.10 

［附注内容］発売:日本共産党中央委員会機関紙経営局 

［知识责任］日本共産党中央委員会出版部 編 

 

 

［正题名］復活する日本軍国主義 

［第一责任人］日本共産党中央委員会出版部編 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版日期］1966 

［正题名］リングワ゛イ·レスポンドイ 

［第一责任人］ザメンホフ 

［译者］岡本好次和譯並増補 = Lingvaj respondoj 

［出版者］日本エスペラント學會 

［出版日期］1929 

［主题词］エスペラント 

［知识责任］ザメンホフ 作 

［知识责任］Zamenhof 作 

［次知识责任］岡本好次 譯 

 

 

［正题名］側面觀幕末史 

［第一责任人］櫻木章著 

［译者］三上參次校閲 

［出版者］啓成社 

［出版日期］1905.9 

［附注内容］折り込図 1 枚 

［知识责任］桜木章 著 

［次知识责任］三上参次 校閲 

 

 

［正题名］國家改造の原理及其實行 

［第一责任人］河合良成著 

［出版者］日本評論社 



［出版日期］1934.3 

［知识责任］河合良成 著 

 

 

［正题名］明治維新の国際的環境 

［第一责任人］石井孝著 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1957.11 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代 

［知识责任］石井孝 著 

 

 

［正题名］大アジア主義の歴史的基礎 

［第一责任人］平野義太郎著 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1945.6 

［主题词］アジア研究 

［知识责任］平野義太郎 著 

 

 

［正题名］米英思想批判 

［第一责任人］淺野晃著 

［出版者］旺文社 

［出版日期］1943.11 

［丛编题名］日本思想戰大系 

［丛编题名］ニホン シソウセン タイケイ 

［知识责任］浅野晃 著 

 

 

［正题名］同和教育の研究 

［第一责任人］小川太郎著 

［出版者］部落問題研究所出版部 

［出版日期］1964 

［知识责任］小川太郎 著 

 

 

［正题名］調査概報 

［第一责任人］横浜市，横浜の空襲を記録する会編 

［出版者］横浜市 

［出版日期］1977 

［正题名］部落 

［第一责任人］部落問題研究所編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1960 



［知识责任］藤川清 作 

 

 

［正题名］人権と部落問題 

［第一责任人］部落問題研究所編 

［出版者］部落問題研究所 

［出版日期］1959 

［丛编题名］部落問題講座 

［丛编题名］ブラク モンダイ コウザ 第 1 集 

 

 

［正题名］部落問題入門 

［第一责任人］部落問題研究所編 

［出版者］部落問題研究所 

［出版日期］1962 

［丛编题名］部落問題講座 

［丛编题名］ブラク モンダイ コウザ 第 3 集 

 

 

［正题名］警察法逐條解説 

［第一责任人］加藤陽三著 

［出版者］新警察社 

［出版日期］1947.12 

［知识责任］加藤陽三 著 

 

 

［正题名］「共産党宣言」とマルクス主義の発展 

［第一责任人］マルクス·レーニン主義研究所編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1950 

［正题名］和蘭語四週間 

［第一责任人］朝倉純孝著 

［出版者］大学書林 

［出版日期］1936.3 

［主题词］オランダ語/研究·指導 

［知识责任］朝倉純孝 著 

 

 

［正题名］演習本位新和文独訳 

［第一责任人］藤田五郎著 

［出版者］第三書房 

［出版日期］1951 

［附注内容］ドクトル·エルヴィン·ヤーン校閲 

［主题词］ドイツ語/和文独訳 



［主题词］ドイツ語/作文 

［知识责任］藤田五郎 著 

 

 

［正题名］根拠地と文化 

［第一责任人］武藤一羊著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1975.10 

［主题词］政治 

［知识责任］武藤一羊 著 

 

 

［正题名］海軍七十年史談 

［第一责任人］澤鑑之丞著 

［出版者］文政同志社 

［出版日期］1942.12 

［知识责任］沢鑑之丞 著 

 

 

［正题名］日本國防國家建設の史的考察 

［第一责任人］土屋喬雄著 

［出版者］科學主義工業社 

［出版日期］1942.1 

［知识责任］土屋喬雄 著 

 

 

［正题名］軍隊と自由 

［第一责任人］藤田嗣雄著 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1953.3 

［知识责任］藤田嗣雄 著 

 

 

［正题名］柳原銀行とその時代 

［第一责任人］崇仁地区の文化遺産を守る会编 

［出版者］崇仁地区の文化遺産を守る会 

［出版日期］1991.6 

［附注内容］崇仁地区年表: p163-188 

 

 

［正题名］こんなときドイツ語でどう言うか 

［第一责任人］H·マイヤー，古賀允洋共著 

［出版者］評論社 

［出版日期］1970 



［知识责任］マイヤー 著 

［知识责任］Mayer 著 

［知识责任］古賀允洋 著 

 

 

［正题名］傾斜のある社会 

［第一责任人］高知県同和教育資料編集委員会編 

［出版者］高知県教育委員会 

［出版日期］1961.3 

［丛编题名］同和教育実践の記録 

［丛编题名］ドウワ キョウイク ジッセン ノ キロク 高知県同和教育資料編集委員会編 

第 13 集 

 

 

［正题名］部落の歴史 

［第一责任人］井上清，北原泰作著 

［出版者］理論社 

［出版日期］1972.5 

［主题词］部落問題 

［知识责任］井上清 著 

［知识责任］北原泰作 著 

 

 

［正题名］日本王権論 

［第一责任人］網野善彦，上野千鶴子，宮田登著 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1988.1 

［主题词］天皇制 

［主题词］日本-歴史 

［主题词］日本/歴史 

［主题词］天皇/歴史 

［知识责任］網野善彦 著 

［知识责任］上野千鶴子 著 

［知识责任］宮田登 著 

 

 

［正题名］戦後の象徴 

［第一责任人］西島建男著 

［出版者］新泉社 

［出版日期］1981.3 

［附注内容］参考文献: p214～218 

［主题词］天皇制 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］西島建男 著 



 

 

［正题名］日本国家の形成 

［第一责任人］山尾幸久著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-13 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］山尾幸久 著 

 

 

［正题名］河上肇詩注 

［第一责任人］一海知義著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-25 

［附注内容］参考文献:p.202～204 

［知识责任］一海知義 著 

 

 

［正题名］東京·ワシントン 

［第一责任人］山本進著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-429 

［主题词］日本/外国関係/アメリカ合衆国 

［知识责任］山本進 著 

 

 

［正题名］版画 

［第一责任人］小野忠重著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-411 

［知识责任］小野忠重 著 

 

 

［正题名］宇宙船ボストーク 

［第一责任人］W·G·バーチェット，A·パーディ著 

［译者］岸田純之助訳 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-442 

［知识责任］バーチェット 著 

［知识责任］Burchett 著 

［知识责任］パーディ 著 

［知识责任］Purdy 著 

［次知识责任］岸田純之助 訳 

 

 

［正题名］社会主義への日本の道 

［第一责任人］春日庄次郎編 

［出版者］新しい時代社 

［出版日期］1961.8 

［附注内容］内容:社会主義日本をめざす戦闘的綱領を(春日庄次郎) 私の立場について(山

田六左衛門) 綱領草案に対する意見書(亀山幸三) こんにちの時代と戦後日本の権力問題

(内藤知周) 大衆闘争の経験は綱領草案を批判する(西川彦義) 「綱領草案」にたいする私

の意見(内野壮児) 大衆運動と民主的改革(原全吾) 私はなぜ保留したか(神山茂夫) 政治

報告(草案)について(中野重治) 付録:日本共産党を離れるにあたっての声明(春日庄次郎) 

離党届(春日庄次郎) 党の危機に際して全党の同志に訴う(山田六左衛門等) 

［主题词］共産主義 

［主题词］日本共産党 

［知识责任］春日庄次郎 編 

 

 

［正题名］詩篇 

［第一责任人］浅野順一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-835 

［知识责任］浅野順一 著 

 

 

［正题名］プラトン 

［第一责任人］斎藤忍随著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-836 

［附注内容］プラトン年譜: p200-201 

［知识责任］斎藤忍隨 著 

 



 

［正题名］花洛 

［第一责任人］松田道雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1975.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-945 

［知识责任］松田道雄 著 

 

 

［正题名］ナイルの叛乱 

［第一责任人］A·エル サダット著 

［译者］井上幸治訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-320 

［附注内容］Revolte sur le Nil.の翻訳 

［附注内容］エジプト現代史年譜: p225-232 

［知识责任］エル サダット 著 

［知识责任］Sadat 著 

［次知识责任］井上幸治 訳 

 

 

［正题名］毛沢東伝 

［第一责任人］貝塚茂樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-260 

［知识责任］貝塚茂樹 著 

 

 

［正题名］解放の囚人 

［第一责任人］アリン·リケット，アディール·リケット著 

［译者］阿部知二訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-319 

［知识责任］リケット 著 

［知识责任］Rickett 著 

［知识责任］リケット 著 

［知识责任］Rickett 著 



［次知识责任］阿部知二 訳 

 

 

［正题名］ユーロコミュニズム 

［第一责任人］A·クリエジェル著 

［译者］野地孝一訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 34 

［主题词］共産主義/ヨーロッパ 

［主题词］ヨーロッパ/政治 

［知识责任］クリエジェル 著 

［知识责任］Kriegel 著 

［次知识责任］野地孝一 訳 

 

 

［正题名］国民代表の政治責任 

［第一责任人］杉原泰雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-14 

［主题词］代表政治学上 

［主题词］憲法/日本 

［知识责任］杉原泰雄 著 

 

 

［正题名］ルターとドイツ精神史 

［第一责任人］菊盛英夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-997 

［知识责任］菊盛英夫 著 

 

 

［正题名］紅萌ゆる 

［第一责任人］土屋祝郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 47 

［主题词］学生 



［主题词］第三高等学校 

［知识责任］土屋祝郎 著 

 

 

［正题名］イタリア共産党との対話 

［第一责任人］G·ナポリターノ，E·J·ホブズボーム著 

［译者］山崎功訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 980 

［主题词］イタリア共産党 

［知识责任］ナポリターノ 著 

［知识责任］Napolitano 著 

［知识责任］ホブズボーム 著 

［知识责任］Hobsbawm 著 

［次知识责任］山崎功 訳 

 

 

［正题名］世界の大企業 

［第一责任人］佐藤定幸著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-979 

［主题词］世界企業 

［主题词］大企業 

［知识责任］佐藤定幸 著 

 

 

［正题名］昭和天皇と日本人 

［第一责任人］牛島秀彦著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1976.8 

［知识责任］牛島秀彦 著 

 

 

［正题名］認識とパタン 

［第一责任人］渡辺慧著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-36 

［主题词］パターン認識 



［知识责任］渡辺慧 著 

 

 

［正题名］その教育と経済 

［第一责任人］森嶋通夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 29 イギリスと日本 [正] 

［知识责任］森嶋通夫 著 

 

 

［正题名］プロレタリア階級文化大革命 

［第一责任人］新島淳良著 

［出版者］青年出版社 

［出版日期］1968 

［丛编题名］現代中国教室 

［丛编题名］ゲンダイ チュウゴク キョウシツ 2 

［主题词］中国文化大革命 

［知识责任］新島淳良 著 

 

 

［正题名］中国共産党略史 

［第一责任人］藤井満洲男著 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1975.7 

［附注内容］『中国共産党五十年略史』(1972 年刊)の改題再版 

［附注内容］中国共産党史略年表:p381-390 

［主题词］中国共産党/歴史 

［知识责任］藤井満洲男 著 

 

 

［正题名］毛澤東選集 

［第一责任人］毛澤東著 

［译者］毛澤東選集刊行会編訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1953.6 

［知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］日本女性史 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1955.8 



［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 6 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］中国文化大革命 

［第一责任人］菅沼正久著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1967 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 573 

［知识责任］菅沼正久 著 

 

 

［正题名］講談師中国をゆく 

［第一责任人］大谷竹山著 

［出版者］青年出版社 

［出版日期］1968 

［主题词］中国/社会 

［主题词］中国文化大革命 

［知识责任］大谷竹山 著 

 

 

［正题名］天皇制の理論と歴史 

［第一责任人］菅孝行著 

［出版者］柘植書房 

［出版日期］1987.9 

［丛编题名］叢論日本天皇制 

［丛编题名］ソウロン ニホン テンノウセイ 菅孝行編 2 

［主题词］天皇制 

［知识责任］菅孝行 著 

 

 

［正题名］年号の歴史 

［第一责任人］所功著 

［出版者］雄山閣 

［出版日期］1988.3 

［丛编题名］雄山閣 BOOKS 

［丛编题名］ユウザンカク BOOKS 22 

［主题词］年号 

［知识责任］所功 著 

 

 

［正题名］劉少奇論文集 



［第一责任人］浅川謙次訳編 

［出版者］第三書房 

［出版日期］1951.11 

［附注内容］内容:国際主義と民族主義,党を論ず,共産党員の修養を論ず,人の階級性,党内

闘争を論ず,中国共産党成立三十周年祝賀大会における講演 

［主题词］マルクス主義 

［知识责任］劉少奇 著 

［知识责任］浅川謙次 訳編 

 

 

［正题名］中国の文化大革命 

［第一责任人］福島正夫編 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1966 

［知识责任］福島正夫 編 

 

 

［正题名］東郷茂徳外交手記 

［第一责任人］東郷茂徳著 

［出版者］原書房 

［出版日期］1967 

［丛编题名］明治百年史叢書 

［丛编题名］メイジ ヒャクネンシ ソウショ 

［附注内容］第 2 刷(1978 年 7 月刊)奥付の叢書表示: 明治百年史叢書 第 36 巻 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代 

［主题词］日本/外国関係/歴史/昭和時代 

［知识责任］東郷茂徳 著 

 

 

［正题名］狭山事件公判調書 

［第一责任人］石川一雄君を守る会编 

［出版地不明］ 

［出版者］石川一雄君を守る会 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］第 1 審第 1 分冊:第 1-2 回公判 

 

 

［正题名］狭山事件公判調書 

［第一责任人］石川一雄君を守る会编 

［出版地不明］ 

［出版者］石川一雄君を守る会 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］第 1 審第 2 分冊:第 3-4 回公判 

 



 

［正题名］近代日本の女性 

［第一责任人］三井礼子著 

［出版者］五月書房 

［出版日期］1953 

［知识责任］三井礼子 著 

 

 

［正题名］維新から明治へ 

［第一责任人］冨成博著 

［出版者］長周新聞社 

［出版日期］1978.2 

［知识责任］冨成博 著 

 

 

［正题名］女の一生 

［第一责任人］岡田眞吉譯 

［出版者］白水社 

［出版日期］1937.12 

［丛编题名］モーパッサン長篇小説 

［丛编题名］モーパッサン チョウヘン ショウセツ 

［附注内容］記述は 11 版(1950.3 発行)による 

［知识责任］モーパッサン 作 

［知识责任］Maupassant 作 

［知识责任］岡田真吉 譯 

 

 

［正题名］維新から明治へ 

［第一责任人］冨成博著 

［出版者］長周新聞社 

［出版日期］1986.10 

［知识责任］冨成博 著 

 

 

［正题名］風琴 

［第一责任人］宮川寅雄著 

［译者］宮川ちとせ編 

［出版者］短歌新聞社 

［出版日期］1985.12 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］宮川寅雄 著 

［次知识责任］宮川ちとせ 編 

 

 



［正题名］八億の"農民"はいま 

［第一责任人］阪本楠彦著 

［出版者］農山漁村文化協会 

［出版日期］1991.2 

［知识责任］阪本楠彦 著 

 

 

［正题名］もはや戦後ではない 

［第一责任人］日本通信教育連盟编 

［出版者］日本通信教育連盟 

［出版日期］1998 

［丛编题名］映像の昭和 

［丛编题名］エイゾウ ノ ショウワ 7 

［附注内容］企画·発行: 日本通信教育連盟 

［附注内容］制作: セレブロ 

［附注内容］製造: ポリグラム 

［附注内容］監修: 野沢敬 

 

 

［正题名］日本の聖と賎 

［第一责任人］野間宏，沖浦和光著 

［出版者］人文書院 

［出版日期］1985.5 

［主题词］階級 

［主题词］社会的差別/歴史 

［主题词］部落問題/歴史 

［知识责任］沖浦和光 著 

［知识责任］野間宏 著 

 

 

［正题名］戦死ヤアワレ 

［第一责任人］足立巻一著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1982.8 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］軍隊生活/陸軍 

［知识责任］足立巻一 著 

 

 

［正题名］「脱米入亜」のすすめ 

［第一责任人］陸培春著 

［出版者］芙蓉書房出版 

［出版日期］1996.9 

［主题词］日本/対外関係/アジア 



［知识责任］陸培春 著 

 

 

［正题名］明治維新と山口県 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］先鋒社 

［出版日期］1996.12 

［主题词］明治維新 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］プロレタリア エスペラント講座 

［第一责任人］プロレタリア科学研究所エスペラント研究会編 

［出版者］鉄塔書院 

［出版日期］1930.9 

［知识责任］プロレタリア科学研究所エスペラント研究会 編 

 

 

［正题名］プロレタリア エスペラント講座 

［第一责任人］プロレタリア科学研究所エスペラント研究会編 

［出版者］鉄塔書院 

［出版日期］1930.11 

［知识责任］プロレタリア科学研究所エスペラント研究会 編 

 

 

［正题名］プロレタリア エスペラント講座 

［第一责任人］プロレタリア科学研究所エスペラント研究会編 

［出版者］鉄塔書院 

［出版日期］1930.12 

［知识责任］プロレタリア科学研究所エスペラント研究会 編 

 

 

［正题名］プロレタリア エスペラント講座 

［第一责任人］プロレタリア科学研究所エスペラント研究会編 

［出版者］鉄塔書院 

［出版日期］1931.3 

［知识责任］プロレタリア科学研究所エスペラント研究会 編 

 

 

［正题名］岩波ロシヤ語辞典 

［第一责任人］八杉貞利編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.4 

［主题词］ロシア語/辞書 



［知识责任］八杉貞利 編 

 

 

