
［正题名］日中戦争従軍日記 

［第一责任人］［小原孝太郎著］ 

［译者］江口圭一，芝原拓自編 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1989.4 

［丛编题名］愛知大学国研叢書 

［丛编题名］アイチ ダイガク コッケン ソウショ 1 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］小原孝太郎 著 

［次知识责任］江口圭一 編 

［次知识责任］芝原拓自 編 

 

 

［正题名］近代日本経済史要覧 

［第一责任人］安藤良雄編 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.3 

［主题词］日本/経済/歴史/明治以後 

［知识责任］安藤良雄 編 

 

 

［正题名］日本農業経済論 

［第一责任人］近藤康男著 

［出版者］時潮社 

［出版日期］1942.10 

［主题词］農業経済 

［主题词］日本/農業 

［知识责任］近藤康男 著 

 

 

［正题名］名古屋城三之丸·御土居下考説 

［第一责任人］岡本柳英著 

［出版者］黎明書房 

［出版日期］1960.9 

［主题词］名古屋城 

［主题词］名古屋市/歴史 

［知识责任］岡本柳英 著 

 

 

［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］1964.7 



［附注内容］明治三十五年刊行 

［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］1964.6 

［附注内容］明治三十四年刊行 

［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］1964.11 

［附注内容］明治三十九年刊行 

［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］1964.8 

［附注内容］明治三十六年刊行 

［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］1964.9 

［附注内容］明治三十七年刊行 

［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］1964.10 

［附注内容］明治三十八年刊行 

［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］1964.6 

［附注内容］明治三十三年刊行 

［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］1964.5 

［附注内容］明治三十二年刊行 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］観樹将軍回顧録 

［第一责任人］政教社編 

［出版者］政教社 

［出版日期］1925.3 

［附注内容］監修: 国分高胤 編輯兼発行: 小林保太郎 

［附注内容］校閲: 古嶋一雄 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］三浦梧楼 著 

 

 

［正题名］木戸孝允文書 

［第一责任人］木戸孝允 [著] 

［译者］妻木忠太編纂 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1930.2 

［主题词］明治維新 

［知识责任］木戸孝允 [著] 

［次知识责任］妻木忠太 編纂 

 

 

［正题名］木戸孝允文書 

［第一责任人］木戸孝允 [著] 

［译者］妻木忠太編纂 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1930.4 

［主题词］明治維新 

［知识责任］木戸孝允 [著] 

［次知识责任］妻木忠太 編纂 



 

 

［正题名］木戸孝允文書 

［第一责任人］木戸孝允 [著] 

［译者］妻木忠太編纂 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1929.12 

［主题词］明治維新 

［知识责任］木戸孝允 [著] 

［次知识责任］妻木忠太 編纂 

 

 

［正题名］松菊木戸公傳 

［第一责任人］木戸公傳記編纂所編 

［出版者］明治書院 

［出版日期］1927.9 

［正题名］松菊木戸公傳 

［第一责任人］木戸公傳記編纂所編 

［出版者］明治書院 

［出版日期］1927.9 

［正题名］鴻爪痕 

［第一责任人］市島彌三郎編輯 

［出版者］前島彌 

［出版日期］1920.4 

［知识责任］市島彌三郎 編輯 

 

 

［正题名］日本財閥とその解體 

［第一责任人］持株會社整理委員會調査部第二課編 

［出版者］持株會社整理委員會 

［出版日期］1950.12 

［主题词］財閥 

［主题词］日本/経済/歴史/昭和時代 

 

 

［正题名］岩波書店五十年 

［第一责任人］岩波書店[編] 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.11 

［附注内容］創業 50 年記念 

 

 

［正题名］平安前期文化 

［第一责任人］小川菊松編纂 



［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1943.9 

［丛编题名］新修日本文化史大系 

［丛编题名］シンシュウ ニホン ブンカシ タイケイ 第 4 巻 

［附注内容］編纂者のヨミは推定 

［附注内容］折り込地図 1 枚 

［附注内容］参考文献: 巻末 p3-7 

［知识责任］小川菊松 編纂 

 

 

［正题名］奈良文化 

［第一责任人］田中一彦編纂 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1937.4 

［丛编题名］新修日本文化史大系 

［丛编题名］ニホン ブンカシ タイケイ 第 3 巻 

［知识责任］田中一彦 編纂 

 

 

［正题名］原始文化 

［第一责任人］小川菊松編纂 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1943.4 

［丛编题名］新修日本文化史大系 

［丛编题名］シンシュウ ニホン ブンカシ タイケイ 第 1 巻 

［附注内容］編纂者のヨミは推定 

［知识责任］小川菊松 新修 

 

 

［正题名］岩波書店七十年 

［第一责任人］綠川亭编集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1987.3 

［主题词］出版目録 

［知识责任］綠川亭 编集 

 

 

［正题名］筑豊石炭鉱業史年表 

［第一责任人］筑豊石炭鉱業史年表編纂委員会編 

［出版者］西日本文化協会 

［出版日期］1973.11 

［附注内容］付:筑豊石炭鉱業史年表地図·附表 3 枚(袋入) 

［主题词］石炭鉱業/歴史 

 



 

［正题名］日本財閥とその解體 

［第一责任人］持株會社整理委員會調査部第二課，持株会社整理委員会編 

［出版者］持株會社整理委員會 

［出版日期］1951.3 

［主题词］財閥 

［主题词］日本/経済/歴史/昭和時代 

 

 

［正题名］北前船頭の幕末自叙伝 

［第一责任人］川渡甚太夫 [著] 

［译者］師岡佑行編集·解説 

［译者］師岡笑子現代語訳 

［出版者］柏書房 

［出版日期］1981.11 

［附注内容］川渡甚太夫年譜: p311-316 

［主题词］海運/日本海/歴史 

［知识责任］川渡甚太夫 [著] 

［次知识责任］師岡笑子 現代語訳 

［次知识责任］師岡佑行 編集·解説 

 

 

［正题名］シーボルト關係書翰集 

［第一责任人］シーボルト[著] 

［译者］大鳥蘭三郎譯 

［译者］日本學會，日獨文化協會編輯 

［出版者］大井久五郎 

［出版者］郁文堂書店(發賣) 

［出版日期］1941.5 

［知识责任］シーボルト [著] 

［知识责任］Siebold [著] 

［次知识责任］大鳥蘭三郎 譯 

 

 

［正题名］幕末の洋学 

［第一责任人］中山茂編 

［出版者］ミネルヴァ書房 

［出版日期］1984.1 

［附注内容］幕末洋学略年表: p289-311 

［附注内容］付: 主要参考文献 

［主题词］洋学 

［知识责任］中山茂 編 

 

 



［正题名］適塾をめぐる人々 

［第一责任人］伴忠康著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1981.4 

［附注内容］緒方洪庵年譜:p182～190 蘭学受難の歴史:p191～192 参考文献:p196～199 

［主题词］医学/歴史/日本 

［主题词］蘭学 

［主题词］適々斎塾 

［知识责任］伴忠康 著 

 

 

［正题名］日本の職人 

［第一责任人］吉田光邦著 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1962.10 

［丛编题名］角川新書 

［丛编题名］カドカワ シンショ 163 

［主题词］工芸美術/歴史 

［知识责任］吉田光邦 著 

 

 

［正题名］海商三代 

［第一责任人］西村通男著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1964.3 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 37 

［知识责任］西村通男 著 

 

 

［正题名］日本の數學 

［第一责任人］小倉金之助著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ [赤版] 61 

［附注内容］第 4 刷の配給元: 日本出版配給(東京) 

［知识责任］小倉金之助 著 

 

 