［正题名］日本現代史 

［第一责任人］ハ·テ·エイドゥス著 

［译者］米川哲夫，相田重夫訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1956 

［知识责任］エイドゥス 著 

［知识责任］◆U0116◆ǐdusKh. T. Khaim Tevelevich 著 

［次知识责任］米川哲夫 訳 

［次知识责任］相田重夫 訳 

 

 

［正题名］日本現代史 

［第一责任人］ハ·テ·エイドゥス著 

［译者］米川哲夫，相田重夫訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1956.6 

［知识责任］エイドゥス 著 

［知识责任］◆U0116◆ǐdusKh. T. Khaim Tevelevich 著 

［次知识责任］米川哲夫 訳 

［次知识责任］相田重夫 訳 

 

 

［正题名］55 年体制成立と女たち 

［第一责任人］女たちの現在を問う会編 

［出版者］インパクト出版会 

［出版者］イザラ書房 (発売) 

［出版日期］1987.12 

［丛编题名］銃後史ノート戦後篇 

［丛编题名］ジュウゴシ  ノート  センゴヘン  女たちの現在を問う会編  3 

(1953.7-1955.12) 

［附注内容］年表·55 年体制成立まで: p4-5 

［主题词］婦人/歴史 

［主题词］婦人問題 

 

 

［正题名］近代中日關係史源起 

［第一责任人］藤井志津枝著 

［出版者］金禾出版社 

［出版日期］1992.12 

［丛编题名］國際視野叢書 

［丛编题名］コクサイ シヤ ソウショ 



［附注内容］參考書目: p225-234 

［知识责任］藤井志津枝 著 

 

 

［正题名］長崎 

［第一责任人］原田伴彦著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1964.10 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 54 

［主题词］長崎市 

［主题词］日本/外国関係/歴史 

［知识责任］原田伴彦 著 

 

 

［正题名］李白 

［第一责任人］A·ウェイリー著 

［译者］小川環樹，栗山稔訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-847 

［知识责任］ウェイリー 著 

［知识责任］Waley 著 

［次知识责任］小川環樹 訳 

［次知识责任］栗山稔 訳 

 

 

［正题名］仏陀を背負いて街頭へ 

［第一责任人］稲垣真美著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 892 

［主题词］新興仏教青年同盟 

［知识责任］稲垣真美 著 

 

 

［正题名］老人ホーム案内 

［第一责任人］婦人公論編集部編 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1973 

［附注内容］「婦人公論」昭和 48 年信念特別号附録 

 



 

［正题名］生きるとは何か 

［第一责任人］島崎敏樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 881 

［主题词］人生訓 

［知识责任］島崎敏樹 著 

 

 

［正题名］科学と宗教 

［第一责任人］池田大作著 

［出版者］潮出版社 

［出版日期］1969 

［丛编题名］潮新書 

［丛编题名］ウシオ シンショ 45 

［主题词］宗教と科学 

［主题词］仏教 

［知识责任］池田大作 著 

 

 

［正题名］流人と非人 

［第一责任人］森永種夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-502 長崎奉行の記録 続 

［主题词］法制史/日本/近世 

［主题词］流人 

［主题词］賤民 

［知识责任］森永種夫 著 

 

 

［正题名］小説哲学辞典 

［第一责任人］木村晃郎著 

［出版者］木村晃郎 

［出版日期］1975.12 

［附注内容］特別限定版 

［知识责任］木村晃郎 著 

 

 

［正题名］発想法 

［第一责任人］川喜田二郎著 



［出版者］中央公論社 

［出版日期］1970.2 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 210 

［附注内容］続の副書名:KJ 法の展開と応用 

［主题词］問題解決 

［知识责任］川喜田二郎 著 

 

 

［正题名］血の日曜日 

［第一责任人］和田春樹，和田あき子著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1970.5 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 219 

［附注内容］主要参考文献: p211～213 

［主题词］ロシア革命 

［知识责任］和田春樹 著 

［知识责任］和田あき子 著 

 

 

［正题名］元禄時代 

［第一责任人］大石慎三郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1970.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 755 

［主题词］日本/歴史/江戸中期 

［知识责任］大石慎三郎 著 

 

 

［正题名］教科書 

［第一责任人］山住正己著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1970.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-758 

［主题词］教科書 

［知识责任］山住正己 著 

 

 

［正题名］白内障 

［第一责任人］桑原安治著 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1975.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-923 

［主题词］白内障 

［知识责任］桑原安治 著 

 

 

［正题名］消費者の権利 

［第一责任人］正田彬著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-840 

［主题词］消費者 

［知识责任］正田彬 著 

 

 

［正题名］現代の戦争 

［第一责任人］高木惣吉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-254 

［主题词］戦争 

［知识责任］高木惣吉 著 

 

 

［正题名］新劇 

［第一责任人］下村正夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-256 

［主题词］新劇 

［知识责任］下村正夫 著 

 

 

［正题名］粘土に書かれた歴史 

［第一责任人］E·キエラ著 

［译者］板倉勝正訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-321 



［附注内容］第 20 刷(1977.1)のページ数: 231p 

［主题词］メソポタミア 

［知识责任］キエラ 著 

［知识责任］Chiera 著 

［次知识责任］板倉勝正 訳 

 

 

［正题名］服装の歴史 

［第一责任人］村上信彦著 

［出版者］理論社 

［出版日期］1955.10 

［知识责任］村上信彦 著 

 

 

［正题名］服装の歴史 

［第一责任人］村上信彦著 

［出版者］理論社 

［出版日期］1956.1 

［知识责任］村上信彦 著 

 

 

［正题名］服装の歴史 

［第一责任人］村上信彦著 

［出版者］理論社 

［出版日期］1956.4 

［知识责任］村上信彦 著 

 

 

［正题名］学級文集小国 

［第一责任人］木村将人編 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1975.4 

［主题词］作文/文集 

［知识责任］木村将人 編 

 

 

［正题名］五つの共産主義 

［第一责任人］G·マルチネ著 

［译者］熊田亨訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-832 

［主题词］共産主義/ロシア 



［知识责任］マルチネ 著 

［知识责任］Martinet 著 

［次知识责任］熊田亨 訳 

 

 

［正题名］五つの共産主義 

［第一责任人］G·マルチネ著 

［译者］熊田亨訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-833 

［主题词］共産主義/ロシア 

［知识责任］マルチネ 著 

［知识责任］Martinet 著 

［次知识责任］熊田亨 訳 

 

 

［正题名］戦後日本労働運動史 

［第一责任人］斎藤一郎著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1956.9 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 52 

［主题词］労働運動/日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］斎藤一郎 著 

 

 

［正题名］狭山裁判 

［第一责任人］野間宏著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-968b 

［主题词］狭山事件 

［主题词］部落問題 

［知识责任］野間宏 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.9 

［丛编题名］岩波新書 



［丛编题名］イワナミ シンショ 青-606 

［附注内容］総目次: 下巻末 p1-8 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］人間の条件 

［第一责任人］五味川純平著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1956.3 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 49 

［主题词］原爆 

［知识责任］五味川純平 著 

 

 

［正题名］孟子 

［第一责任人］金谷治著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-598 

［附注内容］孟子関係地図あり 

［知识责任］金谷治 著 

 

 

［正题名］アフガニスタンの農村から 

［第一责任人］大野盛雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 799 

［主题词］農村/アフガニスタン 

［知识责任］大野盛雄 著 

 

 

［正题名］彼の歩んだ道 

［第一责任人］末川博著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-573 

［知识责任］末川博 著 

 



 

［正题名］世界の自然を守る 

［第一责任人］藤原英司著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1975.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-916 

［附注内容］巻末: 参考文献 

［主题词］自然保護 

［主题词］動物/保護 

［知识责任］藤原英司 著 

 

 

［正题名］日本の民謡 

［第一责任人］浅野建二著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-594 

［主题词］民謡/日本 

［知识责任］浅野建二 著 

 

 

［正题名］良心的兵役拒否の思想 

［第一责任人］阿部知二著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1969.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-720 

［主题词］兵役 

［主题词］平和運動 

［知识责任］阿部知二 著 

 

 

［正题名］法王庁 

［第一责任人］小林珍雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-604 

［附注内容］歴代法王表: 巻末 p1-11 

［主题词］カトリック教会 

［知识责任］小林珍雄 著 

 



 

［正题名］インフレーションとは何か 

［第一责任人］川合一郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-669 

［主题词］インフレーション 

［知识责任］川合一郎 著 

 

 

［正题名］結婚退職後の私たち 

［第一责任人］塩沢美代子著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-797 

［主题词］婦人労働 

［知识责任］塩沢美代子 著 

 

 

［正题名］金史良 

［第一责任人］安宇植著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-810 

［知识责任］安宇植 著 

 

 

［正题名］昭和文学の可能性 

［第一责任人］平野謙著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-818 

［主题词］日本文学/歴史/昭和時代 

［知识责任］平野謙 著 

 

 

［正题名］政治 

［第一责任人］岡義達著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.11 



［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-806 

［主题词］政治学 

［知识责任］岡義達 著 

 

 

［正题名］労働時間 

［第一责任人］藤本武著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-481 

［主题词］労働時間 

［知识责任］藤本武 著 

 

 

［正题名］人間に光あれ 

［第一责任人］土方鉄著 

［出版者］汐文社 

［出版日期］1963.5 

［知识责任］土方鐵 著 

 

 

［正题名］遊撃クロニクル 

［第一责任人］針生一郎著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1970 

［丛编题名］針生一郎評論 

［丛编题名］ハリュウ イチロウ ヒョウロン 第 6 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］芸術 

［知识责任］針生一郎 著 

 

 

［正题名］火の如く風の如く 

［第一责任人］鹿地亘著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1959.1 

［附注内容］遡及 

［知识责任］鹿地亘 著 

 

 

［正题名］日本原爆詩集 

［第一责任人］大原三八雄，木下順二，堀田善衛編 



［出版者］太平出版社 

［出版日期］1970.6 

［主题词］日本詩/詩集 

［知识责任］大原三八雄 編 

［知识责任］木下順二 編 

［知识责任］堀田善衛 編 

 

 

［正题名］火繩銃から黒船まで 

［第一责任人］奥村正二著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1970.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-750 江戸時代技術史 [正] 

［主题词］技術/歴史 

［知识责任］奥村正二 著 

 

 

［正题名］倭の五王 

［第一责任人］藤間生大著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 685 

［附注内容］年表: p200-202 

［附注内容］付録: 宋書倭国伝(p203-204) 

［主题词］日本--歴史--大和時代 

［知识责任］藤間生大 著 

 

 

［正题名］文明と病気 

［第一责任人］H·E·シゲリスト著 

［译者］松藤元訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-850 

［主题词］医学/歴史 

［知识责任］シゲリスト 著 

［知识责任］Sigerist 著 

［次知识责任］松藤元 訳 

 

 

［正题名］白きいのち 



［第一责任人］佐藤誠著 

［出版者］合同出版 

［出版日期］1967 

［丛编题名］パピルス双書 

［丛编题名］パピルス ソウショ 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［知识责任］佐藤誠 著 

 

 

［正题名］知識人と政治 

［第一责任人］脇圭平著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-848 

［主题词］政治思想/ドイツ/歴史 

［知识责任］脇圭平 著 

 

 

［正题名］フルシチョフ時代 

［第一责任人］ジュセッペ·ボッファ著 

［译者］石川善之助訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1962 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 333 

［主题词］ロシア/政治 

［知识责任］ボッファ 著 

［知识责任］Boffa 著 

［次知识责任］石川善之助 訳 

 

 

［正题名］放射線と人間 

［第一责任人］舘野之男著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-913 

［主题词］放射線医学 

［知识责任］舘野之男 著 

 

 

［正题名］人間の限界 

［第一责任人］霜山徳爾著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1975.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 917 

［主题词］人間学 

［知识责任］霜山徳爾 著 

 

 

［正题名］現代作家と文章 

［第一责任人］安岡章太郎編 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1969.11 

［丛编题名］三省堂新書 

［丛编题名］サンセイドウ シンショ 65 

［主题词］文章 

［知识责任］安岡章太郎 編 

 

 

［正题名］死の灰と闘う科学者 

［第一责任人］三宅泰雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-834 

［主题词］放射能 

［主题词］科学と政治 

［知识责任］三宅泰雄 著 

 

 

［正题名］自動車の社会的費用 

［第一责任人］宇沢弘文著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 890 

［主题词］自動車 

［主题词］社会的費用 

［知识责任］宇沢弘文 著 

 

 

［正题名］奈良 

［第一责任人］直木孝次郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.4 



［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 782 

［知识责任］直木孝次郎 著 

 

 

［正题名］権威と権力 

［第一责任人］なだいなだ著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 888 

［主题词］権威 

［知识责任］なだいなだ 著 

 

 

［正题名］私の教育宣言 

［第一责任人］宗像誠也著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-306 

［主题词］教育 

［知识责任］宗像誠也 著 

 

 

［正题名］日本の農業と農民 

［第一责任人］河合悦三著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-233 

［主题词］日本/農業 

［知识责任］河合悦三 著 

 

 

［正题名］草の根に生きる 

［第一责任人］稲葉峯雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-865 

［主题词］農村衛生 

［知识责任］稲葉峯雄 著 

 



 

［正题名］日本資本主義の発展 

［第一责任人］楫西光速 [ほか] 著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1957.9 

［丛编题名］東大新書 

［丛编题名］トウダイ シンショ 双書日本における資本主義の発達 3 

［主题词］資本主義/日本 

［知识责任］楫西光速 著 

 

 

［正题名］日本資本主義の成立 

［第一责任人］楫西光速 [ほか] 著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1955.11 

［丛编题名］東大新書 

［丛编题名］トウダイ シンショ 双書日本における資本主義の発達 1 

［主题词］資本主義/日本 

［知识责任］楫西光速 著 

 

 

［正题名］日本資本主義の成立 

［第一责任人］楫西光速 [ほか] 著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1956.7 

［丛编题名］東大新書 

［丛编题名］トウダイ シンショ 双書日本における資本主義の発達 2 

［主题词］資本主義/日本 

［知识责任］楫西光速 著 

 

 

［正题名］戦後学生運動史 

［第一责任人］学生生活編集部編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1957.1 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 82 

［附注内容］戦後学生運動史年表: p223-232 

［主题词］学生運動 

 

 

［正题名］戦後思想史 

［第一责任人］山田宗睦著 

［出版者］三一書房 



［出版日期］1959.5 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 171 

［知识责任］山田宗睦 著 

 

 

［正题名］近代国家の起源 

［第一责任人］ジョセフ·ストレイヤー著 

［译者］鷲見誠一訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1975.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-919 

［主题词］ヨーロッパ/政治/歴史/中世 

［知识责任］ストレイヤー 著 

［知识责任］Strayer 著 

［次知识责任］鷲見誠一 訳 

 

 

［正题名］大石寺 

［第一责任人］聖教新聞社編 

［出版者］聖教新聞社 

［出版日期］1971.10 

［丛编题名］GUIDE BOOK 聖教新聞社編 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

 

 

［正题名］アンゴラ解放戦争 

［第一责任人］芝生瑞和著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-953 

［主题词］アンゴラ解放人民運動 

［知识责任］芝生瑞和 著 

 

 

［正题名］近代の潮流 

［第一责任人］飛鳥井雅道著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1976.8 

［丛编题名］講談社現代新書 

［丛编题名］コウダンシャ ゲンダイ シンショ 429 新書日本史 7 

［附注内容］年表:p.186-197 



［知识责任］飛鳥井雅道 著 

 

 

［正题名］日本資本主義発達史 

［第一责任人］守屋典郎著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1955.10 

［丛编题名］青木新書 

［丛编题名］アオキ シンショ 32 

［附注内容］参考書:p313-328 

［主题词］日本/経済/歴史/明治以後 

［主题词］資本主義/日本 

［知识责任］守屋典郎 著 

 

 

［正题名］ヴァイオリン 

［第一责任人］無量塔藏六著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1975.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-921 

［主题词］バイオリン 

［知识责任］無量塔藏六 著 

 

 

［正题名］朝鮮の平和的統一のための南北連邦制について 

［出版者］在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会宣伝部 

［出版日期］1960.12 

［丛编题名］朝鮮問題資料シリーズ 

［丛编题名］チョウセン モンダイ シリョウ シリーズ 第 8 集 

［主题词］朝鮮問題 

 

 

［正题名］日蓮大聖人伝 

［第一责任人］日蓮正宗栄光会編 

［出版者］聖教新聞社 

［出版日期］1971.9 

［丛编题名］聖教文庫 

［丛编题名］セイキョウ ブンコ 5<R1> 

［知识责任］日蓮 著 

 

 

［正题名］国家独占資本主義論 

［第一责任人］池上惇著 



［出版者］有斐閣 

［出版日期］1965.5 

［主题词］国家独占/資本主義 

［主题词］独占資本主義 

［知识责任］池上惇 著 

 

 

［正题名］日本近代社会思想史 

［第一责任人］岸本英太郎，小山弘健編著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1959.10 

［附注内容］付:日本近代社会思想史文献 364-380p 

［主题词］社会思想--歴史 

［知识责任］岸本英太郎 編著 

［知识责任］小山弘健 編著 

 

 

［正题名］労働運動·無産政党史 

［第一责任人］関根悦郎著 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1954.4 

［丛编题名］日本近代史叢書 

［丛编题名］ニホン キンダイシ ソウショ 8 

［知识责任］関根悦郎 著 

 

 

［正题名］日本人民戦線運動史 

［第一责任人］犬丸義一著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1978.10 

［丛编题名］青木現代叢書 

［丛编题名］アオキ ゲンダイ ソウショ 

［主题词］社会思想/日本/歴史/明治以後 

［知识责任］犬丸義一 著 

 

 

［正题名］黎明 

［第一责任人］麻生久著 

［出版者］新光社 

［出版日期］1924.3 

［知识责任］麻生久 著 

 

 

［正题名］山川均自伝 



［第一责任人］山川均著 

［译者］山川菊栄，向坂逸郎編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961 

［知识责任］山川均 著 

［次知识责任］山川菊栄 編 

［次知识责任］向坂逸郎 編 

 

 