［正题名］日本人の衣食住 

［第一责任人］瀬川清子著 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1964.10 



［丛编题名］日本の民俗 

［丛编题名］ニホン ノ ミンゾク 2 

［主题词］日本/風俗·習慣/歴史 

［主题词］服装 

［主题词］食物 

［主题词］住宅 

［知识责任］瀬川清子 著 

 

 

［正题名］生業の推移 

［第一责任人］宮本常一著 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1965.2 

［丛编题名］日本の民俗 

［丛编题名］ニホン ノ ミンゾク 3 

［主题词］職業 

［知识责任］宮本常一 著 

 

 

［正题名］日本封建社會論 

［第一责任人］永原慶二著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1955.11 

［丛编题名］東大学術叢書 

［丛编题名］トウダイ ガクジュツ ソウショ 10 

［主题词］日本/歴史/中世 

［主题词］封建制度 

［知识责任］永原慶二 著 

 

 

［正题名］幕末開国新観 

［第一责任人］根岸橘三郎著 

［出版者］博文館 

［出版日期］1927.7 

［知识责任］根岸橘三郎 著 

 

 

［正题名］時局と農村 

［第一责任人］河田嗣郎編 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1938.11 

［丛编题名］日本学術振興会第廿一小委員会報告 

［丛编题名］ニホン ガクジュツ シンコウカイ ダイ 21 ショウイインカイ ホウコク 

［知识责任］河田嗣郎 編 



 

 

［正题名］小石元俊 

［第一责任人］山本四郎著 

［译者］日本歴史学会編 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1967.7 

［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 143 

［附注内容］略年譜·参考文献: p246-253 

［知识责任］山本四郎 著 

 

 

［正题名］新田開発 

［第一责任人］菊地利夫著 

［出版者］至文堂 

［出版日期］1963.2 

［丛编题名］日本歴史新書 

［丛编题名］ニホン レキシ シンショ 100 

［附注内容］参考文献: p226-230 

［主题词］開拓 

［主题词］干拓 

［知识责任］菊地利夫 著 

 

 

［正题名］日本上代史の一研究 

［第一责任人］池内宏著 

［出版者］近藤書店 

［出版日期］1947.8 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］池内宏 著 

 

 

［正题名］日本經濟史 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1951.3 

［丛编题名］經濟學全書 

［丛编题名］ケイザイガク ゼンショ 4 

［附注内容］参考文献: 巻末 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］日本武尊 



［第一责任人］藤間生大著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1953.6 

［丛编题名］現代国民選書 

［丛编题名］ゲンダイ コクミン センショ 

［附注内容］年表: p181-185 

［知识责任］藤間生大 著 

 

 

［正题名］天皇制の成立 

［第一责任人］肥後和男著 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1946.6 

［主题词］天皇制 

［知识责任］肥後和男 著 

 

 

［正题名］古代国家と天皇 

［第一责任人］門脇禎二著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1957.2 

［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］附: 参考書 180-183p 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］門脇禎二 著 

 

 

［正题名］京阪神史話 

［第一责任人］武藤誠，木村武夫，横田健一編 

［出版者］魚澄先生古稀記念会 

［出版日期］1959.7 

［知识责任］武藤誠 編 

［知识责任］木村武夫 編 

［知识责任］横田健一 編 

 

 

［正题名］日本封建農業史 

［第一责任人］古島敏雄著 

［出版者］光和書房 

［出版日期］1947.8 

［丛编题名］日本経済史全書 

［丛编题名］ニホン ケイザイシ ゼンショ 

［主题词］日本/農業/江戸時代 



［主题词］日本/農業/歴史 

［知识责任］古島敏雄 著 

 

 

［正题名］近世の農村生活 

［第一责任人］高尾一彦著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1958.6 

［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］研究参考文献図 1 枚 

［附注内容］付：大阪近郊村の社会経済史年表 1-8p 

［主题词］大阪府/農業/歴史 

［主题词］封建制度 

［知识责任］高尾一彦 著 

 

 

［正题名］日本古代社會 

［第一责任人］渡部義通著 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1947.9 

［丛编题名］唯物論全書 

［丛编题名］ユイブツロン ゼンショ 26 

［附注内容］「改版に際して」の記述あり 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］渡部義通 著 

 

 

［正题名］明智光秀 

［第一责任人］高柳光寿著 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1986.2 

［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:p290～299 

［知识责任］高柳光寿 著 

 

 

［正题名］卑弥呼 

［第一责任人］富来隆著 

［出版者］学生社 

［出版日期］1970.4 

［主题词］邪馬台国 

［知识责任］富来隆 著 



 

 

［正题名］錢屋五兵衛眞傳 

［第一责任人］松風嘉定著 

［出版者］藤岡幸二 

［出版日期］1930.1 

［知识责任］松風嘉定 著 

 

 

［正题名］伊國使節アルミニヨン幕末日本記 

［第一责任人］V·F·アルミニヨン著 

［译者］松崎實編 

［译者］田沼利男訳 

［出版者］三学書房 

［出版日期］1943.11 

［知识责任］アルミニヨン 著 

［知识责任］Arminjon 著 

［次知识责任］松崎実 編 

［次知识责任］田沼利男 訳 

 

 

［正题名］横井小楠 

［第一责任人］山崎正董著編 

［出版者］明治書院 

［出版日期］1938.5 

［附注内容］伝記篇，遺稿篇に分冊刊行 

［知识责任］山崎正董 編 

 

 

［正题名］横井小楠 

［第一责任人］山崎正董著編 

［出版者］明治書院 

［出版日期］1938.5 

［附注内容］伝記篇，遺稿篇に分冊刊行 

［知识责任］山崎正董 編 

 

 

［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］1931.10 

［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］1932.1 

［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］1932.2 

［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］1932.5 

［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］クルウゼンシュテルン日本紀行 

［第一责任人］［クルウゼンシュテルン著］ 

［译者］羽仁五郎譯註 

［出版者］駿南社 

［出版日期］1931.8 

［丛编题名］異國叢書 

［丛编题名］イコク ソウショ 



［附注内容］上巻の奥付のみ「クルウゼンシュテルン日本航海記」とあり 

［知识责任］クルウゼンシュテルン [著] 

［知识责任］Kruzenshtern [著] 

［次知识责任］羽仁五郎 譯註 

 

 

［正题名］中国の赤い星 

［第一责任人］エドガー·スノー著 

［译者］松岡洋子訳 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1975.12 

［丛编题名］筑摩叢書 

［丛编题名］チクマ ソウショ 29 

［附注内容］毛沢東関係の写真，地図あり 

［附注内容］人名索引:p1～7 

［主题词］中国/歴史/民国時代 

［主题词］中国共産党 

［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］河上肇 

［第一责任人］古田光著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1959.2 

［丛编题名］近代日本の思想家 

［丛编题名］キンダイ ニホン ノ シソウカ 9 

［知识责任］古田光 著 

 

 

［正题名］文化論 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］現代史出版会 

［出版日期］1981.11 

［丛编题名］羽仁五郎戦後著作集 

［丛编题名］ハニ ゴロウ センゴ チョサクシュウ 3 

［附注内容］解題：山領健二 発売：徳間書店 

［附注内容］著書目録:p427～433 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］自伝的戦後史 

［第一责任人］羽仁五郎著 



［出版者］講談社 

［出版日期］1976.9 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］社会思想/日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］織田信長 

［第一责任人］今井林太郎著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1966.3 

［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 82 

［主题词］日本/歴史/安土桃山時代 

［知识责任］今井林太郎 著 

 

 

［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］1973.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 869 

［知识责任］北山茂夫 著 

 

 