［正题名］學生社會運動史 

［第一责任人］菊川忠雄著 

［出版者］海口書店 

［出版日期］1947.6 

［附注内容］付録:学生社会運動年表(1918-1931):巻末 

［主题词］学生運動/歴史 

［知识责任］菊川忠雄 著 

 

 

［正题名］日本無産政黨史 

［第一责任人］河野密，赤松克麿，勞農黨書記局著 

［译者］白揚社編輯部編 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1931.1 

［主题词］無産政党 

［知识责任］河野密 著 

［知识责任］赤松克麿 著 

 

 

［正题名］自傳 

［第一责任人］片山潜著 

［出版者］岩波书店 

［出版日期］1954.2 

［知识责任］片山潜 著 

 

 

［正题名］「階級的大衆的単一政黨」とは何か 

［第一责任人］市川正一著 

［出版者］希望閣 

［出版日期］1952.3 

［丛编题名］K.B.K.B. 第 2 

［主题词］マルクス主義/論説 

［知识责任］市川正一 著 

 

 



［正题名］ヤルタ会談の秘密 

［第一责任人］エドワード R·ステチニアス著 

［译者］中野五郎訳 

［出版者］六興出版社 

［出版日期］1953.9 

［主题词］世界戦争 

［知识责任］ステチニアス 著 

［知识责任］Stettinius 著 

［次知识责任］中野五郎 訳 

 

 

［正题名］社會主義詩集 

［第一责任人］兒玉花外著 

［译者］岡野他家夫編 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1949.11 

［丛编题名］明治文化叢書 

［丛编题名］メイジ ブンカ ソウショ 

［附注内容］解説·解題: 岡野他家夫 

［附注内容］序文: 中野重治 

［附注内容］兒玉花外略年譜: p215-220 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］児玉花外 著 

［次知识责任］岡野他家夫 編 

 

 

［正题名］日本労働組合評議会史 

［第一责任人］谷口善太郎著 

［出版者］高桐書院 

［出版日期］1948.12 

［主题词］日本労働組合評議会 

［知识责任］谷口善太郎 著 

 

 

［正题名］飯沼二郎著作集 

［第一责任人］飯沼二郎著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1994.3 

［知识责任］飯沼二郎 著 

 

 

［正题名］米騒動 

［第一责任人］斉藤弥一郎著 

［出版者］斉藤弥一郎遺著刊行会 



［出版日期］1976.8 

［主题词］米騒動 

［知识责任］斉藤弥一郎 著 

 

 

［正题名］勞働運動實戰記 

［第一责任人］野田律太著 

［出版者］文学案内社 

［出版者］工場世界社 (発売) 

［出版日期］1936 

［主题词］労働運動/日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］野田律太 著 

 

 

［正题名］ホーリネス·バンドの軌跡 

［第一责任人］ホーリネス·バンド昭和キリスト教弾圧史刊行会編 

［出版者］ホーリネス·バンド昭和キリスト教弾圧史刊行会 

［出版日期］1983.9 

［附注内容］発売:新教出版社 

［附注内容］付:参考文献 

［主题词］日本ホーリネス教団 

［主题词］プロテスタント教会/歴史 

［知识责任］バンド昭 編 

 

 

［正题名］教材世界地理 

［第一责任人］香川幹一著 

［出版者］古今書院 

［出版日期］1934.4 

［知识责任］香川幹一 著 

 

 

［正题名］埋もれた金印 

［第一责任人］藤間生大著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1970.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-741 

［附注内容］年表: p217-221 

［知识责任］藤間生大 著 

 

 

［正题名］現代政治の思想と行動 

［第一责任人］丸山眞男著 



［出版者］未來社 

［出版日期］1957.3 

［主题词］政治学 

［知识责任］丸山真男 著 

 

 

［正题名］現代政治の条件 

［第一责任人］松下圭一著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1959.6 

［主题词］政治/論説 

［知识责任］松下圭一 著 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著，フリードリヒ·エンゲルス編 

［译者］長谷部文雄譯 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1951.10 

［丛编题名］青木文库 17 

［附注内容］奥付: 特製上製版 

［附注内容］譯者はしがきに「これは青木文庫版に収められている拙譯『資本論』の擴大

上製版である」とあり 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 編 

［知识责任］Engels 编 

［次知识责任］長谷部文雄 譯 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著，フリードリヒ·エンゲルス編 

［译者］長谷部文雄譯 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1952.6 

［丛编题名］青木文库 44 

［附注内容］奥付: 特製上製版 

［附注内容］譯者はしがきに「これは青木文庫版に収められている拙譯『資本論』の擴大

上製版である」とあり 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 編 

［知识责任］Engels 编 

［次知识责任］長谷部文雄 譯 



 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著，フリードリヒ·エンゲルス編 

［译者］長谷部文雄譯 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1952.7 

［丛编题名］青木文库 52 

［附注内容］奥付: 特製上製版 

［附注内容］譯者はしがきに「これは青木文庫版に収められている拙譯『資本論』の擴大

上製版である」とあり 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 編 

［知识责任］Engels 编 

［次知识责任］長谷部文雄 譯 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著，フリードリヒ·エンゲルス編 

［译者］長谷部文雄譯 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1952.9 

［丛编题名］青木文库 60 

［附注内容］奥付: 特製上製版 

［附注内容］譯者はしがきに「これは青木文庫版に収められている拙譯『資本論』の擴大

上製版である」とあり 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 編 

［知识责任］Engels 编 

［次知识责任］長谷部文雄 譯 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著，フリードリヒ·エンゲルス編 

［译者］長谷部文雄譯 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1952.2 

［丛编题名］青木文库 76 

［附注内容］奥付: 特製上製版 

［附注内容］譯者はしがきに「これは青木文庫版に収められている拙譯『資本論』の擴大

上製版である」とあり 

［知识责任］マルクス 著 



［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 編 

［知识责任］Engels 编 

［次知识责任］長谷部文雄 譯 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著，フリードリヒ·エンゲルス編 

［译者］長谷部文雄譯 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1952.12 

［丛编题名］青木文库 83 

［附注内容］奥付: 特製上製版 

［附注内容］譯者はしがきに「これは青木文庫版に収められている拙譯『資本論』の擴大

上製版である」とあり 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 編 

［知识责任］Engels 编 

［次知识责任］長谷部文雄 譯 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著，フリードリヒ·エンゲルス編 

［译者］長谷部文雄譯 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1953.2 

［丛编题名］青木文库 95 

［附注内容］奥付: 特製上製版 

［附注内容］譯者はしがきに「これは青木文庫版に収められている拙譯『資本論』の擴大

上製版である」とあり 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 編 

［知识责任］Engels 编 

［次知识责任］長谷部文雄 譯 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著，フリードリヒ·エンゲルス編 

［译者］長谷部文雄譯 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1953.4 

［丛编题名］青木文库 105 



［附注内容］奥付: 特製上製版 

［附注内容］譯者はしがきに「これは青木文庫版に収められている拙譯『資本論』の擴大

上製版である」とあり 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 編 

［知识责任］Engels 编 

［次知识责任］長谷部文雄 譯 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著，フリードリヒ·エンゲルス編 

［译者］長谷部文雄譯 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1953.6 

［丛编题名］青木文库 122 

［附注内容］奥付: 特製上製版 

［附注内容］譯者はしがきに「これは青木文庫版に収められている拙譯『資本論』の擴大

上製版である」とあり 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 編 

［知识责任］Engels 编 

［次知识责任］長谷部文雄 譯 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著，フリードリヒ·エンゲルス編 

［译者］長谷部文雄譯 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1953.8 

［丛编题名］青木文库 132 

［附注内容］奥付: 特製上製版 

［附注内容］譯者はしがきに「これは青木文庫版に収められている拙譯『資本論』の擴大

上製版である」とあり 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］エンゲルス 編 

［知识责任］Engels 编 

［次知识责任］長谷部文雄 譯 

 

 

［正题名］安達清風日記 

［第一责任人］岩崎英重編輯 



［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1926.2 

［附注内容］安達清風年譜: 巻頭 

［知识责任］岩崎英重 編輯 

［知识责任］安達清風 作 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美，國史大系編修會編 

［出版者］國史大系刊行會 : 吉川弘文館 : 日用書房 

［出版日期］1932.6 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美，國史大系編修會編 

［出版者］國史大系刊行會 : 吉川弘文館 : 日用書房 

［出版日期］1939.4 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美，國史大系編修會編 

［出版者］國史大系刊行會 : 吉川弘文館 : 日用書房 

［出版日期］1931.9 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美，國史大系編修會編 

［出版者］國史大系刊行會 : 吉川弘文館 : 日用書房 

［出版日期］1933.2 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美，國史大系編修會編 

［出版者］國史大系刊行會 : 吉川弘文館 : 日用書房 

［出版日期］1930.8 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美，國史大系編修會編 



［出版者］國史大系刊行會 : 吉川弘文館 : 日用書房 

［出版日期］1932.12 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美，國史大系編修會編 

［出版者］國史大系刊行會 : 吉川弘文館 : 日用書房 

［出版日期］1930.4 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美，國史大系編修會編 

［出版者］國史大系刊行會 : 吉川弘文館 : 日用書房 

［出版日期］1931.5 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美，國史大系編修會編 

［出版者］國史大系刊行會 : 吉川弘文館 : 日用書房 

［出版日期］1941.9 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美，國史大系編修會編 

［出版者］國史大系刊行會 : 吉川弘文館 : 日用書房 

［出版日期］1943.12 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美，國史大系編修會編 

［出版者］國史大系刊行會 : 吉川弘文館 : 日用書房 

［出版日期］1933.5 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美，國史大系編修會編 

［出版者］國史大系刊行會 : 吉川弘文館 : 日用書房 

［出版日期］1938.10 



［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美，國史大系編修會編 

［出版者］國史大系刊行會 : 吉川弘文館 : 日用書房 

［出版日期］1929.10 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美，國史大系編修會編 

［出版者］國史大系刊行會 : 吉川弘文館 : 日用書房 

［出版日期］1940.2 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美，國史大系編修會編 

［出版者］國史大系刊行會 : 吉川弘文館 : 日用書房 

［出版日期］1932.8 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］傳説 

［第一责任人］柳田國男著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤版-72 

［主题词］伝説/日本 

［知识责任］柳田国男 著 

 

 

［正题名］台風十三号始末記 

［第一责任人］杉浦明平著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-213 

［知识责任］杉浦明平 著 

 

 

［正题名］日本人の心理 



［第一责任人］南博著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 149 

［主题词］国民性/日本 

［主题词］民族心理学 

［知识责任］南博 著 

 

 

［正题名］現代哲学入門 

［第一责任人］エミール·ブレイエ著 

［译者］河野與一訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-135 

［主题词］西洋哲学/歴史/現代 

［知识责任］ブレイエ 著 

［知识责任］Bréhierémile Fran◆U00E7◆ois Désiré 著 

［次知识责任］河野与一 訳 

 

 

［正题名］現代の歴史 

［第一责任人］堀江邑一監修，藤井松一著 

［出版者］五月書房 

［出版日期］1955.4 

［丛编题名］マルクス主義入門講座 

［丛编题名］マルクス シュギ ニュウモン コウザ 2 

［主题词］歴史/現代 

［主题词］資本主義 

［知识责任］藤井松一 著 

 

 

［正题名］心の風物誌 

［第一责任人］島崎敏樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-475 

［知识责任］島崎敏樹 著 

 

 

［正题名］療養の設計 



［第一责任人］松田道雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-208 

［知识责任］松田道雄 著 

 

 

［正题名］引力 

［第一责任人］李廣田作 

［译者］岡崎俊夫訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-92 

［知识责任］李広田 作 

［次知识责任］岡崎俊夫 訳 

 

 

［正题名］漢字の運命 

［第一责任人］倉石武四郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-93 

［主题词］漢字 

［知识责任］倉石武四郎 著 

 

 

［正题名］現代の神話 

［第一责任人］B·ダンハム著 

［译者］泉誠一譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-179 

［附注内容］Man against myth.の翻訳 

［知识责任］ダンハム 著 

［知识责任］Dunham 著 

［次知识责任］泉誠一 訳 

 

 

［正题名］江戸城 

［第一责任人］村井益男著 



［出版者］中央公論社 

［出版日期］1964.7 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 45 

［主题词］江戸城 

［知识责任］村井益男 著 

 

 

［正题名］株の内幕 

［第一责任人］北室滋之著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1961.9 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 317 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］株式 

［知识责任］北室滋之 著 

 

 

［正题名］アメリカ人民の歴史 

［第一责任人］レオ·ヒューバーマン著 

［译者］小林良正，雪山慶正訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 182,186 

［附注内容］引用文献: 下:巻末 p9-15 

［主题词］アメリカ合衆国/歴史 

［知识责任］ヒューバーマン 著 

［知识责任］Huberman 著 

［次知识责任］雪山慶正 訳 

［次知识责任］小林良正 訳 

 

 

［正题名］法律入門 

［第一责任人］戒能通孝著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-195 

［主题词］法律 

［知识责任］戒能通孝 著 

 

 



［正题名］アメリカ帝国主義の史的分析 

［第一责任人］アンリ·クロード著 

［译者］陸井四郎，小出峻共訳 

［出版者］社会書房 

［出版日期］1952.11 

［主题词］帝国主義 

［主题词］アメリカ合衆国/経済/歴史 

［知识责任］クロード 著 

［知识责任］Claude 著 

［次知识责任］陸井四郎 訳 

［次知识责任］小出峻 訳 

 

 

［正题名］獨逸國民國家発生の研究 

［第一责任人］フリードリッヒ=マイネッケ著 

［译者］矢田俊隆訳 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1943.3 

［附注内容］マイネッケ著作目録 p. 467 

［主题词］政治学/歴史/ドイツ 

［主题词］ナショナリズム 

［主题词］ドイツ/歴史/近世 

［知识责任］フリードリッヒ=マイネッケ 著 

［知识责任］Meinecke 著 

［次知识责任］矢田俊隆 訳 

 

 

［正题名］近代資本主義の系譜 

［第一责任人］大塚久雄著 

［出版者］學生書房 

［出版日期］1947 

［主题词］資本主義/歴史 

［知识责任］大塚久雄 著 

 

 

［正题名］アメリカ占領政策の実態 

［第一责任人］ドイツ民主民族戦線全国協議会著 

［译者］相原文夫訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1953.7 

［附注内容］附録:ドイツ民族再統一の綱領 

［主题词］アメリカ合衆国/外国関係/ドイツ/歴史 

［次知识责任］相原文夫 訳 

 



 

［正题名］飯沼二郎著作集 

［第一责任人］飯沼二郎著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1994.7 

［知识责任］飯沼二郎 著 

 

 

［正题名］日本史をみなおす 

［第一责任人］田村貞雄著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1997.1 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］田村貞雄 著 

 

 

［正题名］日韓関係を撃つ 

［第一责任人］市民の手で日韓ゆ着をただす調査運動編 

［出版者］社会評論社 

［出版日期］1981.11 

［附注内容］監修:山川暁夫,佐藤達也 

［附注内容］戦後日韓関係年表:p245～251 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 1948- 大韓民国 

［主题词］朝鮮 1948- 大韓民国/外国関係/日本 

［知识责任］市民の手で日韓ゆ着をただす調査運動 編 

 

 

［正题名］現代独占資本と軍国主義 

［第一责任人］エス·エム·ヴィシネフ著 

［译者］織田恒雄訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1954.4 

［主题词］資本主義 

［主题词］軍国主義 

［知识责任］エス·エム·ヴィシネフ 著 

［知识责任］VishnevS. M. Sergeǐ Mikhaǐlovich 著 

［次知识责任］織田恒雄 訳 

 

 

［正题名］基地と帝国 

［第一责任人］ジョージ·マリオン[著] 

［译者］新山健訳 

［出版者］蒼樹社 

［出版日期］1954.2 



［附注内容］巻末:アメリカ史年表 

［主题词］軍事基地 

［知识责任］マリオン [著] 

［知识责任］Austin 著 

［次知识责任］新山健 訳 

 

 

［正题名］シルク·ロードを行く 

［第一责任人］平野一郎著 

［出版者］朋文堂 

［出版日期］1960.8 

［主题词］イラン/紀行 

［主题词］アフガニスタン/紀行 

［知识责任］平野一郎 著 

 

 

［正题名］アメリカ帝国主義 

［第一责任人］ヴィクター·パウロー著 

［译者］堀江忠男訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1953.6 

［主题词］帝国主義 

［知识责任］パウロー 著 

［知识责任］Perlo 著 

［次知识责任］堀江忠男 訳 

 

 

［正题名］飯沼二郎著作集 

［第一责任人］飯沼二郎著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1994.1 

［知识责任］飯沼二郎 著 

 

 

［正题名］飯沼二郎著作集 

［第一责任人］飯沼二郎著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1994.5 

［知识责任］飯沼二郎 著 

 

 

［正题名］飯沼二郎著作集 

［第一责任人］飯沼二郎著 

［出版者］未来社 



［出版日期］1994.9 

［知识责任］飯沼二郎 著 

 

 

［正题名］梅里雪山 

［第一责任人］京都大学学士山岳会梅里雪山追悼文集編集委員会編 

［出版者］京都大学学士山岳会 

［出版日期］1992.11 

［主题词］登山 

 

 

［正题名］近代日本の軍部と政治 

［第一责任人］永井和著 

［出版者］思文閣出版 

［出版日期］1993.5 

［主题词］日本/政治·行政/歴史 

［主题词］内閣/歴史 

［主题词］軍閥 

［主题词］軍人と政治 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以降 

［知识责任］永井和 著 

 

 

［正题名］幕末洋学史の研究 

［第一责任人］原平三著 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1992.4 

［附注内容］原平三の肖像あり 

［附注内容］原平三論文目録: p367-368 

［附注内容］原平三略歴: p369-370 

［知识责任］原平三 著 

 

 

［正题名］市民と自民の真中で 

［第一责任人］永尾俊彦著 

［出版者］第三書館 

［出版日期］1992.6 

［主题词］日本社会党 

［知识责任］永尾俊彦 著 

 

 

［正题名］権力にアカンベエ! 