［正题名］女性解放思想の歩み 

［第一责任人］水田珠枝著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-871 

［附注内容］参考文献案内：p207-210 

［主题词］婦人問題/歴史 

［知识责任］水田珠枝 著 

 

 

［正题名］会津八一 

［第一责任人］宮川寅雄著 

［出版者］紀伊國屋書店 

［出版日期］1969.11 

［丛编题名］紀伊國屋新書 

［丛编题名］キノクニヤ シンショ 

［知识责任］宮川寅雄 著 



 

 

［正题名］現代日本の政党と政治 

［第一责任人］ロバート·A·スカラピノ，升味準之輔共著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-444 

［知识责任］スカラピノ 著 

［知识责任］Scalapino 著 

［知识责任］升味準之輔 著 

 

 

［正题名］母親のための人生論 

［第一责任人］松田道雄著 

［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-517 

［主题词］婦人 

［知识责任］松田道雄 著 

 

 

［正题名］西郷隆盛語録 

［第一责任人］奈良本辰也，高野澄訳編 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1974.5 

［丛编题名］角川文庫 

［丛编题名］カドカワ ブンコ 

［知识责任］西郷隆盛 著 

［知识责任］奈良本辰也 訳編 

［知识责任］高野澄 訳編 

 

 

［正题名］日本史 

［第一责任人］家永三郎編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.5 

［丛编题名］岩波小辞典 

［丛编题名］イワナミ ショウジテン 

［主题词］日本史/辞典 

［知识责任］家永三郎 編 

 

 



［正题名］日本式育児法 

［第一责任人］松田道雄著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1964.9 

［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 

［主题词］育児 

［知识责任］松田道雄 著 

 

 

［正题名］義経と日本人 

［第一责任人］和歌森太郎著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1966.10 

［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 94 

［知识责任］和歌森太郎 著 

 

 

［正题名］ことばと文化 

［第一责任人］鈴木孝夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-858 

［主题词］言語学 

［主题词］言語 

［知识责任］鈴木孝夫 著 

 

 

［正题名］現代の植民地主義 

［第一责任人］具島兼三郎著 

［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-317 

［主题词］植民地政策 

［知识责任］具島兼三郎 著 

 

 

［正题名］神武天皇 

［第一责任人］門脇禎二著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1957.12 



［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 133 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］門脇禎二 著 

 

 

［正题名］憲法問題入門 

［第一责任人］長谷川正安著 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1964.8 

［丛编题名］新日本新書 

［丛编题名］シンニホン シンショ 1 

［附注内容］憲法条文対照表: p201-226 

［主题词］憲法/日本 

［知识责任］長谷川正安 著 

 

 

［正题名］父が息子に語る歴史講談 

［第一责任人］羽仁五郎，羽仁進著 

［出版者］文芸春秋 

［出版日期］1983.2 

［知识责任］羽仁五郎 著 

［知识责任］羽仁進 著 

 

 

［正题名］コプト社会に暮らす 

［第一责任人］村山盛忠著 

［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-893 

［主题词］コプト教会 

［主题词］プロテスタント教会/エジプト 

［知识责任］村山盛忠 著 

 

 

［正题名］現代の社会主義経済 

［第一责任人］佐藤経明著 

［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-918 

［主题词］社会主義経済 

［知识责任］佐藤経明 著 



 

 

［正题名］社会観入門 

［第一责任人］芝田進午著 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1964.12 

［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］唯物史観 

［知识责任］芝田進午 著 

 

 

［正题名］選挙 

［第一责任人］小林直樹著 

［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-398 

［知识责任］小林直樹 著 

 

 

［正题名］ユダヤ人 

［第一责任人］J·P·サルトル著 

［译者］安堂信也訳 

［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-227 

［主题词］ユダヤ人 

［知识责任］サルトル 著 

［知识责任］Sartre 著 

［次知识责任］安堂信也 訳 

 

 

［正题名］巨視的しつけ法 

［第一责任人］松田道雄著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1964.2 

［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 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］訓練 

［知识责任］松田道雄 著 

 



 

［正题名］憲法九条の理想と現実 

［第一责任人］田畑忍編著 

［出版者］平和書房 

［出版日期］1968.12 

［丛编题名］平和新書 

［丛编题名］ヘイワ シンショ 9 

［主题词］憲法/日本 

［知识责任］田畑忍 編著 

 

 

［正题名］生体実験 

［第一责任人］清水昭美著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1964.3 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 420 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［知识责任］清水昭美 著 

 

 

［正题名］本の中の世界 

［第一责任人］湯川秀樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-493 

［主题词］読書 

［知识责任］湯川秀樹 著 

 

 

［正题名］新しい家庭の創造 

［第一责任人］田中寿美子著 

［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-528 

［主题词］家庭 

［知识责任］田中寿美子 著 

 

 

［正题名］日本人の骨 

［第一责任人］鈴木尚著 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1963.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-477 

［主题词］骨格 

［知识责任］鈴木尚 著 

 

 

［正题名］ギリシァ思想の素地 

［第一责任人］久保正彰著 

［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-855 

［知识责任］久保正彰 著 

 

 

［正题名］ルネサンスの思想家たち 

［第一责任人］野田又夫著 

［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-498 

［主题词］哲学者 

［主题词］ルネッサンス 

［知识责任］野田又夫 著 

 

 

［正题名］中学生 

［第一责任人］佐山喜作著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-487 

［主题词］中学校 

［知识责任］佐山喜作 著 

 

 

［正题名］ソヴェトの経済力 

［第一责任人］野々村一雄著 

［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-426 

［知识责任］野々村一雄 著 



 

 

［正题名］羽仁五郎の大予言 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］話の特集 

［出版日期］1979.5 

［附注内容］羽仁五郎年譜(付·全著作目録)：p261～305 

［主题词］日本/社会 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］抵抗の哲学 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1972.6 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］歴史 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1947.8 

［丛编题名］新しき歩みのために 

［丛编题名］アタラシキ アユミ ノ タメ ニ 3 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］雑草集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］大雅堂 

［出版日期］1946.6 

［附注内容］和装 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］ヒウマニズムと文化革命 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］世界評論社 

［出版日期］1948.1 

［丛编题名］新世代叢書 

［丛编题名］シン セダイ ソウショ 第 1 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 



［正题名］白石·諭吉 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937.6 

［丛编题名］大教育家文庫 

［丛编题名］ダイ キョウイクカ ブンコ 7 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］近世日本農村経済史論 

［第一责任人］土屋喬雄，小野道雄著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1933.3 

［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 59 巻 

［主题词］農村 

［知识责任］土屋喬雄 著 

［知识责任］小野道雄 著 

 

 

［正题名］近世農書に学ぶ 

［第一责任人］飯沼二郎編 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1976.12 

［丛编题名］NHK ブックス 

［丛编题名］NHK ブックス 271 

［附注内容］参考文献·近世農書年表: p253-262 

［主题词］日本/農業/江戸時代 

［主题词］農業技術/歴史 

［主题词］日本/農業 

［知识责任］飯沼二郎 編 

 

 

［正题名］帝国主義の時代 

［第一责任人］江口朴郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1969.2 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 268 

［附注内容］参考文献: p177-184 

［附注内容］事項索引，人名索引: 巻末 p1-12 

［主题词］世界史/近世 

［主题词］帝国主義 

［知识责任］江口朴郎 著 



 

 

［正题名］一九二八年の電気争議 

［第一责任人］梅原隆章著 

［出版者］顕眞學會 

［出版日期］1953.11 

［丛编题名］顕真学苑研究叢書 

［丛编题名］ケンシン ガクエン ケンキュウ ソウショ 

［知识责任］梅原隆章 著 

 

 

［正题名］救援運動物語 

［第一责任人］難波英夫著 

［出版者］日本国民救援会 

［出版日期］1966.8 

［主题词］社会運動/日本/歴史 

［知识责任］難波英夫 著 

 

 

［正题名］信念に生きる 

［第一责任人］片岡薫著 

［出版者］社会思想社 

［出版日期］1979.4 

［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 993 

［附注内容］石建虎兎栄の肖像あり 

［知识责任］片岡薫 著 

 

 

［正题名］社會組織と社會革命に關する若干の考察 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1922.12 

［主题词］資本主義 

［主题词］社会組織 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］佐藤信淵に関する基礎的研究 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1929.11 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 



 

［正题名］自叙伝 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.1 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青-33-132-2 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］自叙伝 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.5 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青-33-132-3 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］自叙伝 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.7 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青-33-132-4 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］自叙伝 

［第一责任人］河上肇著 

［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 青-33-132-5 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］自叙伝 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.11 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青-33-132-6 

［知识责任］河上肇 著 



 

 

［正题名］社会主義と共産主義 

［第一责任人］平井新著 

［出版者］社会思想社 

［出版日期］1956.4 

［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 135 

［主题词］社会主義 

［主题词］共産主義 

［知识责任］平井新 著 

 

 

［正题名］政治と宗教 

［第一责任人］池田大作著 

［出版者］潮出版社 

［出版日期］1969.10 

［丛编题名］潮新書 

［丛编题名］ウシオ シンショ 50 

［附注内容］鳳書院昭和 39 年刊の新版 

［主题词］宗教と政治 

［知识责任］池田大作 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］1973.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-851 

［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］幕末に於ける社會經濟状態階級關係及び階級鬪争 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.8 

［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］階級 



［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］幕末に於ける社會經濟状態階級關係及び階級鬪争 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.11 

［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］階級 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］日本史 

［第一责任人］児玉幸多著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1965.11 

［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 74 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］児玉幸多 著 

 

 

［正题名］日本史 

［第一责任人］児玉幸多著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1965.11 

［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 75 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］児玉幸多 著 

 

 

［正题名］近代日本の歴史 

［第一责任人］犬丸義一著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1969.3 

［丛编题名］青木新書 

［丛编题名］アオキ シンショ 93 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］犬丸義一 著 

 

 

［正题名］未完の旅路 



［第一责任人］大塚有章著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1976.3 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 

［知识责任］大塚有章 著 

 

 

［正题名］未完の旅路 

［第一责任人］大塚有章著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1976.3 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 

［知识责任］大塚有章 著 

 

 

［正题名］未完の旅路 

［第一责任人］大塚有章著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1976.5 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 

［知识责任］大塚有章 著 

 

 

［正题名］未完の旅路 

［第一责任人］大塚有章著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1976.5 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 

［知识责任］大塚有章 著 

 

 

［正题名］日本封建社會研究史 

［第一责任人］木村礎編 

［出版者］文雅堂書店 

［出版日期］1956.11 

［主题词］日本/歴史/中世 

［主题词］日本/歴史/近世 

［主题词］封建制度 

［知识责任］木村礎 編 

 



 

［正题名］農村社會史論講 

［第一责任人］小野武夫著 

［出版者］巌松堂 

［出版日期］1942.9 

［知识责任］小野武夫 著 

 

 

［正题名］日本経済年誌 

［第一责任人］全国経済調査機関連合会編 

［出版者］全国経済調査機関連合会 

［出版日期］1940.9 

［主题词］日本/経済/年鑑 

 

 

［正题名］財政學大綱 

［第一责任人］大内兵衞著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1930.6 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］財政学 

［知识责任］大内兵衛 著 

 

 

［正题名］財政學大綱 

［第一责任人］大内兵衞著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1930.6 

［主题词］財政学 

［知识责任］大内兵衛 著 

 

 

［正题名］むらの構造 

［第一责任人］近藤康男編著 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1955.2 

［附注内容］[別冊]: 調査農家一覧表 

［主题词］村落/日本 

［知识责任］近藤康男 編著 

 

 

［正题名］敗戦日本の内側 

［第一责任人］富田健治著 

［出版者］古今書院 



［出版日期］1962.7 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］富田健治 著 

 

 

［正题名］日中戦争前史 

［第一责任人］黒羽清隆著 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1983.8 

［丛编题名］三省堂選書 

［丛编题名］サンセイドウ センショ 100 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］黒羽清隆 著 

 

 

［正题名］昭和の動亂 

［第一责任人］重光葵著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1952.3 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［主题词］日本/外国関係/歴史/昭和時代 

［知识责任］重光葵 著 

 

 

［正题名］昭和の動亂 

［第一责任人］重光葵著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1952.4 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［主题词］日本/外国関係/歴史/昭和時代 

［知识责任］重光葵 著 

 

 

［正题名］東国の人びと 

［第一责任人］村上一郎著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1976.5 

［知识责任］村上一郎 著 

 

 

［正题名］維新前後の政爭と小栗上野の死 

［第一责任人］蜷川新著 

［出版者］日本書院 

［出版日期］1928.9 



［附注内容］[続]の書名: 維新前後の政爭と小栗上野の死 

［知识责任］蜷川新 著 

 

 

［正题名］農村の救世主安藤昌益 

［第一责任人］渡辺大濤著 

［出版者］農山漁村文化協会 

［出版日期］1995.9 

［丛编题名］渡辺大濤昌益論集 

［丛编题名］ワタナベ ダイトウ ショウエキ ロンシュウ 2 

［附注内容］資料一：渡辺大濤略年譜(p355-357)， 資料二： 貼紙訂正について(p358-363)， 

資料三：安藤昌益を題材とした小説作品(p364) 

［知识责任］渡辺大濤 著 

 

 

［正题名］長崎のオランダ医たち 

［第一责任人］中西啓著 

［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-942 

［附注内容］巻末: 年表 

［主题词］医学/歴史/日本 

［主题词］蘭法 

［知识责任］中西啓 著 

 

 

［正题名］日本農業史 

［第一责任人］古島敏雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.12 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 225 

［主题词］日本/農業/歴史 

［知识责任］古島敏雄 著 

 

 

［正题名］地方史研究要覧 

［第一责任人］地方史研究協議会編 

［出版者］柏書房 

［出版日期］1973.10 

［正题名］明治の海舟とアジア 

［第一责任人］松浦玲著 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1987.4 

［知识责任］松浦玲 著 

 

 

［正题名］甦る!安藤昌益 

［第一责任人］寺尾五郎［ほか］編著 

［出版者］社会評論社 

［出版日期］1988.3 

［附注内容］安藤昌益関係資料発掘史·公刊史年表:p269～271 

［知识责任］寺尾五郎 編著 

 

 

［正题名］近代日本農民運動史論 

［第一责任人］田村榮太郎著 

［出版者］月曜書房 

［出版日期］1948.6 

［主题词］農民運動/歴史 

［知识责任］田村栄太郎 著 

 

 

［正题名］安藤昌益の思想的風土·大館二井田民俗誌 

［第一责任人］三宅正彦編 

［出版者］そしえて 

［出版日期］1983.5 

［主题词］大館市 

［知识责任］三宅正彦 編 

 

 

［正题名］幕末志士の手紙 

［第一责任人］奈良本辰也編 

［出版者］学芸書林 

［出版日期］1969.2 

［附注内容］内容：吉田松陰，橋本左内，梅田雲浜，清河八郎，佐久間象山，真木和泉，

坂本竜馬，高杉晋作，西郷隆盛，太田垣蓮月 

［主题词］勤王家 

［主题词］日本/歴史/江戸末期 

［知识责任］奈良本辰也 編 

 

 