［第一责任人］京大新聞史編集委員会編 

［出版者］草思社 



［出版日期］1990.4 

［主题词］学生新聞 

 

 

［正题名］破防法がやってきた 

［第一责任人］破防法研究会編集 

［出版者］アール企画 

［出版日期］1996.7 

［丛编题名］ムック·コンドル 

［丛编题名］ムック コンドル No.4 

［附注内容］発売 : 星雲社(発売) 

［主题词］破壊活動 

［主题词］治安/法令 

 

 

［正题名］帰ってきた脱走兵 

［第一责任人］鶴見俊輔〔ほか〕編 

［出版者］第三書館 

［出版日期］1994.4 

［附注内容］脱走兵問題参考文献一覧:p223～226 ベトナム反戦と脱走兵援助活動の年

表:p227～250 

［主题词］平和運動 

［主题词］ベトナム戦争 

［知识责任］鶴見俊輔 編 

 

 

［正题名］經濟眼に視る帝人事件の眞相 

［第一责任人］富永義孝著 

［出版者］保險春秋社 

［出版日期］1935.7 

［知识责任］富永義孝 著 

 

 

［正题名］自由との契約 

［第一责任人］五味川純平著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1959.11 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 207 

［知识责任］五味川純平 著 

 

 

［正题名］浮世繪 

［第一责任人］中井宗太郎著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-146 

［主题词］浮世絵 

［知识责任］中井宗太郎 著 

 

 

［正题名］インド紀行 

［第一责任人］A·シーグフリード著 

［译者］本田良介訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-198 

［知识责任］シーグフリード 著 

［知识责任］SiegfriedAndré 著 

［次知识责任］本田良介 訳 

 

 

［正题名］世界の労働者とともに 

［第一责任人］風間龍著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-200 

［知识责任］風間龍 著 

 

 

［正题名］アメリカ人の教養 

［第一责任人］C·クルックホーン [ほか] 著 

［译者］飯野紀元譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1949.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-11 

［知识责任］クルックホーン 著 

［知识责任］Kluckhohn 著 

［次知识责任］飯野紀元 譯 

 

 

［正题名］近代人の疎外 

［第一责任人］F·パッペンハイム著 

［译者］粟田賢三訳 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-387 

［附注内容］第 5 刷のページ数: 182, 28p 

［附注内容］第 5 刷に際し付録追加の旨の記載あり 

［主题词］社会学 

［知识责任］パッペンハイム 著 

［知识责任］Pappenheim 著 

［次知识责任］粟田賢三 訳 

 

 

［正题名］アーロン収容所 

［第一责任人］会田雄次著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1962.11 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 3 

［主题词］捕虜 

［主题词］収容所 

［知识责任］会田雄次 著 

 

 

［正题名］ロシヤ 

［第一责任人］バーナード·ペアズ著 

［译者］内山敏譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-90 

［主题词］ロシア/歴史/現代 

［知识责任］ペアズ 著 

［知识责任］Pares 著 

［次知识责任］内山敏 譯 

 

 

［正题名］ロシヤ 

［第一责任人］バーナード·ペアズ著 

［译者］内山敏譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-95 

［主题词］ロシア/歴史/現代 



［知识责任］ペアズ 著 

［知识责任］Pares 著 

［次知识责任］内山敏 譯 

 

 

［正题名］繪を描く子供たち 

［第一责任人］北川民次著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-120 

［附注内容］ISBN は 1989 年発行のものによる 

［附注内容］226p(「第 9 刷にあたって」)追加あり(1989 年 10 月第 12 刷による) 

［主题词］美術教育 

［知识责任］北川民次 著 

 

 

［正题名］孔子 

［第一责任人］貝塚茂樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-65 

［知识责任］貝塚茂樹 著 

 

 

［正题名］歴史の人気者 

［第一责任人］毎日新聞社学芸部編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1955.11 

［丛编题名］河出新書 

［丛编题名］カワデ シンショ 138 

［主题词］日本/伝記 

 

 

［正题名］歴史家の散歩 

［第一责任人］高橋磌一著 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1955.10 

［丛编题名］河出新書 

［丛编题名］カワデ シンショ 67 

［知识责任］高橋磌一 著 

 

 



［正题名］世界の歴史 

［第一责任人］飯塚浩二…［等］编 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1949.12 

［附注内容］付: 索引 (1950.7 刊) 

［主题词］世界史 

［知识责任］飯塚浩二 编 

［知识责任］仁井田陛 编 

［知识责任］大塚久雄 编 

［知识责任］村川坚太郎 编 

 

 

［正题名］戦いのさなかに 

［第一责任人］西野照太郎[ほか]編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1956.11 

［丛编题名］河出新書 

［丛编题名］カワデ シンショ 世界歴史物語 上原専禄等編 第 7 

［附注内容］内容:ニヒリストの幻想(吉田輝夫) スペイン内乱(小松清) 抗日への握手(鈴

木亮) バルカンのパルチザン(大江一道) 運命のモスクワ攻防戦(原子林二郎) ブリテンの

戦い(山上正太郎) 中国民衆の抵抗(三島一) 玄海灘(水口敏之) 金のかけ橋を求めて(高瀬

学) 苦悩の極みに如何に昂められし(吉田悟郎) 抵抗と解放と(淡徳三郎) 八月十五日(小

松久美子) 

［附注内容］執筆参考文献一覧表: p239-242 

［主题词］歴史 

［知识责任］西野照太郎 編 

 

 

［正题名］武士の世の中 

［第一责任人］西岡虎之助編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1955.7 

［丛编题名］河出新書 

［丛编题名］カワデ シンショ 日本歴史物語 3 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］西岡虎之助 編 

 

 

［正题名］原爆帝国主義 

［第一责任人］アレン著 

［译者］世界経済研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1953.4 

［主题词］帝国主義 



［主题词］原子爆弾 

［主题词］原子力 

［知识责任］アレン 著 

［知识责任］Allen 著 

 

 

［正题名］人生の歴史 

［第一责任人］牧田茂著 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1965.1 

［丛编题名］日本の民俗 

［丛编题名］ニホン ノ ミンゾク 5 

［主题词］日本/風俗·習慣 

［主题词］通過儀礼 

［知识责任］牧田茂 著 

 

 

［正题名］近代歐洲經濟史序説 

［第一责任人］大塚久雄著 

［出版者］時潮社 

［出版日期］1944.4 

［主题词］ヨーロッパ/経済/歴史/近代 

［知识责任］大塚久雄 著 

 

 

［正题名］あの人は帰ってこなかった 

［第一责任人］菊池敬一，大牟羅良編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-530 

［主题词］未亡人 

［主题词］戦争犠牲者 

［知识责任］菊池敬一 編 

［知识责任］大牟羅良 編 

 

 

［正题名］憲法と裁判官 

［第一责任人］鵜飼信成著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-402 

［主题词］裁判 



［主题词］憲法 

［知识责任］鵜飼信成 著 

 

 

［正题名］高度成長と金融·証券 

［第一责任人］中村孝俊著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-551 

［主题词］証券業界 

［知识责任］中村孝俊 著 

 

 

［正题名］新しい経済 

［第一责任人］J·ティンベルヘン著 

［译者］清水幾太郎訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-524 

［主题词］経済/歴史 

［知识责任］ティンベルヘン 著 

［知识责任］Tinbergen 著 

［次知识责任］清水幾太郎 訳 

 

 

［正题名］日本資本主義の没落 

［第一责任人］楫西光速 [ほか] 著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1960.12 

［丛编题名］東大新書 

［丛编题名］トウダイ シンショ 双書日本における資本主義の発達 6 

［主题词］資本主義/日本 

［知识责任］楫西光速 著 

 

 

［正题名］労働者の生活 

［第一责任人］森喜一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-499 

［主题词］労働者 



［知识责任］森喜一 著 

 

 

［正题名］社会発展史入門 

［第一责任人］安藤貞男著 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1966.11 

［丛编题名］新日本新書 

［丛编题名］シンニホン シンショ 25 

［主题词］社会/歴史 

［主题词］社会組織 

［知识责任］安藤貞男 著 

 

 

［正题名］日本の防衛と経済 

［第一责任人］朝日新聞安全保障問題調査会編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1967.11 

［丛编题名］日本の安全保障 

［丛编题名］ニホン ノ アンゼン ホショウ 朝日市民教室 アサヒ シミン キョウシツ 朝

日新聞安全保障問題調査会編 9 

［主题词］国防費 

 

 

［正题名］冷い戦争 

［第一责任人］朝日新聞外報部編 

［出版者］国際出版 

［出版日期］1948.3 

［正题名］未解放部落の社会構造 

［第一责任人］奈良本辰也編 

［出版者］部落問題研究所 

［出版日期］1954.6 

［知识责任］奈良本辰也 編 

 

 

［正题名］井手の部落史 

［第一责任人］京都部落史研究所編 

［出版者］井手町役場 

［出版日期］1989.3 

［附注内容］発行者: 井手町部落史編さん委員会 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］部落問題 

［主题词］井手町京都府 

 



 

［正题名］古川柳 

［第一责任人］山路閑古著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-579 

［主题词］川柳/評釈 

［知识责任］山路閑古 著 

 

 

［正题名］一日一言 

［第一责任人］桑原武夫編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-262 

［主题词］格言 

［知识责任］桑原武夫 編 

 

 

［正题名］キューバの社会主義 

［第一责任人］L·ヒューバーマン，P·M·スウィージー著 

［译者］柴田徳衛訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1969.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-735 

［知识责任］ヒューバーマン 著 

［知识责任］Huberman 著 

［知识责任］スウィージー 著 

［知识责任］Sweezy 著 

［次知识责任］柴田徳衛 訳 

 

 

［正题名］ものいわぬ農民 

［第一责任人］大牟羅良著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-301 

［主题词］農民 

［知识责任］大牟羅良 著 

 



 

［正题名］ルネサンスの偉大と頽廃 

［第一责任人］清水純一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-825 

［主题词］ルネッサンス 

［知识责任］清水純一 著 

 

 

［正题名］戦後日本の国家権力 

［第一责任人］現代史研究会編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1960.8 

［正题名］声の狩人 

［第一责任人］開高健著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-470 

［知识责任］開高健 著 

 

 

［正题名］中南米 

［第一责任人］山本進著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-371 

［知识责任］山本進 著 

 

 

［正题名］明治の女性展図録 

［第一责任人］高知市立自由民権記念館編 

［出版者］高知市立自由民権記念館 

［出版日期］1996.10 

［附注内容］会期: 1996 年 10 月 9 日～12 月 1 日 

［附注内容］展示関係年表: p68-77 

［附注内容］主な参考文献: p89-90 

［主题词］婦人/高知県/歴史 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

 

 



［正题名］京都の部落史 

［第一责任人］井上清 [ほか] 編 

［出版者］京都部落史研究所 

［出版者］阿吽社 (発売) 

［出版日期］1995.12 

［主题词］部落問題/歴史 

［主题词］賎民 

［知识责任］井上清 編 

 

 

［正题名］京都の部落史 

［第一责任人］井上清 [ほか] 編 

［出版者］京都部落史研究所 

［出版者］阿吽社 (発売) 

［出版日期］1991.11 

［主题词］部落問題/歴史 

［主题词］賎民 

［知识责任］井上清 編 

 

 

［正题名］小梅日記 

［第一责任人］川合小梅著 

［译者］志賀裕春，村田静子校訂 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1976.2 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 284 

［附注内容］底本: 志賀裕春氏旧蔵(現和歌山県立図書館所蔵)の川合小梅自筆の「日記」 

［附注内容］内容: 明治 11 年 1 月-明治 18 年 

［附注内容］略年表·家系図: 3(p277-289) 

［附注内容］主要人名注: 3(p290-300) 

［知识责任］川合小梅 著 

［次知识责任］志賀裕春 校訂 

［次知识责任］村田静子 校訂 

 

 

［正题名］細谷さん「民同」以後を語る 

［第一责任人］細谷松太著 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］1992.1 

［附注内容］書名は表紙および背表紙より 

［附注内容］1 の奥付標題: 細谷さんの語り 

［附注内容］連絡責任者: 高橋昭夫 



［主题词］労働運動/日本/歴史 

［主题词］労働運動/日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］細谷松太 著 

 

 

［正题名］田の怒り 

［第一责任人］「田の怒り」刊行委員会編·著 

［出版地不详］ 

［出版者］「田の怒り」刊行委員会 

［出版日期］1990.5 

［附注内容］朝野勉の肖像あり 

［附注内容］表題紙.カバーの著者表示 : 田の怒り 追想の朝野勉刊行委員会 

 

 

［正题名］部落問題研究の手引 

［第一责任人］部落問題研究所編集部编 

［出版者］部落問題研究所編集部 

［出版日期］1957.7 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］日本革命の思想的系譜 

［第一责任人］内藤酬著 

［出版者］北樹出版 

［出版日期］1994.2 

［主题词］日本思想 

［主题词］科学と哲学 

［主题词］原子兵器 

［知识责任］内藤酬 著 

 

 

［正题名］部落問題文献目録 

［第一责任人］部落解放研究所編 

［出版者］解放出版社 

［出版日期］1983.11 

［主题词］部落問題/書目 

 

 

［正题名］明治維新人名辞典 

［第一责任人］日本歴史学会編 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1981.9 

［附注内容］別名索引: 巻末 



 

 

［正题名］歌集天日 

［第一责任人］古川政記著 

［出版者］日本歌人発行所 

［出版日期］1952.8 

［知识责任］古川政記 著 

 

 

［正题名］現代哲学講座 

［第一责任人］务台理作 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1956.5 

［知识责任］务台理 作 

 

 

［正题名］イタリア共産党 

［第一责任人］P·トリアッティ著 

［译者］代久二訳 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1959.12 

［知识责任］トリアッティ 著 

［知识责任］Togliatti 著 

［次知识责任］代久二 訳 

 

 

［正题名］人民民主主義の世界的発展 

［第一责任人］平野義太郎，前野良著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1949.10 

［知识责任］平野義太郎 著 

［知识责任］前野良 著 

 

 

［正题名］世界歴史 

［第一责任人］歴史研究会編 

［出版者］民主評論社 

［出版日期］1949.11 

［正题名］世界歴史 

［第一责任人］歴史研究会編 

［出版者］民主評論社 

［出版日期］1949.11 

［正题名］世界歴史 

［第一责任人］歴史研究会編 



［出版者］民主評論社 

［出版日期］1949.9 

［正题名］世界歴史 

［第一责任人］歴史研究会編 

［出版者］民主評論社 

［出版日期］1949.9 

［正题名］世界歴史 

［第一责任人］歴史研究会編 

［出版者］民主評論社 

［出版日期］1949.10 

［正题名］世界歴史 

［第一责任人］歴史研究会編 

［出版者］民主評論社 

［出版日期］1949.10 

［正题名］チュチェ思想科学討論全国集会報告集 

［第一责任人］日朝社会科学者連帯委員会编 

［出版者］日朝社会科学者連帯委員会 : キム·イルソン主席著作研究会全国協議会 

［出版日期］1973.12 

［附注内容］1974 年 10 月 13 日於東京会館 

 

 

［正题名］東京部落解放研究 

［第一责任人］东京部落解放研究会编 

［出版者］ひかり社 

［出版日期］1974.3 

［附注内容］発行:東京部落解放研究会に変更 

 

 

［正题名］道二翁道話 

［第一责任人］[中澤道二著] 

［译者］石川謙校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.11 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青-補-9,青(33)-042-1 

［附注内容］附:中澤道二翁活動年譜, 道二翁道話の内容並びに構成法一覧 

［附注内容］ISBN は第 5 刷(1991)による 

［主题词］心学 

［知识责任］中澤道二 著 

［次知识责任］石川謙 校訂 

 

 

［正题名］二宮翁夜話 

［第一责任人］福住正兄筆記 



［译者］佐々井信太郎校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.6 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 897-898 

［知识责任］福住正兄 筆記 

［次知识责任］佐々井信太郎 校訂 

 

 

［正题名］春雨物語·癇癖談 

［第一责任人］上田秋成著 

［译者］重友毅校 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.12 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2163 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］上田秋成 著 

［次知识责任］重友毅 校 

 

 

［正题名］世間胸算用 

［第一责任人］井原西鶴作 

［译者］和田萬吉校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1928 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 232 

［知识责任］井原西鶴 作 

［次知识责任］和田万吉 校訂 

 

 

［正题名］現代革命と反独占闘争 

［第一责任人］石堂清倫著 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1960.12 

［知识责任］石堂清倫 著 

 

 

［正题名］日本古典全集 

［第一责任人］與謝野寛 [ほか] 編纂校訂 

［出版者］日本古典全集刊行會 

［出版日期］1927.1 

［知识责任］与謝野寛 校訂 



 

 

［正题名］日本労働運動社会運動研究史 

［第一责任人］小山弘健編 

［出版者］三月書房 

［出版日期］1956.12 

［知识责任］小山弘健 編 

 

 

［正题名］帝國主義戰争 

［第一责任人］レーニン著 

［译者］佐野文夫譯 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1928.7 

［丛编题名］レーニン叢書 

［丛编题名］レーニン ソウショ 第 10 篇 

［知识责任］レーニン 著 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［次知识责任］佐野文夫 譯 

 

 

［正题名］パリー·コムミユンの經驗 

［第一责任人］レーニン著 

［译者］安田仁譯 

［出版者］共生閣 

［出版日期］1927.10 

［丛编题名］レーニズム叢書 

［丛编题名］レーニズム ソウショ 第 7 册 

［知识责任］レーニン 著 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［次知识责任］安田仁 譯 

 

 

［正题名］中国人学生襲撃事件を糾弾する 

［第一责任人］日本国際貿易促進協会，日本中国友好協会(正統)本部編集 

［出版者］日本国際貿易促進協会 : 日本中国友好協会(正統)本部 

［出版日期］1967.3 

［正题名］文化問題 

［第一责任人］ソヴェト研究者協会訳 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1956.5 

［丛编题名］合同新書 

［丛编题名］ゴウドウ シンショ 10 ソ同盟共産党第二〇回大会 補巻 

 



 

［正题名］ソ同盟共産党第 20 回大会 

［第一责任人］日本共産党中央委員会翻訳委員会訳 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1956.4 

［丛编题名］合同新書 

［丛编题名］ゴウドウ シンショ 9 

［主题词］ロシア/政治 

［主题词］ソヴィエト同盟共産党 

 