［正题名］吉田松陰集 

［第一责任人］吉田松陰著 

［译者］奈良本辰也編 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1969.5 



［丛编题名］日本の思想 

［丛编题名］ニホン ノ シソウ 19 

［附注内容］参考文献: p410-411 

［主题词］日本思想 

［知识责任］吉田松陰 著 

［次知识责任］奈良本辰也 編 

 

 

［正题名］九十九里叛乱 

［第一责任人］林清継著 

［出版者］東邦出版社 

［出版日期］1972.8 

［知识责任］林清継 著 

 

 

［正题名］維新前後の政爭と小栗上野 

［第一责任人］蜷川新著 

［出版者］日本書院 

［出版日期］1931.2 

［附注内容］[正]の書名： 維新前後の政爭と小栗上野の死 

［知识责任］蜷川新 著 

 

 

［正题名］安藤昌益 

［第一责任人］安永寿延著 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1976.7 

［丛编题名］平凡社選書 

［丛编题名］ヘイボンシャ センショ 46 

［知识责任］安永寿延 著 

 

 

［正题名］稿本自然真営道 

［第一责任人］安藤昌益［著］ 

［译者］安永寿延校注 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1981.10 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 402 

［知识责任］安藤昌益 著 

［次知识责任］安永寿延 校注 

 

 

［正题名］武州世直し一揆史料 



［第一责任人］近世村落史研究会編 

［出版者］慶友社 

［出版日期］1971.11 

［附注内容］参考文献: p.324-325 

［主题词］農民一揆 

 

 

［正题名］義民叢書佐倉宗吾 

［第一责任人］白鳥健編 

［出版者］日本書院 

［出版日期］1931.3 

［知识责任］白鳥健 編 

 

 

［正题名］幕藩制成立史の研究 

［第一责任人］山口啓二著 

［出版者］校倉書房 

［出版日期］1974.12 

［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］幕藩体制 

［主题词］日本/歴史/安土桃山時代 

［知识责任］山口啓二 著 

 

 

［正题名］明治維新観の研究 

［第一责任人］田中彰著 

［出版者］北海道大学図書刊行会 

［出版日期］1987.3 

［附注内容］主要参考文献:巻末 p10-16 

［主题词］明治維新 

［知识责任］田中彰 著 

 

 

［正题名］行為と肉体 

［第一责任人］市川雅著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1972.11 

［主题词］舞踊 

［知识责任］市川雅 著 

 

 

［正题名］風はおのが好むところに吹く 

［第一责任人］花崎皋平著 



［出版者］田畑書店 

［出版日期］1976.1 

［主题词］大衆運動 

［主题词］唯物弁証法 

［知识责任］花崎皋平 著 

 

 

［正题名］生理空間 

［第一责任人］内田栄一著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1971.11 

［主题词］芸術 

［知识责任］内田栄一 著 

 

 

［正题名］中国 

［第一责任人］藤堂明保著 

［出版者］徳間書店 

［出版日期］1971 

［主题词］中国/社会 

［知识责任］藤堂明保 著 

 

 

［正题名］キャロル闘争宣言 

［第一责任人］竜村仁著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1975 

［主题词］テレビ放送 

［主题词］日本放送協会 

［知识责任］竜村仁 著 

 

 

［正题名］日中貿易教室 

［第一责任人］高橋庄五郎，田中脩二郎著 

［出版者］青年出版社 

［出版日期］1968.9 

［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 8 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］日本/貿易/中国 

［知识责任］高橋庄五郎 著 

［知识责任］田中脩二郎 著 

 

 



［正题名］日中問題 

［第一责任人］菅栄一，山本剛士，白西紳一郎著 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1971.11 

［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/社会 

［知识责任］菅栄一 著 

［知识责任］山本剛士 著 

［知识责任］白西紳一郎 著 

 

 

［正题名］道家の思想と其の展開 

［第一责任人］津田左右吉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.11 

［附注内容］「道家の思想と其の開展 (東洋文庫論叢 第 8)」 (東洋文庫, 昭和 2 年刊) の

改版 

［主题词］道教 

［主题词］道家 

［知识责任］津田左右吉 著 

 

 

［正题名］中國通史 

［第一责任人］范文瀾著 

［译者］貝塚茂樹，陳顕明訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.1 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］范文瀾 著 

［次知识责任］貝塚茂樹 訳 

［次知识责任］陳顕明 訳 

 

 

［正题名］荘子 

［第一责任人］福永光司著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1956.2 

［丛编题名］中国古典選 

［丛编题名］チュウゴク コテンセン 吉川幸次郎監修 

［附注内容］巻末に荘子地名要図 

［主题词］荘子/評釈 

［知识责任］福永光司 著 

 

 



［正题名］芸術論集 

［第一责任人］福永光司著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1971.9 

［丛编题名］中国文明選 

［丛编题名］チュウゴク ブンメイ セン 吉川幸次郎, 小川環樹監修 14 

［主题词］芸術/中国 

［知识责任］福永光司 著 

 

 

［正题名］中国文学論集 

［第一责任人］高橋和巳著 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1972.3 

［丛编题名］高橋和巳作品集 

［丛编题名］タカハシ カズミ サクヒンシュウ 9 

［主题词］中国文学 

［知识责任］高橋和巳 著 

 

 

［正题名］未来への問い 

［第一责任人］山田慶児著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1968.10 

［知识责任］山田慶児 著 

 

 

［正题名］中国の劇画 

［第一责任人］田畑書店編集部編 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1974.6 

［附注内容］内容：孫悟空ー孫悟空、白骨の妖精と三度闘う，白毛女(上海市ニュース出版

系統「五·七」幹部学校，劇画創作グループ編著 上海人民出版社版) 東郭先生(絵:劉縦貞 

人民美術出版社刊) 

［主题词］漫画 

 

 

［正题名］中国の旅 

［第一责任人］日中旅行社「中国の旅」編集室編 

［出版者］日中旅行社「中国の旅」編集室 

［出版日期］1978.5 

［正题名］中国大革命 

［第一责任人］平野義太郎著 

［出版者］ナウカ社 



［出版日期］1949.11 

［丛编题名］ナウカ講座 

［丛编题名］ナウカ コウザ 第 27 

［主题词］中国/社会/歴史/現代 

［知识责任］平野義太郎 著 

 

 

［正题名］中国古代の科学 

［第一责任人］薮内清著 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1964.2 

［丛编题名］角川新書 

［丛编题名］カドカワ シンショ 180 

［主题词］自然科学/歴史 

［知识责任］薮内清 著 

 

 

［正题名］中国農村の素顔 

［第一责任人］関西農民友好訪中団編 

［出版者］富民協会 

［出版日期］1976.6 

［主题词］中国/農業/歴史 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/社会 

 

 

［正题名］現代史におけるアジア 

［第一责任人］荒井信一著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1977.3 

［主题词］アジア/歴史 

［主题词］アジア/外国関係/歴史 

［主题词］帝国主義 

［知识责任］荒井信一 著 

 

 

［正题名］中國共産黨と民族統一戰線 

［第一责任人］中西功，西里龍夫共著 

［出版者］大雅堂 

［出版日期］1946.11 

［主题词］中国/政治 

［知识责任］中西功 著 

［知识责任］西里竜夫 著 

 

 



［正题名］民國革命 

［第一责任人］岩村三千夫［著］ 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1950.8 

［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 

［主题词］辛亥革命 

［知识责任］岩村三千夫 [著] 

 

 

［正题名］新しき長城 

［第一责任人］高橋和巳著 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1967.10 

［知识责任］高橋和巳 著 

 

 

［正题名］中国農民の挑戦 

［第一责任人］阪本楠彦著 

［出版者］サイマル出版会 

［出版日期］1985.2 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/農業 

［主题词］共産圏/農業 

［知识责任］阪本楠彦 著 

 

 

［正题名］現代中国の神話 

［第一责任人］黒田寛一著 

［出版者］こぶし書房 

［出版日期］1970.4 

［主题词］中国文化大革命 

［知识责任］黒田寛一 著 

 

 

［正题名］支那社會の研究 

［第一责任人］清水盛光著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.6 

［主题词］中国/社会 

［知识责任］清水盛光 著 

 

 

［正题名］台湾人四百年史 



［第一责任人］史明著 

［出版者］新泉社 

［出版日期］1974.6 

［附注内容］主たる参考文献: p777-782 

［知识责任］史明 著 

 

 

［正题名］中国の赤い星 

［第一责任人］エドガー·スノウ ［著］ 

［译者］宇佐美誠次郎譯 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1952.7 

［附注内容］毛沢東ほかの肖像あり 

［知识责任］スノウ [著] 

［知识责任］Snow [著] 

［次知识责任］宇佐美誠次郎 譯 

 

 

［正题名］中国のなかのソ連 

［第一责任人］蒋介石著 

［译者］寺島正訳 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1962.11 

［附注内容］肖像あり 

［主题词］中国/外国関係/ロシア 

［知识责任］蒋介石 著 

［次知识责任］寺島正 訳 

 

 

［正题名］中国美術紀行 

［第一责任人］宮川寅雄著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1975 

［知识责任］宮川寅雄 著 

 

 

［正题名］偉大なる道 

［第一责任人］A·スメドレー著 

［译者］阿部知二訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.6 

［丛编题名］時代の窓 

［丛编题名］ジダイ ノ マド 

［知识责任］スメドレー 著 



［知识责任］Smedley 著 

［次知识责任］阿部知二 訳 

 

 

［正题名］越後佐渡農民騒動 

［第一责任人］新潟県内務部編 

［新潟］ 

［出版者］新潟県内務部 

［出版日期］1930.3 

［附注内容］調査編輯：石井清吉 

［主题词］農民一揆 

［主题词］新潟県/歴史 

 

 

［正题名］石高制の研究 

［第一责任人］飯沼二郎著 

［出版者］ミネルヴァ書房 

［出版日期］1974.10 

［主题词］石高 

［知识责任］飯沼二郎 著 

 

 

［正题名］近世封建社会の経済構造 

［第一责任人］脇田修著 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1963.3 

［主题词］日本/経済/歴史/近世 

［知识责任］脇田修 著 

 

 

［正题名］都市 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［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-8 

［主题词］都市 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］横井小楠 

［第一责任人］松浦玲著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1976.2 



［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 8 

［附注内容］巻末: 横井小楠年譜 

［知识责任］松浦玲 著 

 

 

［正题名］日本官僚政治史 

［第一责任人］田中惣五郎著 

［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 4 

［知识责任］田中惣五郎 著 

 

 

［正题名］五十年の回顧 

［第一责任人］鎌田敬四郎編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1929.1 

［知识责任］鎌田敬四郎 編 

 

 

［正题名］歴史論 

［第一责任人］星野芳郎解説 

［出版者］現代史出版会 

［出版日期］1982.1 

［丛编题名］羽仁五郎戦後著作集 

［丛编题名］ハニ ゴロウ センゴ チョサクシュウ 1 

［附注内容］解題：山領健二 発売：徳間書店 著者の肖像あり 

［附注内容］羽仁五郎戦後論文目録：p430～442 

［知识责任］羽仁五郎 著 

［知识责任］星野芳郎 解説 

 

 

［正题名］政治論 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］現代史出版会 

［出版日期］1982.3 

［丛编题名］羽仁五郎戦後著作集 

［丛编题名］ハニ ゴロウ センゴ チョサクシュウ 2 

［附注内容］解題：山領健二 発売：徳間書店 

［附注内容］戦後年表：p437～458 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 



 

［正题名］新聞五十年史 

［第一责任人］伊藤正徳著 

［出版者］鱒書房 

［出版日期］1947.4 

［知识责任］伊藤正徳 著 

 

 

［正题名］現代の歴史を造る人々 

［第一责任人］鵜崎鷺城著 

［出版者］実業之日本社 

［出版日期］1916.10 

［知识责任］鵜崎熊吉 著 

 

 

［正题名］明治の革命 

［第一责任人］服部之總著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1950.8 

［附注内容］折り込表 1 枚 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［知识责任］服部之総 著 

 

 

［正题名］近代日本政黨史 

［第一责任人］鈴木安蔵著 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1954.2 

［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 6 

［知识责任］鈴木安蔵 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］1962.9 

［丛编题名］朝日選書 

［丛编题名］アサヒ センショ 45 

［主题词］日本思想 

 

 

［正题名］日本における近代思想の前提 

［第一责任人］羽仁五郎著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1949.1 

［主题词］国学 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］東洋に於ける資本主義の形成 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1950.3 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］會津戊辰戰史 

［第一责任人］會津戊辰戰史編纂會著 

［出版者］井田書店 

［出版日期］1941.12 

［主题词］戊辰の役 

 

 

［正题名］明治初年農民騒擾録 

［第一责任人］土屋喬雄，小野道雄編著 

［出版者］南北書院 

［出版日期］1931.4 

［附注内容］附録第一：道府県廃置分合図表：p627～649 

［附注内容］附録第二：明治初年農民騒擾年表：p651～665 

［主题词］農民一揆 

［知识责任］土屋喬雄 編著 

［知识责任］小野道雄 編著 

 

 

［正题名］安藤昌益事典 

［第一责任人］安藤昌益研究会編集·執筆 

［出版者］農山漁村文化協会 

［出版日期］1987.3 

［丛编题名］安藤昌益全集 

［丛编题名］アンドウ ショウエキ ゼンシュウ 安藤昌益研究会編集·執筆 別巻 

［附注内容］I：解説篇，II：図解·図表篇，III：索引篇 

［知识责任］安藤昌益 著 

 

 

［正题名］新聞薈叢 

［第一责任人］明治文化研究會編 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1934.2 

［正题名］宮崎県百姓一揆史料 

［第一责任人］小寺鉄之助編著 

［出版者］宮崎県史料編纂会 

［出版日期］1956.6 

［丛编题名］宮崎県編年史料 

［丛编题名］ミヤザキケン ヘンネン シリョウ 別巻 

［主题词］百姓一揆 

［知识责任］小寺鉄之助 編著 

 

 

［正题名］日本農民一揆録 

［第一责任人］田村栄太郎著 

［出版者］南蛮書房 

［出版日期］1930.6 

［主题词］農民一揆/歴史 

［知识责任］田村栄太郎 著 

 

 

［正题名］七年史 

［第一责任人］北原雅長著 

［出版者］啓成社 

［出版日期］1904.4 

［知识责任］北原雅長 著 

 

 

［正题名］七年史 

［第一责任人］北原雅長著 

［出版者］啓成社 

［出版日期］1904.4 

［知识责任］北原雅長 著 

 

 

［正题名］絶對主義論 

［第一责任人］服部之總著 

［出版者］月曜書房 

［出版日期］1948.2 

［知识责任］服部之総 著 

 

 

［正题名］戦後日本革命の内幕 

［第一责任人］松本健二著 

［出版者］亜紀書房 

［出版日期］1973.2 



［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［知识责任］松本健二 著 

 

 

［正题名］近代日本の争点 

［第一责任人］家永三郎編 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1967.11 

［附注内容］付：参考文献 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］家永三郎 編 

 

 

［正题名］御一新の嵐 

［第一责任人］鶴見俊輔［著者代表］ 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1977.11 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン 記録現代史 キロク ゲンダイシ 鶴見俊輔著者代表 1 