 

［正题名］レーニン史的唯物論體系拔粹 

［第一责任人］アドラツキー編 

［译者］直井武夫著 

［出版者］希望閣 

［出版日期］1930.3 

［知识责任］アドラツキー 編 

［知识责任］AdoratskiǐVladimir Viktorovich 編 

［次知识责任］直井武夫 著 

 

 

［正题名］亡命十六年 

［第一责任人］野坂参三著 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1946.4 

［知识责任］野坂参三 著 

 

 

［正题名］空想より科學へ 

［第一责任人］エンゲルス [著] 

［译者］淺野晃譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1930.9 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 678 

［知识责任］エンゲルス  [著] 

［知识责任］Engels [著] 

［次知识责任］浅野晃 譯 

 

 

［正题名］プロレタリア大革命 

［第一责任人］勝部元著 

［出版者］白日新社 

［出版日期］1949.7 



［附注内容］標題関連情報については上巻の標題紙にのみあり 

［附注内容］1949?頃より出版社名を白虹書林に変更 

［知识责任］勝部元 著 

 

 

［正题名］日本的悲劇の克服のために 

［第一责任人］神山茂夫著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1949 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］神山茂夫 著 

 

 

［正题名］ルイ·ボナパルトのブリュメール十八日 

［第一责任人］カール·マルクス著 

［译者］北川俊一訳 

［出版者］解放社 

［出版日期］1949.1 

［附注内容］印刷年は 1947.1 で出版年は 1947 の誤植の可能性あり 

［主题词］フランス/歴史/二月革命 

［主题词］フランス/歴史/第二共和政 

［知识责任］マルクス 著 

［知识责任］Marx 著 

［次知识责任］北川俊一 訳 

 

 

［正题名］プロレタリア大革命 

［第一责任人］勝部元著 

［出版者］白虹書林 

［出版日期］1949.12 

［附注内容］標題関連情報については上巻の標題紙にのみあり 

［附注内容］1949?頃より出版社名を白虹書林に変更 

［知识责任］勝部元 著 

 

 

［正题名］現代芸術の位相 

［第一责任人］刀根康尚著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1970 

［主题词］芸術 

［知识责任］刀根康尚 著 

 

 

［正题名］火の如く風の如く 



［第一责任人］鹿地亘著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1958.12 

［附注内容］遡及 

［知识责任］鹿地亘 著 

 

 

［正题名］政治暴力と想像力 

［第一责任人］鈴木道彦著 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1970 

［知识责任］鈴木道彦 著 

 

 

［正题名］田中正造 

［第一责任人］林竹二著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1977.10 

［附注内容］あとがきに「新版の刊行にさいして」の記述あり 

［知识责任］林竹二 著 

 

 

［正题名］宮崎兄弟伝 

［第一责任人］上村希美雄著 

［出版者］葦書房 

［出版日期］1984.1 

［知识责任］上村希美雄 著 

 

 

［正题名］宮崎兄弟伝 

［第一责任人］上村希美雄著 

［出版者］葦書房 

［出版日期］1984.6 

［知识责任］上村希美雄 著 

 

 

［正题名］お前はただの現在にすぎない 

［第一责任人］萩元晴彦 [ほか] 著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1969.3 

［主题词］テレビ放送 

［知识责任］萩元晴彦 著 

 

 



［正题名］抒情の宿命 

［第一责任人］岡庭昇著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1971 

［主题词］日本詩/詩論·詩話 

［知识责任］岡庭昇 著 

 

 

［正题名］論理学 

［第一责任人］山田広行著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1969 

［主题词］論理学 

［知识责任］山田広行 著 

 

 

［正题名］陸軍大将川上操六 

［第一责任人］徳富猪一郎編著 

［出版者］大空社 

［出版日期］1988.10 

［丛编题名］伝記叢書 

［丛编题名］デンキ ソウショ 49 

［附注内容］第一公論社 昭和 17 年刊の復刻 

［附注内容］陸軍大将子爵川上操六年譜: p[215]-256 

［知识责任］徳富蘇峰 編著 

 

 

［正题名］演劇入門 

［第一责任人］千田是也著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-592 

［主题词］演劇 

［知识责任］千田是也 著 

 

 

［正题名］原水爆実験 

［第一责任人］武谷三男著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-286 

［主题词］原子兵器 



［知识责任］武谷三男 著 

 

 

［正题名］現代の哲学と政治 

［第一责任人］ジョン·サマヴィル著 

［译者］芝田進午編訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-695 

［知识责任］サマヴィル 著 

［知识责任］Somerville 著 

［次知识责任］芝田進午 編訳 

 

 

［正题名］世界の大企業 

［第一责任人］佐藤定幸著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-512 

［主题词］世界企業 

［主题词］大企業 

［知识责任］佐藤定幸 著 

 

 

［正题名］非武装国民抵抗の思想 

［第一责任人］宮田光雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 805 

［主题词］平和運動 

［知识责任］宮田光雄 著 

 

 

［正题名］知的生産の技術 

［第一责任人］梅棹忠夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1969.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-722 

［主题词］学術 

［主题词］情報処理 



［知识责任］梅棹忠夫 著 

 

 

［正题名］考古学とは何か 

［第一责任人］V·G·チャイルド著 

［译者］近藤義郎，木村祀子訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1969.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-703 

［附注内容］参考文献:巻末 

［主题词］考古学 

［知识责任］チャイルド 著 

［知识责任］Childe 著 

［次知识责任］近藤義郎 訳 

［次知识责任］木村祀子 訳 

 

 

［正题名］国民の教育権 

［第一责任人］兼子仁著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-804 

［主题词］教育を受ける権利 

［主题词］教育の自由 

［知识责任］兼子仁 著 

 

 

［正题名］社会認識の歩み 

［第一责任人］内田義彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-798 

［主题词］社会科学/歴史 

［主题词］社会科学/方法論 

［知识责任］内田義彦 著 

 

 

［正题名］北米体験再考 

［第一责任人］鶴見俊輔著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.8 



［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-794 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］差別と人権 

［第一责任人］部落問題研究所編 

［出版者］部落問題研究所 

［出版日期］1963.1 

［丛编题名］部落問題講座 

［丛编题名］ブラク モンダイ コウザ 第 4 集 

 

 

［正题名］基督教評論·日本人民史 

［第一责任人］山路愛山著 

［译者］山路平四郎校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青-401,6797ー6800 

［知识责任］山路愛山 著 

［次知识责任］山路平四郎 校註 

 

 

［正题名］日本の下層社會 

［第一责任人］横山源之助著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1949.5 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 白-33,3850-3852 

［主题词］貧民 

［主题词］小作人 

［知识责任］横山源之助 著 

 

 

［正题名］海舟座談 

［第一责任人］巌本善治編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937.9 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青-372,376-377a 

［主题词］明治維新 

［知识责任］巖本善治 編 

 



 

［正题名］日本の目覚め 

［第一责任人］岡倉覚三著 

［译者］村岡博訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.7 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2373 

［主题词］日本/歴史/近世 

［知识责任］岡倉覚三 著 

［次知识责任］村岡博 訳 

 

 

［正题名］平民新聞論説集 

［第一责任人］林茂，西田長寿編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.1 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 6328-6330 

［附注内容］年表: p310-322 

［知识责任］林茂 編 

［知识责任］西田長寿 編 

 

 

［正题名］茶の木 

［第一责任人］木山捷平著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1965.4 

［知识责任］木山捷平 著 

 

 

［正题名］東洋民權百家傳 

［第一责任人］小室信介編 

［译者］林基校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.7 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 5753-5756 

［主题词］農民一揆 

［主题词］日本/伝記 

［知识责任］小室信介 编 

［次知识责任］林基 校訂 

 

 



［正题名］幸徳秋水集 

［第一责任人］幸徳秋水著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1929.3 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 1 部 第 36 篇 

［知识责任］幸徳秋水 著 

 

 

［正题名］自傳 

［第一责任人］片山潜著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1931.12 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 2 部 第 103 篇 

［知识责任］片山潜 著 

 

 

［正题名］東洋の理想 

［第一责任人］岡倉天心著 

［译者］浅野晃訳 

［出版者］創元社 

［出版日期］1939.4 

［知识责任］岡倉天心 著 

［次知识责任］浅野晃 訳 

 

 

［正题名］三十三年の夢 

［第一责任人］宮崎滔天著 

［译者］宮崎龍介，衛藤瀋吉校注 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1967.10 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 100 

［附注内容］覆刻: 底本: 三十三年之夢 / 宮崎滔天著 ; 吉野作造校注(大正十五年, 明治

文化研究会) 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］宮崎滔天関係略年表: p327-333 

［附注内容］宮崎滔天関係地図: p334 

［附注内容］人物略伝: 巻末 p1-24 

［知识责任］宮崎滔天 著 

［次知识责任］宮崎龍介 校注 

［次知识责任］衛藤瀋吉 校注 

 



 

［正题名］社会主義と自由 

［第一责任人］粟田賢三編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 154 

［知识责任］粟田賢三 編 

 

 

［正题名］人間の自由について 

［第一责任人］高桑純夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-235 

［主题词］自由 

［知识责任］高桑純夫 著 

 

 

［正题名］自由の問題 

［第一责任人］岡本清一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 344 

［主题词］自由 

［知识责任］岡本清一 著 

 

 

［正题名］人権宣言集 

［第一责任人］高木八尺，末延三次，宮沢俊義編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 白-1-1,白-151,5741-5744 

［主题词］人権 

［知识责任］高木八尺 編 

［知识责任］末延三次 編 

［知识责任］宮沢俊義 編 

 

 

［正题名］社会契約論 

［第一责任人］ルソー [著] 



［译者］桑原武夫，前川貞次郎訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.12 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 5325-5326 

［主题词］政治学 

［主题词］社会契約説 

［知识责任］ルソー  [著] 

［知识责任］Rousseau [著] 

［次知识责任］前川貞次郎 訳 

［次知识责任］桑原武夫 訳 

 

 

［正题名］文明論之概略 

［第一责任人］福澤諭吉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.6 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 緑-30,763-764 

［主题词］西洋文明 

［主题词］日本と西洋 

［知识责任］福沢諭吉 著 

 

 

［正题名］世界憲法集 

［第一责任人］宮沢俊義編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.1 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 白 2-1,白-175,6186-6189 

［主题词］憲法 

［知识责任］宮沢俊義 編 

 

 

［正题名］中江兆民集 

［第一责任人］中江兆民著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1929.3 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 1 部 第 37 篇 

［知识责任］中江兆民 著 

 

 

［正题名］文明論之概略 



［第一责任人］福澤諭吉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1931.5 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 緑-30,763-764 

［主题词］西洋文明 

［主题词］日本と西洋 

［知识责任］福沢諭吉 著 

 

 

［正题名］モスクワ人民戦線 

［第一责任人］ボリス·カガルリツキー著 

［译者］佐久間邦夫[ほか]共訳 

［出版者］柘植書房 

［出版日期］1989.8 

［附注内容］ペレストロイカ略年表:p226～230 

［主题词］ソビエト連邦/政治·行政 

［主题词］社会主義/ロシア 

［知识责任］カガルリツキー 著 

［知识责任］Kagarlitsky 著 

［次知识责任］佐久間邦夫 訳 

 

 

［正题名］崩壊した帝国 

［第一责任人］エレーヌ·カレール=ダンコース [著] 

［译者］高橋武智訳 

［出版者］新評論 

［出版日期］1981.2 

［附注内容］主要参考書目: p574-577 

［主题词］少数民族/ロシア 

［主题词］ロシア/政治 

［知识责任］エレーヌ·カレール=ダンコース [著] 

［知识责任］Carrère d'EncausseHélène [著] 

［次知识责任］高橋武智 訳 

 

 

［正题名］忠臣蔵 

［第一责任人］松島栄一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-541 

［附注内容］赤穂事件四十七士一覧表:p227-[229] 

［知识责任］松島栄一 著 



 

 

［正题名］教科書に書かれた朝鮮 

［第一责任人］金達寿〔ほか〕著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1979.4 

［主题词］教科書 

［主题词］朝鮮/歴史 

［知识责任］金達寿 著 

 

 

［正题名］断ち裂かれた山河 

［第一责任人］鄭敬謨著 

［出版者］影書房 

［出版日期］1984.7 

［知识责任］鄭敬謨 著 

 

 

［正题名］アジアの教科書に書かれた日本の戦争 

［第一责任人］越田稜編著 

［出版者］梨の木舎 

［出版日期］1990.4 

［丛编题名］教科書に書かれなかった戦争 

［丛编题名］キョウカショ ニ カカレナカッタ センソウ アジアの女たちの会, 8.15 とア

ジアグループ(アジア文化フォーラム)編 Part 7-8 

［附注内容］東アジア編: 中国·モンゴル·韓国·朝鮮·台湾·香港 

［附注内容］東南アジア編: シンガポール·マレーシア·ブルネイ·ミャンマー·タイ·ベ

トナム·ラオス·カンボジア·フィリピン·インドネシア 

［附注内容］参考文献:東アジア編:p223-228. 日本·東アジア関係史年表(1925-45

年):p229-237 

［附注内容］参考文献:東南アジア編:p311-314. 日本·東南アジア関係史年表(1935-45

年):p315-323 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］アジア 

［知识责任］越田稜 編著 

 

 

［正题名］水俣病 

［第一责任人］原田正純著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-841 

［附注内容］付:参考文献 



［主题词］水俣病 

［知识责任］原田正純 著 

 

 

［正题名］山県有朋 

［第一责任人］岡義武著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-311 

［附注内容］参考文献:p201-202 

［知识责任］岡義武 著 

 

 

［正题名］屈原 

［第一责任人］目加田誠著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1967.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-663 

［知识责任］目加田誠 著 

 

 

［正题名］インド·パキスタン現代史 

［第一责任人］蝋山芳郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1967.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-622 

［知识责任］蝋山芳郎 著 

 

 

［正题名］日本語 

［第一责任人］金田一春彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 265 

［主题词］日本語 

［主题词］日本語/論説 

［知识责任］金田一春彦 著 

 

 

［正题名］インド文明の曙 



［第一责任人］辻直四郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1967.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-619 

［主题词］ヴェーダ 

［主题词］ウパニシャッド 

［知识责任］辻直四郎 著 

 

 

［正题名］米軍と農民 

［第一责任人］阿波根昌鴻著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-866 

［主题词］琉球問題 

［主题词］軍事基地 

［知识责任］阿波根昌鴻 著 

 

 

［正题名］世界史における日本 

［第一责任人］G·B·サンソム著 

［译者］大窪愿二譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-80 

［知识责任］サンソム 著 

［知识责任］Sansom 著 

［次知识责任］大窪愿二 譯 

 

 

［正题名］世界の十大小説 

［第一责任人］W·S·モーム著 

［译者］西川正身訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 328 

［主题词］小説 

［知识责任］モーム 著 

［知识责任］Maugham 著 

［次知识责任］西川正身 訳 



 

 

［正题名］学テ白書運動のまとめ 

［第一责任人］日本教職員組合编 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1964 

［丛编题名］学テ白書 

［丛编题名］ガクテ ハクショ no.2 

［附注内容］附: 香川·愛媛「文部省学力調査問題」学術調査報告 

［主题词］学力検査 

 

 

［正题名］高校新教育課程の批判 

［第一责任人］日本教職員組合，日本高等学校教職員組合共編 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1960.7 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［主题词］教科課程 

 

 

［正题名］思春期の指導記録 

［第一责任人］沢田慶輔，中村昇共著 

［出版者］同学社 

［出版日期］1951.9 

［主题词］児童研究 

［知识责任］澤田慶輔 著 

［知识责任］中村昇 著 

 

 

［正题名］教科書検定 

［第一责任人］家永三郎著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1965.3 

［主题词］教科書 

［知识责任］家永三郎 著 

 

 

［正题名］国民のための教育課程 

［第一责任人］日本教職員組合編 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1960 

［附注内容］執筆者: 大槻健[ほか] 

［主题词］教科課程 

 



 

［正题名］新しい歴史教育への道 

［第一责任人］高橋磌一著 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1949.7 

［主题词］歴史教育 

［知识责任］高橋磌一 著 

 

 

［正题名］教育の再建 

［第一责任人］宗像诚也著 

［出版者］朝日新闻社 

［出版日期］1966.10 

［主题词］教育 

［知识责任］宗像诚也 著 

 

 

［正题名］霞ケ浦湖賊 

［第一责任人］山崎謙著 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1972.12 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］山崎謙 著 

 

 

［正题名］豊太閤の私的生活 

［第一责任人］渡邊世祐著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1939.8 

［丛编题名］日本文化名著選 

［丛编题名］ニホン ブンカ メイチョ セン 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］渡辺世祐 著 

 

 

［正题名］人間の血はかれない 

［第一责任人］土方鉄著 

［出版者］汐文社 

［出版日期］1962.12 

［主题词］部落問題 

［知识责任］土方鐵 著 

 

 

［正题名］都留文科大学事件の記録 



［第一责任人］遠山茂樹，森川金寿編 

［出版者］盛田書店(発売) 

［出版日期］1969.10 

［主题词］都留文化大学 

［主题词］大学/管理·運営 

［知识责任］遠山茂樹 編 

［知识责任］森川金寿 編 

 

 

［正题名］教育小六法 

［第一责任人］兼子仁 [ほか] 編 

［出版者］学陽書房 

［出版日期］1950.3 

［主题词］教育法 

［知识责任］兼子仁 編 

 

 

［正题名］部落解放の教育 

［第一责任人］東上高志著 

［出版者］汐文社 

［出版日期］1963 

［主题词］同和教育 

［主题词］部落問題 

［知识责任］東上高志 著 

 

 

［正题名］歴史上より見たる差別撤廃問題 

［第一责任人］中央社会事業協会地方改善部编 

［出版者］中央社会事業協会地方改善部 

［出版日期］1924.6 

［丛编题名］地方改善事業叢書 

［丛编题名］チホウ カイゼン ジギョウ ソウショ 第 1 輯 

［主题词］賎民 

［主题词］社会的差別 

 

 