［附注内容］年表-開国から西南戦争まで (1853-1877)：p.310-315 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］わき立つ民論 

［第一责任人］鶴見俊輔著［著者代表］ 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1977.12 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン 記録現代史 キロク ゲンダイシ 鶴見俊輔著者代表 2 

［附注内容］年表-西南戦争勃発から帝国憲法発布まで (1877-1889)：p355-358 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］強国をめざして 

［第一责任人］鶴見俊輔著［著者代表］ 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1978.1 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン 記録現代史 キロク ゲンダイシ 鶴見俊輔著者代表 3 

［附注内容］年表-帝国憲法発布から十九世紀末まで (1889-1900)：p366-369 



［主题词］日本/歴史/明治時代 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］明治の栄光 

［第一责任人］鶴見俊輔著［著者代表］ 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1978.2 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン 記録現代史 キロク ゲンダイシ 鶴見俊輔著者代表 4 

［附注内容］年表-二十世紀初頭から明治天皇の死まで (1900-1912)：p367-370 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］成金天下 

［第一责任人］鶴見俊輔 ［著者代表］ 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1978.3 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン 記録現代史 キロク ゲンダイシ 鶴見俊輔著者代表 5 

［附注内容］年表 大正初頭から関東大震災まで (1912-1923)：p354-357 

［主题词］日本/歴史/大正時代 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］震災にゆらぐ 

［第一责任人］鶴見俊輔 ［著者代表］ 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1978.4 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン 記録現代史 キロク ゲンダイシ 鶴見俊輔著者代表 6 

［附注内容］年表-関東大震災から満州事変まで (1923-1931)：p339-342 

［主题词］日本/歴史/大正時代 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］アジア解放の夢 

［第一责任人］鶴見俊輔［著者代表］ 



［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1978.5 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン 記録現代史 キロク ゲンダイシ 鶴見俊輔著者代表 7 

［附注内容］年表-満州事変から南京占領まで (1931-1937)：p369-372 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］果てしなき戦線 

［第一责任人］鶴見俊輔［著者代表］ 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1978.6 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン 記録現代史 キロク ゲンダイシ 鶴見俊輔著者代表 8 

［附注内容］年表-南京占領から敗戦まで (1937-1945)：p355-358 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］廃墟の中から 

［第一责任人］鶴見俊輔［著者代表］ 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1978.7 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン 記録現代史 キロク ゲンダイシ 鶴見俊輔著者代表 9 

［附注内容］年表-敗戦から講和まで (1945-1952)：p376～379 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］新しい開国 

［第一责任人］鶴見俊輔［著者代表］ 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1978.9 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン 記録現代史 キロク ゲンダイシ 鶴見俊輔著者代表 10 

［附注内容］年表-講和から 1960 年まで (1952-1960)：p348-350 

［主题词］日本/歴史 

［主题词］日本/歴史/明治以後 

［知识责任］鶴見俊輔 著 



 

 

［正题名］ベルツの「日記」 

［第一责任人］ベルツ［著］ 

［译者］浜辺正彦訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.4 

［附注内容］ベルツの肖像あり 

［附注内容］日独文化協会創立 10 周記念として刊行したもの 

［知识责任］ベルツ ［著］ 

［知识责任］Baelz 著 

［次知识责任］浜辺正彦 訳 

 

 

［正题名］異國漂流奇譚集 

［第一责任人］石井研堂著 

［出版者］福永書店 

［出版日期］1927.6 

［主题词］漂流記 

［知识责任］石井研堂 著 

 

 

［正题名］外来文化攝取史論 

［第一责任人］家永三郎著 

［出版者］岩崎書店 

［出版日期］1948.9 

［主题词］日本/文化/歴史 

［知识责任］家永三郎 著 

 

 

［正题名］明治前半期のナショナリズム 

［第一责任人］坂田吉雄編 

［出版者］未來社 

［出版日期］1958.9 

［主题词］国家主義 

［知识责任］坂田吉雄 編 

 

 

［正题名］歴史の思想 

［第一责任人］桑原武夫編集 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1965.1 

［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 27 



［主题词］日本思想 

［知识责任］桑原武夫 編集 

 

 

［正题名］新しい開国 

［第一责任人］鶴見俊輔［ほか］著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1961.12 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン 鶴見俊輔[ほか]著 1 

［附注内容］年表：講和から 1960 年まで：p348-350 

［附注内容］索引 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］廃墟の中から 

［第一责任人］鶴見俊輔［ほか］著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1961.10 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン 鶴見俊輔[ほか]著 2 

［附注内容］年表：敗戦から講和まで：p376-379 

［附注内容］索引 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］果てしなき戦線 

［第一责任人］鶴見俊輔［ほか］著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1962.3 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン 鶴見俊輔[ほか]著 3 

［附注内容］年表：南京占領から敗戦まで：p355-358 

［附注内容］索引 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］アジア解放の夢 

［第一责任人］鶴見俊輔［ほか］著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1962.4 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン 鶴見俊輔[ほか]著 4 



［附注内容］年表：満州事変から南京占領まで：p369-372 

［附注内容］索引 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］震災にゆらぐ 

［第一责任人］鶴見俊輔［ほか］著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1962.6 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン 鶴見俊輔[ほか]著 5 

［附注内容］年表：関東大震災から満州事変まで：p339-342 

［附注内容］索引 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］成金天下 

［第一责任人］鶴見俊輔［ほか］著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1962.11 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン 鶴見俊輔[ほか]著 6 

［附注内容］年表：大正初頭から関東大震災まで：p354-357 

［附注内容］索引 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］明治の栄光 

［第一责任人］鶴見俊輔［ほか］著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1962.12 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン 鶴見俊輔[ほか]著 7 

［附注内容］年表：二十世紀初頭から明治天皇の死まで：p367-370 

［附注内容］索引 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］強国をめざして 

［第一责任人］鶴見俊輔［ほか］著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1963.9 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン 鶴見俊輔[ほか]著 8 



［附注内容］年表：帝国憲法発布から十九世紀末まで：p366-369 

［附注内容］索引 

［附注内容］3 版(1965.5)の表記：標題関連情報：「1887-1900」，初版の出版年月：1963.3

とあり 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］わき立つ民論 

［第一责任人］鶴見俊輔［ほか］著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1963.9 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン 鶴見俊輔[ほか]著 9 

［附注内容］年表：西南戦争勃発から帝国憲法発布まで：p355-358 

［附注内容］索引 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］御一新の嵐 

［第一责任人］鶴見俊輔［ほか］著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1964.2 

［丛编题名］日本の百年 

［丛编题名］ニホン ノ ヒャクネン 鶴見俊輔[ほか]著 10 

［附注内容］年表：開国から西南戦争まで：p302-307 

［附注内容］『日本の百年』主要人名索引：巻末 p1-24 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］藤原不比等 

［第一责任人］上田正昭著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1976.3 

［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 9 

［知识责任］上田正昭 著 

 

 

［正题名］長岡半太郎 

［第一责任人］板倉聖宣著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1976.4 

［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 10 



［附注内容］巻末：長岡半太郎年譜 

［知识责任］板倉聖宣 著 

 

 

［正题名］成島柳北 

［第一责任人］前田愛著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1976.6 

［丛编题名］朝日評伝選 

［丛编题名］アサヒ ヒョウデンセン 11 

［附注内容］巻末：成島柳北年譜 

［知识责任］前田愛 著 

 

 

［正题名］高野長英 

［第一责任人］鶴見俊輔著 

［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 1 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］岡倉天心 