［正题名］同和はこわい考を読む 

［第一责任人］こぺる編集部編 

［出版者］阿吽社 

［出版日期］1988.8 

［附注内容］関連資料·日録:p263～281 

［主题词］同和事業 

 

 



［正题名］みんな同じ人間なのだ 

［第一责任人］奈良県同和教育研究会編 

［出版者］汐文社 

［出版日期］1965.3 

［主题词］同和教育 

 

 

［正题名］悔なき青春 

［第一责任人］木村京太郎著 

［出版者］部落問題研究所出版部 

［出版日期］1968.12 

［丛编题名］部落問題新書 

［丛编题名］ブラク モンダイ シンショ 1 水平社運動の思い出 木村京太郎著 上 

［附注内容］初刷時は「上」の表示なし 

［主题词］水平社運動 

［知识责任］木村京太郎 著 

 

 

［正题名］日本の敗戦 

［第一责任人］荒井信一 [著] 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.7 

［丛编题名］岩波ブックレット 

［丛编题名］イワナミ ブックレット シリーズ昭和史 No.8 

［附注内容］参考文献-理解をいっそう深めるために: p62 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］荒井信一 [著] 

 

 

［正题名］日本皇室の社會事業 

［正题名］日本人の博愛 

［第一责任人］辻善之助著 

［出版者］金港堂書籍 

［出版日期］1934.10 

［主题词］慈善事業 

［主题词］皇室 

［知识责任］辻善之助 著 

 

 

［正题名］二千五百年史 

［第一责任人］竹越與三郎著 

［出版者］開拓社 

［出版日期］1901.10 

［知识责任］竹越與三郎 著 
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［正题名］日本文化史 

［第一责任人］辻善之助著 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1953.9 

［主题词］日本/文化/歴史 

［知识责任］辻善之助 著 

 

 

［正题名］日本文化史 

［第一责任人］辻善之助著 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1953.11 

［主题词］日本/文化/歴史 

［知识责任］辻善之助 著 

 

 

［正题名］日本文化史 

［第一责任人］辻善之助著 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1953.5 

［主题词］日本/文化/歴史 

［知识责任］辻善之助 著 

 

 

［正题名］江戸時代の思想 

［第一责任人］奈良本辰也，衣笠安喜編 

［出版者］徳間書店 



［出版日期］1966.7 

［丛编题名］近代日本の名著 

［丛编题名］キンダイ ニホン ノ メイチョ 第 1 

［主题词］日本思想/歴史/江戸時代 

［知识责任］奈良本辰也 編 

［知识责任］衣笠安喜 編 

 

 

［正题名］先駆者の思想 

［第一责任人］奈良本辰也，松浦玲編 

［出版者］徳間書店 

［出版日期］1966.3 

［丛编题名］近代日本の名著 

［丛编题名］キンダイ ニホン ノ メイチョ 第 2 

［主题词］社会思想/日本/歴史/明治以後 

［知识责任］奈良本辰也 編 

［知识责任］松浦玲 編 

 

 

［正题名］朱印船と南海雄飛 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1978.12 

［丛编题名］図説人物海の日本史 

［丛编题名］ズセツ ジンブツ ウミ ノ ニホンシ 5 

［附注内容］関係年表 荒野泰典作成:p175～186 

［主题词］朱印船 

［主题词］日本/外国関係/歴史/江戸時代 

 

 

［正题名］日本の地理 

［第一责任人］岩波書店編集部編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.8 

［正题名］日本の地理 

［第一责任人］岩波書店編集部編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.7 

［正题名］日本の地理 

［第一责任人］岩波書店編集部編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.4 

［正题名］日本の地理 

［第一责任人］岩波書店編集部編 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1961.12 

［正题名］日本の地理 

［第一责任人］岩波書店編集部編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.6 

［正题名］日本の地理 

［第一责任人］岩波書店編集部編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.11 

［正题名］日本の地理 

［第一责任人］岩波書店編集部編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.10 

［正题名］日本の地理 

［第一责任人］岩波書店編集部編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.4 

［正题名］戦後政治史 

［第一责任人］杣正夫著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1960.3 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 220 

［知识责任］杣正夫 著 

 

 

［正题名］歌舞伎鑑賞教室 

［第一责任人］渥美清太郎著 

［出版者］史学社 

［出版日期］1948.11 

［知识责任］渥美清太郎 著 

 

 

［正题名］歌舞伎講話 

［第一责任人］河竹繁俊著 

［出版者］大河内書店 

［出版日期］1947.12 

［知识责任］河竹繁俊 著 

 

 

［正题名］天皇論への示唆 

［第一责任人］影山正治著 

［出版者］大東塾出版部 

［出版日期］1971.9 



［丛编题名］維新叢書 

［丛编题名］イシン ソウショ 第 1 輯 

［主题词］天皇制 

［知识责任］影山正治 著 

 

 

［正题名］國體の本義 

［第一责任人］[文部省著] 

［出版者］文部省 

［出版日期］1937.3 

［正题名］歌舞伎談義 

［第一责任人］岡本綺堂著 

［出版者］同光社 

［出版日期］1949.2 

［知识责任］岡本綺堂 著 

 

 

［正题名］民主主義藝術論 

［第一责任人］北條元一著 

［出版者］彰考書院 

［出版日期］1948.3 

［丛编题名］芸術理論叢書 

［附注内容］編集: 民主主義科学者協会芸術部 

［附注内容］フランス装 

［主题词］芸術/論説 

［主题词］文学/論説 

［知识责任］北条元一 著 

 

 

［正题名］原爆か原子平和か 

［第一责任人］ドミニック·デザンチ，シャルル·アローシュ共著 

［译者］重田信訳 

［出版者］新時代社 

［出版日期］1952.6 

［主题词］原子力兵器 

［主题词］平和 

［知识责任］デザンチ 著 

［知识责任］Desanti 著 

［知识责任］アローシュ 著 

［知识责任］Haroche 著 

［次知识责任］重田信 訳 

 

 

［正题名］学生六法全書 



［第一责任人］末川博編著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.1 

［附注内容］以後『岩波基本六法』に改題 

［主题词］日本/法令 

［知识责任］末川博 著 

 

 

［正题名］大阪労音十年史 

［第一责任人］朝尾直弘編著 

［出版者］大阪勤労者音楽協議会 

［出版日期］1962.2 

［知识责任］朝尾直弘 編著 

 

 

［正题名］戰後日本小史 

［第一责任人］矢内原忠雄編 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1958.9 

［知识责任］矢内原忠雄 編 

 

 

［正题名］近代美術とその思想 

［第一责任人］宮川寅雄著 

［出版者］理論社 

［出版日期］1966.7 

［知识责任］宮川寅雄 著 

 

 

［正题名］大野伴睦回想録 

［第一责任人］大野伴睦著 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1962.9 

［知识责任］大野伴睦 著 

 

 

［正题名］天皇の戦争と庶民 

［第一责任人］稲垣真美著 

［出版者］国書刊行会 

［出版日期］1975.7 

［知识责任］稲垣真美 著 

 

 

［正题名］不正者の天国 



［第一责任人］高田茂登男著 

［出版者］自由国民社 

［出版日期］1957.10 

［主题词］行政監査 

［知识责任］高田茂登男 著 

 

 

［正题名］演劇五十年史 

［第一责任人］三宅周太郎著 

［出版者］鱒書房 

［出版日期］1942.9 

［主题词］演劇日本/歴史/明治以後 

［知识责任］三宅周太郎 著 

 

 

［正题名］時務一家言 

［第一责任人］徳富猪一郎著 

［出版者］民友社 

［出版日期］1913.12 

［知识责任］徳富猪一郎 著 

 

 

［正题名］大正天皇の「大葬」 

［第一责任人］田中伸尚著 

［出版者］第三書館 

［出版日期］1988.12 

［主题词］大喪 

［知识责任］田中伸尚 著 

 

 

［正题名］日本演劇の環境 

［第一责任人］林屋辰三郎著 

［出版者］大八洲出版 

［出版日期］1947.2 

［丛编题名］古文化叢刊 

［丛编题名］コブンカ ソウカン 26 

［主题词］演劇日本/歴史 

［主题词］座 

［知识责任］林屋辰三郎 著 

 

 

［正题名］かぶきの成立 

［第一责任人］林屋辰三郎著 

［出版者］推古書院 



［出版日期］1949.2 

［主题词］歌舞伎 

［知识责任］林屋辰三郎 著 

 

 

［正题名］内灘闘争資料目録 

［第一责任人］内灘闘争資料集刊行委員会編 

［出版者］内灘闘争資料集刊行委員会 

［出版日期］1989.11 

［丛编题名］内灘闘争資料集 

［丛编题名］ウチナダ トウソウ シリョウシュウ 内灘闘争資料集刊行委員会編 別冊 

［附注内容］奥付の責任表示: 内灘闘争資料集編集委員会 

 

 

［正题名］普通選擧論 

［第一责任人］吉野作造著 

［出版者］大鐙閣 

［出版日期］1919.12 

［主题词］選挙 

［知识责任］吉野作造 著 

 

 

［正题名］大正デモクラシーの研究 

［第一责任人］松尾尊兌著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1966.6 

［丛编题名］歴史学研究叢書 

［丛编题名］レキシガク ケンキュウ ソウショ 

［知识责任］松尾尊兊 著 

 

 

［正题名］東南アジアの叛乱 

［第一责任人］北沢洋子著 

［出版者］情況出版 

［出版日期］1974.3 

［主题词］東南アジア/歴史 

［主题词］東南アジア/政治 

［知识责任］北沢洋子 著 

 

 

［正题名］画論 

［第一责任人］入江波光著 

［出版者］北大路書房 

［出版日期］1949.12 



［知识责任］入江波光 著 

 

 

［正题名］大衆芸術論 

［第一责任人］民主主義科学者協会芸術部会編 

［出版者］解放社 

［出版日期］1948.6 

［附注内容］内容:日本音楽の特殊性ー流行歌以前の諸問題(園部三郎),通俗映画に関する

試論ー特に西部劇について(瓜生忠夫),新派演劇について(八田元夫),落語の様式(松成義

衛),挿絵試論ー印刷美術としての挿絵(鈴木進),文学における通俗性(キクチショーイチ),

探偵小説論ー読者の心理(赤木健介) 

 

 

［正题名］芸術研究 

［第一责任人］民主主義科学者協会芸術部会編 

［出版者］解放社 

［出版日期］1947.8 

［附注内容］子書誌あり 

 

 

［正题名］天皇·祭祀·維新 

［第一责任人］四宮正貴著 

［出版者］全貌社 

［出版日期］1990.4 

［主题词］天皇制 

［主题词］祭祀 

［知识责任］四宮正貴 著 

 

 

［正题名］文藝評論 

［第一责任人］宮本顯治著 

［译者］中條百合子編 

［出版者］六藝社 

［出版日期］1937.2 

［附注内容］裝幀: 小堀綾威雄 

［知识责任］宮本顕治 著 

［次知识责任］中條百合子 編 

 

 

［正题名］大正デモクラシーの社会的形成 

［第一责任人］金原左門著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1967.12 

［丛编题名］歴史学研究叢書 



［丛编题名］レキシガク ケンキュウ ソウショ 

［知识责任］金原左門 著 

 

 

［正题名］大正デモクラシー史 

［第一责任人］信夫清三郎著 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1954.12 

［丛编题名］現代日本政治史 

［丛编题名］ゲンダイ ニホン セイジシ 第 1 巻 

［附注内容］標題紙に「現代日本政治史 第 1 巻-第 3 巻」とあるが,奥付等には「第 1 巻」

とあり 

［附注内容］各巻第 1 版第 2 刷の発行社:日本評論社(東京) 

［主题词］日本/政治/歴史/大正時代 

［主题词］民主主義 

［知识责任］信夫清三郎 著 

 

 

［正题名］大正デモクラシー史 

［第一责任人］信夫清三郎著 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1958.10 

［丛编题名］現代日本政治史 

［丛编题名］ゲンダイ ニホン セイジシ 第 1 巻 

［附注内容］各巻第 1 版第 2 刷の発行社:日本評論社(東京) 

［主题词］日本/政治/歴史/大正時代 

［主题词］民主主義 

［知识责任］信夫清三郎 著 

 

 

［正题名］大正デモクラシー期の政治 

［第一责任人］[松本剛吉著] 

［译者］岡義武，林茂校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.12 

［附注内容］内容:解題 / 岡義武, 林茂著. 松本剛吉政治日誌. 床次新黨一件關係文書.

平田東助内大臣就任一件書翰. 田健治郎政友會除名一件書類 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］年表: p645-651 

［知识责任］松本剛吉 著 

［次知识责任］林茂 校訂 

［次知识责任］岡義武 校訂 

 

 



［正题名］大正デモクラシーと民衆運動 

［第一责任人］天野卓郎著 

［出版者］雄山閣出版 

［出版日期］1984.2 

［主题词］日本/歴史/大正時代 

［主题词］社会運動/日本/歴史/大正時代 

［知识责任］天野卓郎 著 

 

 

［正题名］芸苑雑稿他 

［第一责任人］岩村透著 

［译者］宮川寅雄編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1971.3 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 182 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］挿図あり 

［主题词］芸術 

［知识责任］岩村透 著 

［次知识责任］宮川寅雄 編 

 

 

［正题名］近代日本政治構造の研究 

［第一责任人］石田雄著 

［出版者］未來社 

［出版日期］1956.6 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代 

［知识责任］石田雄 著 

 

 

［正题名］都市小ブルジョア運動史の研究 

［第一责任人］江口圭一著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1976.8 

［主题词］社会運動/日本/歴史/明治以後 

［主题词］中間階級 

［知识责任］江口圭一 著 

 

 

［正题名］日本帝国主義の権力と機構 

［第一责任人］石井金一郎[著] 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1966.5 



［主题词］日本/政治/歴史/明治以後 

［主题词］帝国主義 

［知识责任］石井金一郎 [著] 

 

 

［正题名］普通選挙制度成立史の研究 

［第一责任人］松尾尊兊著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1989.7 

［附注内容］参考文献:巻末 p17-23 

［主题词］選挙/歴史 

［主题词］選挙権 

［主题词］政治運動/歴史 

［主题词］選挙/日本/法令 

［知识责任］松尾尊兊 著 

 

 

［正题名］平和的共存 

［第一责任人］スターリン著 

［译者］スターリン全集刊行会訳 

［出版者］国民文庫社 

［出版日期］1955.6 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 218 

［附注内容］ソ同盟共産党第十四大会政治報告 他 34 篇 

［主题词］平和 

［知识责任］スターリン 著 

［知识责任］Stalin 著 

 

 

［正题名］革命的議會主義 

［第一责任人］レーニン，スターリン [著] 

［译者］山邊健太郎編 

［出版者］社會書房 

［出版日期］1953.6 

［主题词］マルクス主義 

［主题词］議会 

［知识责任］レーニン [著] 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich [著] 

［知识责任］スターリン [著] 

［知识责任］Stalin [著] 

［次知识责任］山辺健太郎 編 

 

 



［正题名］ソヴェト民族政策論 

［第一责任人］スターリン著 

［译者］米村正一訳 

［出版者］ナウカ社 

［出版日期］1946.6 

［主题词］民族問題 

［知识责任］スターリン 著 

［知识责任］Stalin 著 

［次知识责任］米村正一 訳 

 

 

［正题名］スターリン作戦論 

［第一责任人］ウォロシーロフ[著] 

［译者］松島有司訳 

［出版者］彰考書院 

［出版日期］1952.5 

［知识责任］ウォロシーロフ [著] 

［知识责任］Voroshilov [著] 

［次知识责任］松島有司 訳 

 

 

［正题名］ソ同盟共産黨史 

［第一责任人］ソ同盟共産黨中央委員會所屬特別委員會編 

［译者］マルクス·レーニン主義研究所譯 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］1948 

［附注内容］3: 教育資料 

 

 

［正题名］ソ同盟共産党史 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会所属特別委員会編輯 

［译者］野坂参三訳 

［出版者］日本共産党出版部 

［出版日期］1946.6 

［丛编题名］マルクス·レーニン主義研究所マルクス·レーニン主義叢書 

［丛编题名］マルクス·レーニン シュギ ケンキュウショ マルクス·レーニン シュギ ソ

ウショ 第 1 篇 

［次知识责任］野坂参三 訳 

 

 

［正题名］ソ同盟共産党史 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会所属特別委員会編輯 

［译者］野坂参三訳 



［出版者］日本共産党出版部 

［出版日期］1946.8 

［丛编题名］マルクス·レーニン主義研究所マルクス·レーニン主義叢書 

［丛编题名］マルクス·レーニン シュギ ケンキュウショ マルクス·レーニン シュギ ソ

ウショ 第 1 篇 

［次知识责任］野坂参三 訳 

 

 

［正题名］レーニン全集 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会付属マルクス=エンゲルス=レーニン研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1957.12 

［正题名］レーニン全集 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会付属マルクス=エンゲルス=レーニン研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1960.3 

［正题名］レーニン全集 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会付属マルクス=エンゲルス=レーニン研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1958.3 

［正题名］レーニン全集 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会付属マルクス=エンゲルス=レーニン研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1958.6 

［正题名］レーニン全集 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会付属マルクス=エンゲルス=レーニン研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1960.6 

［正题名］レーニン全集 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会付属マルクス=エンゲルス=レーニン研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1958.8 

［正题名］レーニン全集 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会付属マルクス=エンゲルス=レーニン研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1958.10 

［正题名］レーニン全集 



［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会付属マルクス=エンゲルス=レーニン研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1959.2 

［正题名］レーニン全集 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会付属マルクス=エンゲルス=レーニン研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1959.4 

［正题名］レーニン全集 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会付属マルクス=エンゲルス=レーニン研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1959.7 

［正题名］レーニン全集 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会付属マルクス=エンゲルス=レーニン研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1958.12 

［正题名］レーニン全集 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会付属マルクス=エンゲルス=レーニン研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1957.7 

［正题名］レーニン全集 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会付属マルクス=エンゲルス=レーニン研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1957.1 

［正题名］レーニン全集 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会付属マルクス=エンゲルス=レーニン研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1957.9 

［正题名］レーニン全集 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会付属マルクス=エンゲルス=レーニン研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1957.3 

［正题名］レーニン全集 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会付属マルクス=エンゲルス=レーニン研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1957.5 



［正题名］レーニン全集 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会付属マルクス=エンゲルス=レーニン研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1956.11 

［正题名］レーニン全集 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会付属マルクス=エンゲルス=レーニン研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1961.4 

［正题名］レーニン全集 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会付属マルクス=エンゲルス=レーニン研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1959.10 

［正题名］レーニン全集 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会付属マルクス=エンゲルス=レーニン研究所編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1960.10 

［正题名］レーニン選集 

［第一责任人］産業労働調査所，プロレタリア科学研究所訳 

［出版者］希望閣 

［出版日期］1931.11 

［正题名］レーニン選集 

［第一责任人］産業労働調査所，プロレタリア科学研究所訳 

［出版者］希望閣 

［出版日期］1932.1 

［正题名］レーニン選集 

［第一责任人］産業労働調査所，プロレタリア科学研究所訳 

［出版者］希望閣 

［出版日期］1932.1 

［正题名］レーニン選集 

［第一责任人］産業労働調査所，プロレタリア科学研究所訳 

［出版者］希望閣 

［出版日期］1932.3 

［正题名］帝国主義戰爭期 

［第一责任人］エヌ·レーニン著 

［译者］小山弘譯 

［出版者］人民社 

［出版日期］1947.3 

［丛编题名］レーニン選集 

［丛编题名］レーニン センシュウ 戰略と戰術に關する センリャク ト センジュツ ニ カ

ンスル エヌ·レーニン著 第 3 巻第 2 分冊 



［知识责任］エヌ·レーニン 著 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［次知识责任］小山弘 譯 

 

 

［正题名］スターリン全集 

［第一责任人］スターリン全集刊行会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.7 

［附注内容］月報あり 

 

 

［正题名］スターリン全集 

［第一责任人］スターリン全集刊行会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.8 

［附注内容］月報あり 

 

 

［正题名］スターリン全集 

［第一责任人］スターリン全集刊行会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.9 

［附注内容］月報あり 

 

 

［正题名］スターリン全集 

［第一责任人］スターリン全集刊行会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.10 

［附注内容］月報あり 

 

 

［正题名］スターリン全集 

［第一责任人］スターリン全集刊行会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.5 

［附注内容］月報あり 

 

 

［正题名］スターリン全集 

［第一责任人］スターリン全集刊行会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.12 



［附注内容］月報あり 

 

 

［正题名］スターリン全集 

［第一责任人］スターリン全集刊行会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.6 

［附注内容］月報あり 

 

 

［正题名］スターリン全集 

［第一责任人］スターリン全集刊行会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1953.1 

［附注内容］月報あり 

 

 

［正题名］スターリン全集 

［第一责任人］スターリン全集刊行会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1953.2 

［附注内容］月報あり 

 

 

［正题名］スターリン全集 

［第一责任人］スターリン全集刊行会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1953.3 

［附注内容］月報あり 

 

 

［正题名］スターリン全集 

［第一责任人］スターリン全集刊行会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1953.4 

［附注内容］月報あり 

 

 

［正题名］スターリン全集 

［第一责任人］スターリン全集刊行会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1953.5 

［附注内容］月報あり 

 



 

［正题名］中國革命論集 

［第一责任人］Josiph Stalin 著 

［译者］高山洋吉訳 

［出版者］第三書房 

［出版日期］1950.4 

［丛编题名］スターリン著作集 

［丛编题名］スターリン チョサクシュウ 7 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］Stalin 著 

［次知识责任］高山洋吉 訳 

 

 

［正题名］日本国勢図会 

［第一责任人］矢野恒太記念会編 

［出版者］国勢社 

［出版日期］1975.6 

［附注内容］監修：矢野一郎 

 

 

［正题名］日本国勢図会 

［第一责任人］矢野恒太記念会編 

［出版者］国勢社 

［出版日期］1970.5 

［附注内容］監修：矢野一郎 

 

 

［正题名］レーニン主義の基礎 

［第一责任人］スターリン[著] 

［译者］秋山憲夫譯 

［出版者］人民社 

［出版日期］1946.8 

［知识责任］スターリン [著] 

［知识责任］Stalin [著] 

［次知识责任］秋山憲夫 譯 

 

 

［正题名］ジョンソン大統領の年頭一般教書 

［第一责任人］アメリカ大使館文化交換局出版部编 

［出版者］アメリカ大使館文化交換局出版部 

［出版日期］1965.1 

［丛编题名］アメリカ政策シリーズ 

［丛编题名］アメリカ セイサク シリーズ No.33 

［附注内容］英文併記 



 

 

［正题名］ソ同盟共産党第十九囘大会重要演説集 

［第一责任人］世界ニュース社編 

［出版者］駿台社 

［出版日期］1952.11 

［正题名］十月革命への道 

［第一责任人］スターリン著 

［译者］佐伯嶺三訳 

［出版者］民主評論社 

［出版日期］1946.10 

［附注内容］巻末:附録 ロシア革命日誌 

［知识责任］スターリン 著 

［知识责任］Stalin 著 

［次知识责任］佐伯嶺三 訳 

 

 

［正题名］スターリン戦後著作集 

［第一责任人］Iosif Vissarionovich, Stalin 著 

［译者］スターリン全集刊行会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1954.11 

［知识责任］Stalin 著 

 

 

［正题名］一九〇五年以後 

［第一责任人］レーニン著 

［译者］村山藤四郎譯 

［出版者］政治批判社 

［出版者］弘文堂書房(発売) 

［出版日期］1927.5 

［丛编题名］政治批判叢書 

［丛编题名］セイジ ヒハン ソウショ 第 2 巻 

［附注内容］レーニン撰集 第 3 輯 

［附注内容］訳者の読みは JP/MARC のデータによる 

［知识责任］レーニン 著 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［次知识责任］村山藤四郎 譯 

 

 

［正题名］ロシヤ共産主義者の政治戰略と戰術 

［第一责任人］スターリン著 

［译者］日本共産党東京都委員會出版部編 

［出版者］日本共産党東京都委員会出版部 



［出版日期］1950.8 

［知识责任］スターリン 著 

［知识责任］Stalin 著 

 

 

［正题名］日共修正主義グループの華僑青年学生に対する襲撃事件の真相 

［出版者］善隣学生会館中国留日学生後楽寮自治会 

［出版日期］［19 ?］ 

［ 19  ? ］  a1 冊 d21cm  a319.1022v3 0aJPbNIIc20011018 2aCNbCASS11c20030715 

a11bR0001218d319.1022e6f1zly aR0001218hR0001218 

!!JB4884 
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［正题名］レーニン主義の諸問題 

［第一责任人］スターリン著 

［译者］廣島定吉訳 

［出版者］ナウカ社 

［出版日期］1946.10 

［附注内容］第一分冊: 1924 年-1927 年 

［知识责任］スターリン 著 

［知识责任］Stalin 著 

［次知识责任］広島定吉 訳 

 

 

［正题名］レーニン主義の諸問題 

［第一责任人］スターリン[著] 

［译者］秋山憲夫譯 

［出版者］人民社 

［出版日期］1946.9 

［知识责任］スターリン [著] 

［知识责任］Stalin [著] 

［次知识责任］秋山憲夫 譯 

 

 

［正题名］毛詩抄 

［第一责任人］清原宣賢講述 

［译者］倉石武四郎，小川環樹校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2272-2279 

［知识责任］清原宣賢 講述 

［次知识责任］倉石武四郎 校訂 

［次知识责任］小川環樹 校訂 

 



 

［正题名］毛詩抄 

［第一责任人］清原宣賢講述 

［译者］倉石武四郎，小川環樹校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1942.6 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2276-2279 

［知识责任］清原宣賢 講述 

［次知识责任］倉石武四郎 校訂 

［次知识责任］小川環樹 校訂 

 

 

［正题名］フランス革命史 

［第一责任人］クロポトキン著 

［译者］淡徳三郎譯 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1952.4 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 36 

［知识责任］クロポトキン 著 

［知识责任］KropotkinP. A. Petr Alekseevichkni◆UFE20◆a◆UFE21◆zˊ 著 

［次知识责任］淡徳三郎 譯 

 

 

［正题名］自然と人間のたたかい 

［第一责任人］イリイン著 

［译者］伊藤新一，広尾猛共訳 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1955.5 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 231 

［知识责任］イリイン 著 

［知识责任］IlˊinM. Mikhail 著 

［次知识责任］伊藤新一 訳 

［次知识责任］広尾猛 訳 

 

 

［正题名］差別の諸相 

［第一责任人］ひろたまさき校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.3 

［丛编题名］日本近代思想大系 

［丛编题名］ニホン キンダイ シソウ タイケイ 加藤周一 [ほか] 編 22 



［附注内容］付録: 月報 15 (9p) 

［主题词］社会的差別 

［主题词］差別 

［知识责任］ひろたまさき 校注 

［知识责任］加藤周一 編 

 

 

［正题名］沖縄 

［第一责任人］石田郁夫著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1972.12 

［主题词］琉球問題 

［知识责任］石田郁夫 著 

 

 

［正题名］文学空談 

［第一责任人］河盛好蔵著 

［出版者］文芸春秋新社 

［出版日期］1965.10 

［知识责任］河盛好蔵 著 

 

 

［正题名］近代日本の思想家 

［第一责任人］桑原武夫責任編集 

［出版者］講談社 

［出版日期］1963 

［丛编题名］20 世紀を動かした人々 

［丛编题名］20 セイキ オ ウゴカシタ ヒトビト 2 

［主题词］伝記 

［主题词］社会思想/日本/歴史/明治時代 

［知识责任］桑原武夫 編集 

 

 

［正题名］幻影的現実のゆくえ 

［第一责任人］岡田隆彦著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1970 

［主题词］美術 

［知识责任］岡田隆彦 著 

 

 

［正题名］作品行為論を求めて 

［第一责任人］天沢退二郎著 

［出版者］田畑書店 



［出版日期］1970.5 

［知识责任］天沢退二郎 著 

 

 

［正题名］まずたしからしさの世界をすてろ 

［第一责任人］多木浩二，中平卓馬共編 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1970.3 

［附注内容］執筆者:天野道映等 

［主题词］写真 

［主题词］言語 

［知识责任］多木浩二 編 

［知识责任］中平卓馬 編 

 

 

［正题名］神話的思考の復権 

［第一责任人］北沢方邦著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1973.6 

［知识责任］北沢方邦 著 

 

 

［正题名］闇への越境 

［第一责任人］村田栄一著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1973.3 

［主题词］教育 

［知识责任］村田栄一 著 

 

 

［正题名］シーメンス事件 

［第一责任人］盛善吉編著 

［出版者］現代史出版会 

［出版日期］1976.10 

［丛编题名］現代史ブックス 

［丛编题名］ゲンダイシ ブックス 

［附注内容］発売: 徳間書店 

［附注内容］参考文献·資料: p268 

［主题词］シーメンス事件 

［知识责任］盛善吉 著 

 

 

［正题名］反戦と変革 

［第一责任人］小田実，鶴見俊輔編 



［出版者］学芸書房 

［出版日期］1968.11 

［主题词］「ベトナムに平和を!」市民連合 

［知识责任］小田実 編 

［知识责任］鶴見俊輔 編 

 

 

［正题名］大正デモクラシー 

［第一责任人］今井清一編著 

［出版者］社会評論社 

［出版日期］1990.3 

［丛编题名］思想の海へ 

［丛编题名］シソウ ノ ウミ エ 「解放と変革」 カイホウ ト ヘンカク 9 

［附注内容］編集·制作: NRK 出版部 

［附注内容］ブックガイド: p315-317 

［主题词］社会思想/日本/歴史/大正時代 

［知识责任］今井清一 編著 

 

 

［正题名］この痛みを知れ 

［第一责任人］全林野労働組合編 

［出版者］土曜美術社 

［出版日期］1977.2 

［主题词］白ろう病 

 

 

［正题名］黄泉の王 

［第一责任人］梅原猛著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1973.6 

［主题词］日本/歴史/古代 

［主题词］高松塚古墳 

［知识责任］梅原猛 著 

 

 

［正题名］口笛と軍靴 

［第一责任人］京都大学新聞社編 

［出版者］社会評論社 

［出版日期］1985.12 

［丛编题名］天皇制論叢 

［丛编题名］テンノウセイ ロンソウ 2 

［附注内容］執筆: 久野収ほか 

［主题词］天皇制 

 



 

［正题名］樹影 

［第一责任人］水上勉著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1970.7 

［知识责任］水上勉 著 

 

 

［正题名］寿生活館ノート 

［第一责任人］野本三吉著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1977.6 

［附注内容］生活館閉鎖前後の記録(1974 年～1977 年):p.307～316 

［主题词］スラム 

［知识责任］野本三吉 著 

 

 

［正题名］葡萄に歯は疼くとも 

［第一责任人］須田禎一著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1970 

［知识责任］須田禎一 著 

 

 

［正题名］日本社会主義改造計画案 

［第一责任人］朝川信昭著 

［出版者］四季書房 

［出版者］創土社(発売) 

［出版日期］1976.5 

［附注内容］各章末: 参考文献 

［主题词］日本/政治 

［主题词］日本/経済政策 

［知识责任］朝川信昭 著 

 

 

［正题名］現代ドイツ経済史 

［第一责任人］G·シュトルパー [ほか] 著 

［译者］坂井栄八郎訳 

［出版者］竹内書店 

［出版日期］1969.1 

［主题词］ドイツ/経済 

［主题词］ドイツ/経済政策 

［知识责任］シュトルパー 著 

［知识责任］Stolper 著 



［次知识责任］坂井栄八郎 訳 

 

 

［正题名］日本国勢図会 

［第一责任人］矢野恒太記念会編 

［出版者］国勢社 

［出版日期］1973.5 

［附注内容］監修：矢野一郎 

 

 

［正题名］従属的蓄積と低開発 

［第一责任人］A·G·フランク著 

［译者］吾郷健二訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1980.11 

［丛编题名］岩波現代選書 

［丛编题名］イワナミ ゲンダイ センショ 53 

［附注内容］巻末:参考文献目録 

［主题词］資本/後進国 

［主题词］植民地/歴史 

［主题词］資本蓄積 

［知识责任］フランク 著 

［知识责任］Frank 著 

［次知识责任］吾郷健二 訳 

 

 

［正题名］危機のなかの日本経済 

［第一责任人］宮川實著 

［出版者］学習の友社 

［出版日期］1968.8 

［主题词］日本/経済 

［主题词］資本主義/アメリカ合衆国 

［知识责任］宮川実 著 

 

 

［正题名］昭和第二政戦史 

［第一责任人］瀬戸崎七之丞著 

［出版者］中外通信社 

［出版日期］1930.5 

［知识责任］瀬戸崎七之丞 著 

 

 

［正题名］田澤義鋪 

［第一责任人］田澤義鋪記念会編 



［出版者］田沢義鋪記念会 

［出版日期］1954.11 

［附注内容］［本編］巻末: 田沢義鋪略年譜 

 

 

［正题名］菅生スパイ事件 

［第一责任人］宮川弘著 

［出版者］東洋書房 

［出版日期］1968.3 

［主题词］菅生事件 

［知识责任］宮川弘 著 

 

 

［正题名］現代日本帝国主義 

［第一责任人］川上忠雄，粕谷信次，佐藤浩一著 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1979.7 

［丛编题名］シリーズ·現代世界 

［丛编题名］シリーズ ゲンダイ セカイ 

［主题词］帝国主義 

［主题词］日本/経済/歴史/昭和時代 

［知识责任］川上忠雄 著 

［知识责任］粕谷信次 著 

［知识责任］佐藤浩一 著 

 

 

［正题名］透谷全集 

［第一责任人］北村透谷 [著] 

［译者］勝本清一郎編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1950.7 

［知识责任］北村透谷 [著] 

［次知识责任］勝本清一郎 編 

 

 

［正题名］透谷全集 

［第一责任人］北村透谷 [著] 

［译者］勝本清一郎編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1950.10 

［知识责任］北村透谷 [著] 

［次知识责任］勝本清一郎 編 

 

 



［正题名］透谷全集 

［第一责任人］北村透谷 [著] 

［译者］勝本清一郎編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.9 

［知识责任］北村透谷 [著] 

［次知识责任］勝本清一郎 編 

 

 

［正题名］戦後部落解放論争史 

［第一责任人］師岡佑行著 

［出版者］柘植書房 

［出版日期］1980.9 

［附注内容］年表:p395-400 

［主题词］部落問題 

［知识责任］師岡佑行 著 

 

 

［正题名］戦後部落解放論争史 

［第一责任人］師岡佑行著 

［出版者］柘植書房 

［出版日期］1981.5 

［附注内容］年表:p458-462 

［主题词］部落問題 

［知识责任］師岡佑行 著 

 

 

［正题名］戦後部落解放論争史 

［第一责任人］師岡佑行著 

［出版者］柘植書房 

［出版日期］1982.8 

［附注内容］年表:p419-424 

［主题词］部落問題 

［知识责任］師岡佑行 著 

 

 

［正题名］戦後部落解放論争史 

［第一责任人］師岡佑行著 

［出版者］柘植書房 

［出版日期］1984.11 

［附注内容］年表:p377-382 

［主题词］部落問題 

［知识责任］師岡佑行 著 

 



 

［正题名］戦後部落解放論争史 

［第一责任人］師岡佑行著 

［出版者］柘植書房 

［出版日期］1985.12 

［附注内容］年表:p467-479 

［主题词］部落問題 

［知识责任］師岡佑行 著 

 

 

［正题名］幸徳秋水全集 

［第一责任人］幸徳秋水著 

［译者］幸徳秋水全集編集委員会編 

［出版者］明治文献 

［出版日期］1970.5 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］附録あり 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］幸徳秋水 著 

 

 

［正题名］幸徳秋水全集 

［第一责任人］幸徳秋水著 

［译者］幸徳秋水全集編集委員会編 

［出版者］明治文献 

［出版日期］1970.10 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］附録あり 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］幸徳秋水 著 

 

 

［正题名］幸徳秋水全集 

［第一责任人］幸徳秋水著 

［译者］幸徳秋水全集編集委員会編 

［出版者］明治文献 

［出版日期］1968.3 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］附録あり 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］幸徳秋水 著 

 

 

［正题名］幸徳秋水全集 



［第一责任人］幸徳秋水著 

［译者］幸徳秋水全集編集委員会編 

［出版者］明治文献 

［出版日期］1968.6 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］附録あり 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］幸徳秋水 著 

 

 

［正题名］幸徳秋水全集 

［第一责任人］幸徳秋水著 

［译者］幸徳秋水全集編集委員会編 

［出版者］明治文献 

［出版日期］1968.9 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］附録あり 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］幸徳秋水 著 

 

 

［正题名］幸徳秋水全集 

［第一责任人］幸徳秋水著 

［译者］幸徳秋水全集編集委員会編 

［出版者］明治文献 

［出版日期］1968.11 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］附録あり 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］幸徳秋水 著 

 

 

［正题名］幸徳秋水全集 

［第一责任人］幸徳秋水著 

［译者］幸徳秋水全集編集委員会編 

［出版者］明治文献 

［出版日期］1969.1 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］附録あり 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］幸徳秋水 著 

 

 

［正题名］幸徳秋水全集 



［第一责任人］幸徳秋水著 

［译者］幸徳秋水全集編集委員会編 

［出版者］明治文献 

［出版日期］1972.6 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］附録あり 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］幸徳秋水 著 

 

 

［正题名］幸徳秋水全集 

［第一责任人］幸徳秋水著 

［译者］幸徳秋水全集編集委員会編 

［出版者］明治文献 

［出版日期］1969.12 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］附録あり 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］幸徳秋水 著 

 

 

［正题名］幸徳秋水全集 

［第一责任人］幸徳秋水著 

［译者］幸徳秋水全集編集委員会編 

［出版者］明治文献 

［出版日期］1972.10 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］附録あり 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］幸徳秋水 著 

 

 

［正题名］幸徳秋水全集 

［第一责任人］幸徳秋水著 

［译者］幸徳秋水全集編集委員会編 

［出版者］明治文献 

［出版日期］1973.11 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］附録あり 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］幸徳秋水 著 

 

 

［正题名］全国大会運動方針 



［第一责任人］部落解放研究所編 

［出版者］部落解放同盟中央本部 

［出版者］解放出版社(発売) 

［出版日期］1980.3 

［丛编题名］部落解放運動基礎資料集 

［丛编题名］ブラク カイホウ ウンドウ キソ シリョウシュウ 部落解放研究所編 第 1 巻 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］全国大会運動方針 

［第一责任人］部落解放研究所編 

［出版者］部落解放同盟中央本部 

［出版者］解放出版社(発売) 

［出版日期］1980.6 

［丛编题名］部落解放運動基礎資料集 

［丛编题名］ブラク カイホウ ウンドウ キソ シリョウシュウ 部落解放研究所編 第 2 巻 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］全国大会運動方針 

［第一责任人］部落解放研究所編 

［出版者］部落解放同盟中央本部 

［出版者］解放出版社(発売) 

［出版日期］1980.9 

［丛编题名］部落解放運動基礎資料集 

［丛编题名］ブラク カイホウ ウンドウ キソ シリョウシュウ 部落解放研究所編 第 3 巻 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］差別糾弾·行政闘争 

［第一责任人］部落解放研究所編 

［出版者］部落解放同盟中央本部 

［出版者］解放出版社 (発売) 

［出版日期］1981.3 

［丛编题名］部落解放運動基礎資料集 

［丛编题名］ブラク カイホウ ウンドウ キソ シリョウシュウ 部落解放研究所編 第 4 巻 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］出版警察概観 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］龍渓書舎 

［出版日期］1981.1 

［主题词］出版法 



［主题词］出版/歴史 

 

 

［正题名］出版警察概観 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］龍渓書舎 

［出版日期］1981.1 

［主题词］出版法 

［主题词］出版/歴史 

 

 

［正题名］出版警察報 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］龍溪書舎 

［出版日期］1981.7 

［附注内容］内容:28～33 号 昭和 6 年 1～6 月 

［附注内容］24 以降の出版者:不二出版 

 

 

［正题名］出版警察報 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］龍溪書舎 

［出版日期］1981.7 

［附注内容］内容:34～39 号 昭和 6 年 7～12 月 

［附注内容］24 以降の出版者:不二出版 

 

 

［正题名］出版警察報 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］龍溪書舎 

［出版日期］1981.7 

［附注内容］内容:40～43 号 昭和 7 年 1～4 月 

［附注内容］24 以降の出版者:不二出版 

 

 

［正题名］出版警察報 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］龍溪書舎 

［出版日期］1981.7 

［附注内容］内容:44～47 号 昭和 7 年 5～8 月 

［附注内容］24 以降の出版者:不二出版 

 

 

［正题名］出版警察報 



［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］龍溪書舎 

［出版日期］1981.7 

［附注内容］内容:48～51 号 昭和 7 年 9～12 月 

［附注内容］24 以降の出版者:不二出版 

 

 

［正题名］出版警察報 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］龍溪書舎 

［出版日期］1981.7 

［附注内容］内容:52～55 号 昭和 8 年 1～4 月 

［附注内容］24 以降の出版者:不二出版 

 

 

［正题名］出版警察報 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］龍溪書舎 

［出版日期］1981.7 

［附注内容］内容:56～59 号 昭和 8 年 5～8 月 

［附注内容］24 以降の出版者:不二出版 

 

 

［正题名］出版警察報 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］龍溪書舎 

［出版日期］1981.7 

［附注内容］内容:60～63 号 昭和 8 年 9～12 月 

［附注内容］24 以降の出版者:不二出版 

 

 

［正题名］出版警察報 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］龍溪書舎 

［出版日期］1981.11 

［附注内容］内容:74～75 号 昭和 9 年 11～12 月 

［附注内容］24 以降の出版者:不二出版 

 

 

［正题名］出版警察報 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］龍溪書舎 

［出版日期］1981.11 

［附注内容］内容:76～77 号 昭和 10 年 1～2 月 



［附注内容］24 以降の出版者:不二出版 

 

 

［正题名］出版警察報 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］龍溪書舎 

［出版日期］1981.11 

［附注内容］内容:81～84 号 昭和 10 年 6～9 月 

［附注内容］24 以降の出版者:不二出版 

 

 

［正题名］出版警察報 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］龍溪書舎 

［出版日期］1981.11 

［附注内容］内容:85～87 号 昭和 10 年 10～12 月 

［附注内容］24 以降の出版者:不二出版 

 

 

［正题名］出版警察報 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］不二出版(販売) 

［出版日期］1982.3 

［附注内容］内容:111～113 号 昭和 13 年 1～9 月 

［附注内容］24 以降の出版者:不二出版 

 

 

［正题名］出版警察報 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］不二出版(販売) 

［出版日期］1982.2 

［附注内容］内容:103～106 号 昭和 12 年 4～7 月 

［附注内容］24 以降の出版者:不二出版 

 

 

［正题名］出版警察報 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］不二出版(販売) 

［出版日期］1982.2 

［附注内容］内容:110 号 昭和 12 年 4～7 月 

［附注内容］24 以降の出版者:不二出版 

 

 

［正题名］出版警察報 



［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］不二出版(販売) 

［出版日期］1982.2 

［附注内容］内容:99～102 号 昭和 11 年 12 月～昭和 12 年 3 月 

［附注内容］24 以降の出版者:不二出版 

 

 

［正题名］出版警察報 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］不二出版(販売) 

［出版日期］1982.2 

［附注内容］内容:91～92 号 昭和 11 年 4～5 月 

［附注内容］24 以降の出版者:不二出版 

 

 

［正题名］出版警察報 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］不二出版(販売) 

［出版日期］1982.2 

［附注内容］内容:93～95 号 昭和 11 年 6～8 月 

［附注内容］24 以降の出版者:不二出版 

 

 

［正题名］出版警察報 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］不二出版(販売) 

［出版日期］1982.3 

［附注内容］内容:114～117 号 昭和 13 年 10 月～14 年 2 月 

［附注内容］24 以降の出版者:不二出版 

 

 

［正题名］出版警察報 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］不二出版(販売) 

［出版日期］1982.2 

［附注内容］内容:88～90 号 昭和 10 年 3～5 月 

［附注内容］24 以降の出版者:不二出版 

 

 

［正题名］出版警察報 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］不二出版(販売) 

［出版日期］1982.2 

［附注内容］内容:107～109 号 昭和 12 年 8～10 月 



［附注内容］24 以降の出版者:不二出版 

 

 

［正题名］出版警察報 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］不二出版(販売) 

［出版日期］1986.4 

［附注内容］内容:補巻:123 号 昭和 14 年 12 月,126 号 昭和 15 年 3 月 

［附注内容］24 以降の出版者:不二出版 

 

 

［正题名］出版警察資料 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］不二出版 

［出版日期］1982.8 

［附注内容］複製 

［主题词］出版法 

［主题词］出版/歴史 

［主题词］禁止本 

 

 

［正题名］出版警察資料 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］不二出版 

［出版日期］1982.8 

［附注内容］複製 

［主题词］出版法 

［主题词］出版/歴史 

［主题词］禁止本 

 

 

［正题名］明治中末期の官僚政治 

［第一责任人］前島省三著 

［出版者］汐文社 

［出版日期］1964.4 

［知识责任］前島省三 著 

 

 

［正题名］中國學生運動史 

［第一责任人］岩村三千夫著 

［出版者］世界評論社 

［出版日期］1949.4 

［附注内容］中國學生運動史年表 p195-198 

［知识责任］岩村三千夫 著 



 

 

［正题名］現代資本主義と恐慌 

［第一责任人］名和献三，玉井龍象編 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1957.10 

［知识责任］名和献三 編 

［知识责任］玉井龍象 編 

 

 

［正题名］中ソ論争 

［第一责任人］社会主義政治経済研究所編 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1963.2 

［正题名］歴史學批判敍説 

［第一责任人］羽仁五郎[著] 

［出版者］鐵塔書院 

［出版日期］1932.5 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］羽仁五郎 [著] 

 

 

［正题名］レーニンの婦人論 

［第一责任人］平井潔訳編 

［出版者］駿台社 

［出版日期］1954.7 

［知识责任］平井潔 訳編 

 

 

［正题名］日本現代史 

［第一责任人］ソ連科学アカデミー東洋研究所編 

［译者］山本正美，小野義彦訳 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1959.12 

［次知识责任］山本正美 訳 

［次知识责任］小野義彦 訳 

 

 

［正题名］実践の哲学 

［第一责任人］Benedetto Croce 著 

［译者］阿閉吉男訳 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1940.7 

［丛编题名］現代思想新書 



［丛编题名］ゲンダイ シソウ シンショ 11 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］Croce 著 

［次知识责任］阿閉吉男 訳 

 

 

［正题名］ヴィコの哲學 

［第一责任人］クローチェ著 

［译者］青木巖譯 

［出版者］東京堂 

［出版日期］1942.3 

［附注内容］Vico の肖像あり 

［知识责任］クローチェ 著 

［知识责任］Croce 著 

［次知识责任］青木巌 譯 

 

 

［正题名］帝国議会解散史 

［第一责任人］笹原正志著 

［出版者］内外社 

［出版日期］1932.4 

［知识责任］笹原正志 著 

 

 

［正题名］大正政治史 

［第一责任人］信夫清三郎著 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1951.8 

［知识责任］信夫清三郎 著 

 

 

［正题名］大正政治史 

［第一责任人］信夫清三郎著 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1951.10 

［知识责任］信夫清三郎 著 

 

 

［正题名］社會思想史 

［第一责任人］マクス·ベアー著 

［译者］西雅雄譯 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1951.7 

［主题词］社会思想/歴史 



［知识责任］ベアー 著 

［知识责任］Beer 著 

［次知识责任］西雅雄 譯 

 

 

［正题名］出版警察報 

［第一责任人］内務省警保局編 

［出版者］不二出版(販売) 

［出版日期］1982.2 

［附注内容］内容:96～98 号 昭和 11 年 9～11 月 

［附注内容］24 以降の出版者:不二出版 

 

 

［正题名］日中友好史 

［第一责任人］実藤遠著 

［出版者］淡路書房新社 

［出版日期］1961.2 

［丛编题名］淡路全書 

［丛编题名］アワジ ゼンショ 2 

［附注内容］監修: 実藤恵秀 

［知识责任］実藤遠 著 

 

 

［正题名］日本帝国主義史 

［第一责任人］小山弘健，浅田光輝著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1958.4 

［知识责任］小山弘健 著 

［知识责任］浅田光輝 著 

 

 

［正题名］日本帝国主義史 

［第一责任人］小山弘健，浅田光輝著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1958.11 

［知识责任］小山弘健 著 

［知识责任］浅田光輝 著 

 

 

［正题名］日本帝国主義史 

［第一责任人］小山弘健，浅田光輝著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1960.11 

［知识责任］小山弘健 著 



［知识责任］浅田光輝 著 

 

 

［正题名］見ぇなぃロツヅ 

［第一责任人］ジャン=パウル著 

［译者］鈴木武樹訳 

［出版者］創土社 

［出版日期］1976.8 

［丛编题名］ジャン=パウル文学全集 2 

［附注内容］别册：p51 

［知识责任］ジャン=パウル 著 

［知识责任］Jean Paul 著 

［次知识责任］鈴木武樹 訳 

 

 

［正题名］日本財政読本 

［第一责任人］東洋経済新報社編 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1951.7 

［主题词］日本/財政 

 

 

［正题名］大正政局史論 

［第一责任人］徳富猪一郎著 

［出版者］民友社 

［出版日期］1916.3 

［主题词］政治学/歴史 

［知识责任］徳富猪一郎 著 

 

 

［正题名］大日本政戦記録史 

［第一责任人］政戦記録史刊行会編 

［出版者］政戦記録史刊行会 

［出版日期］1930.6 

［正题名］被差別部落に生きる 

［第一责任人］松井久吉著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1983.6 

［主题词］部落問題 

［知识责任］松井久吉 著 

 

 

［正题名］『蹇蹇録』の世界 

［第一责任人］中塚明著 



［出版者］みすず書房 

［出版日期］1992.3 

［主题词］日清戦争 

［主题词］蹇蹇録 

［知识责任］中塚明 著 

 

 

［正题名］自由法曹団物語 

［第一责任人］自由法曹団編 

［出版者］労働旬報社 

［出版日期］1966.10 

［附注内容］自由法曹団小年表: p386-399 

［主题词］自由法曹団 

 

 

［正题名］青木周蔵自伝 

［第一责任人］青木周蔵著 

［译者］坂根義久校注 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1970.8 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 168 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］青木周蔵関係略年譜: p358-363 

［知识责任］青木周蔵 著 

［次知识责任］坂根義久 校注 

 

 

［正题名］後は昔の記他 

［第一责任人］林董著 

［译者］由井正臣校注 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1970.10 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 173 

［附注内容］林薫略年譜: p413-417 

［附注内容］林薫関係系譜: p418-419 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代 

［知识责任］林董 著 

［次知识责任］由井正臣 校注 

 

 

［正题名］夢の七十余年 

［第一责任人］北村敬直編 



［出版者］平凡社 

［出版日期］1965.4 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 40 

［附注内容］西原亀三の肖像あり 

［附注内容］注記あり 

［知识责任］西原亀三 著 

［知识责任］北村敬直, 編 

 

 

［正题名］京都地方学生社会運動史 

［第一责任人］住谷悦治，高桑末秀，小倉襄二著 

［出版者］京都府労働経済研究所 

［出版日期］1953.2 

［丛编题名］京都労研調査報告 

［丛编题名］キョウト ロウケン チョウサ ホウコク 第 8 

［主题词］学生運動/歴史 

［主题词］社会運動/京都府/歴史 

［知识责任］住谷悦治 著 

［知识责任］高桑末秀 著 

［知识责任］小倉襄二 著 

 

 

［正题名］足尾銅山労働運動史 

［第一责任人］足尾銅山労働組合編 

［出版者］足尾銅山労働組合 

［出版日期］1958.6 

［附注内容］足尾銅山労働組合執行部年表:p658-663. 年表:p664-687 

［主题词］労働運動 

［主题词］足尾銅山 

 

 

［正题名］日本社会主義運動史論 

［第一责任人］渡部徹，飛鳥井雅道編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1973.8 

［附注内容］内容:コミンテルンと労働組合運動ーイギリス少数派運動を中心に(富岡次郎) 

日本共産党の結成ーコミンテルンとの関連において(辻野功) 一九二三年の三悪法反対運

動(松尾尊兌) 無産政党結成問題をめぐってー失敗にいたる問題点(渡部徹) コミンテルン

と太平洋労働組合会議(岩村登志夫) 青年運動と共産主義運動ー全日本無産青年同盟の結

成まで(斎藤勇) 部落解放運動と共産主義ー初期水平社の階級運動参加をめぐって(秋定嘉

和) 文化運動における共産主義ー一九二七·八年を中心に(飛鳥井雅道) 全国労農大衆党と

中間派労働組合ー全労と総連合の右翼化過程(太田雅夫) 「満州事変」と国家社会主義(田

中真人) 



［主题词］社会運動/日本/歴史 

［知识责任］渡部徹 編 

［知识责任］飛鳥井雅道 編 

 

 

［正题名］日本に於ける外國資本 

［第一责任人］外務省特別資料部編 

［出版者］霞関会 

［出版日期］1948.11 

［丛编题名］国際事情叢書 

［丛编题名］コクサイ ジジョウ ソウショ 第 4 輯 

［附注内容］付:主なる参考書目 

［主题词］外国資本 

 

 

［正题名］岡山県労働運動史資料 

［第一责任人］岡山県労働運動史資料編集委員会編 

［出版者］岡山県中央労働学校 

［出版日期］1951.10 

［主题词］労働運動/日本/歴史 

 

 

［正题名］ある社會主義者の半生 

［第一责任人］鈴木茂三郎著 

［出版者］文藝春秋新社 

［出版日期］1958.4 

［知识责任］鈴木茂三郎 著 

 

 

［正题名］山本宣治 

［第一责任人］田村敬男編 

［出版者］室賀書店 

［出版日期］1964.3 

［知识责任］田村敬男 編 