［第一责任人］宮川寅雄著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1956.12 

［丛编题名］日本美術史叢書 

［丛编题名］ニホン ビジュツシ ソウショ 文化史懇談會編 8 

［附注内容］岡倉天心年譜：p241-252，参考文献：p253-258 

［知识责任］宮川寅雄 著 

［知识责任］岡倉覚三 著 

 

 

［正题名］啄木·ローマ字日記 

［第一责任人］石川啄木［著］ 

［译者］桑原武夫編訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.9 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 緑(31)-054-4 

［附注内容］標題は奥付による 

［知识责任］石川啄木 著 

［次知识责任］桑原武夫 編訳 



 

 

［正题名］孫文と中国革命 

［第一责任人］野沢豊著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 611 

［附注内容］孫文略年譜: pviii-ix 

［主题词］中国/政治/歴史/民国時代 

［知识责任］野沢豊 著 

 

 

［正题名］危険な言語 

［第一责任人］ウルリッヒ·リンス著 

［译者］栗栖継訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1975.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-946 

［附注内容］参考文献: p249-252 

［主题词］エスペラント 

［知识责任］リンス 著 

［知识责任］Lins 著 

［次知识责任］栗栖継 訳 

 

 

［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］1966.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 608 

［主题词］ベトナム戦争 

［知识责任］岡村昭彦 著 

 

 

［正题名］中国現代史 

［第一责任人］岩村三千夫，野原四郎著 

［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-185 

［主题词］中国/歴史/民国時代 



［知识责任］野原四郎 著 

［知识责任］岩村三千夫 著 

 

 

［正题名］北京三里屯第三小学校 

［第一责任人］浜口允子著 

［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-964 

［主题词］小学校/中国 

［知识责任］浜口允子 著 

 

 

［正题名］辛亥革命 

［第一责任人］野沢豊著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 814 

［主题词］辛亥革命 

［知识责任］野沢豊 著 

 

 

［正题名］ヒマラヤ登攀史 

［第一责任人］深田久弥著 

［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-704 

［知识责任］深田久彌 著 

 

 

［正题名］歴史とは何か 

［第一责任人］E·H·カー著 

［译者］清水幾太郎訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-447 

［主题词］歴史学 

［知识责任］カー 著 

［知识责任］Carr 著 

［次知识责任］清水幾太郎 訳 



 

 

［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］労働旬報社 

［出版日期］1974.12 

［主题词］労働問題/年鑑 

 

 

［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］労働旬報社 

［出版日期］1968.12 

［主题词］労働問題/年鑑 

 

 

［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］労働旬報社 

［出版日期］1967.12 

［主题词］労働問題/年鑑 

 

 

［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］労働旬報社 

［出版日期］1966.3 

［主题词］労働問題/年鑑 

 

 

［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］労働旬報社 

［出版日期］1966.11 

［主题词］労働問題/年鑑 

 

 

［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］1955.11 

［主题词］労働問題/年鑑 

 

 



［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］1954.11 

［主题词］労働問題/年鑑 

 

 

［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］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］東洋經済新報社 

［出版日期］1958.11 

［主题词］労働問題/年鑑 

 

 

［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］東洋經済新報社 

［出版日期］1960.12 

［主题词］労働問題/年鑑 

 

 

［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］東洋經済新報社 

［出版日期］1959.11 

［主题词］労働問題/年鑑 

 

 

［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］東洋經済新報社 

［出版日期］1957.11 

［附注内容］卷末附录：p18 

［主题词］労働問題/年鑑 

 

 

［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］東洋經済新報社 

［出版日期］1956.12 

［附注内容］卷末附录：p8 

［主题词］労働問題/年鑑 

 

 

［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］東洋經済新報社 

［出版日期］1962.12 

［附注内容］卷末附录：p47 

［主题词］労働問題/年鑑 

 

 

［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］東洋經済新報社 

［出版日期］1961.12 

［主题词］労働問題/年鑑 

 

 

［正题名］太平洋戦争下の労働運動 

［第一责任人］法政大学大原社会問題研究所編 

［出版者］労働旬報社 

［出版日期］1965.10 

［主题词］労働運動/日本/歴史/昭和時代 

［主题词］太平洋戦争 

 

 

［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］河出書房新社 

［出版日期］1959.3 

［附注内容］出版者変更: 河出書房(-6 巻) →河出書房新社(7 巻-) 

［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］河出書房新社 

［出版日期］1959.5 

［附注内容］出版者変更: 河出書房(-6 巻) →河出書房新社(7 巻-) 

［附注内容］各巻に折込あり 



 

 

［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］1929.10 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 433-434 

［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］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］1930.7 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 435 

［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］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］1932.9 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 436-437 

［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］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］1933.2 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 438-439 

［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］日本經濟論 

［第一责任人］田口卯吉著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1929.12 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 1 部 第 23 篇 

［知识责任］田口卯吉 著 

 

 

［正题名］君主論 

［第一责任人］マキアヴェルリ著 

［译者］黒田正利譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1206-1207 

［附注内容］Il principe.の翻訳 

［知识责任］マキアヴェルリ 著 

［知识责任］MachiavelliNiccolò 著 

［次知识责任］黒田正利 譯 

 

 

［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 1561 

［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］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］1957.11 

［丛编题名］角川文庫 

［丛编题名］カドカワ ブンコ 1564 

［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］日本の封建都市 

［第一责任人］豐田武著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.4 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 160 

［主题词］都市 

［知识责任］豊田武 著 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］旗田巍著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.12 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 154 

［附注内容］年表: p269-299 

［主题词］朝鮮/歴史 

［知识责任］旗田巍 著 

 

 

［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］1934.4 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 22 

［主题词］日本/経済/歴史 

［知识责任］土屋喬雄 著 

 

 

［正题名］日本道徳思想史 

［第一责任人］家永三郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.4 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 194 

［附注内容］年表: p282-294 

［主题词］倫理学/歴史/日本 

［知识责任］家永三郎 著 

 

 

［正题名］中國史概説 

［第一责任人］和田清著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.2 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 121 

［知识责任］和田清 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］1957.5 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤-941～943,5728-5730,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］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］1957.7 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤-941～943,5731-5733,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］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］1975.10 

［附注内容］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］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］1974.12 

［附注内容］書簡 

［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］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］1975.12 

［附注内容］雑纂 1-3 

［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］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］1976.5 

［附注内容］雑纂 1-3 



［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］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］1974.6 

［附注内容］詩 1-5 

［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］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］1973.11 

［附注内容］短歌 

［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］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］1973.7 

［附注内容］詩 1-5 

［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］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］1974.9 

［附注内容］童話 5·劇その他 

［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］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］1975.6 

［附注内容］詩 1-5 

［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］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］1976.7 

［附注内容］詩 1-5 

［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］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］1974.3 

［附注内容］童話 1-4 

［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］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 

［附注内容］童話 1-4 

［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］堺市史 

［第一责任人］小葉田淳編集 

［出版者］堺市 



［出版日期］1971.1 

［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 編集 

 

 

［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］1960.10 

［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］石川啄木日記 

［第一责任人］石川正雄編 

［出版者］世界評論社 

［出版日期］1948.10 

［知识责任］石川啄木 著 

［知识责任］石川正雄 編 

 

 

［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］東洋經済新報社 

［出版日期］1951.1 

［主题词］労働問題/年鑑 

 

 

［正题名］辯證法の發展 

［第一责任人］松村一人著 

［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-132 

［知识责任］松村一人 著 

 

 

［正题名］人間シュヴァイツェル 

［第一责任人］野村實著 

［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-211 

［知识责任］野村実 著 

 

 

［正题名］太平天國 

［第一责任人］増井經夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-70 

［主题词］太平天国 

［知识责任］増井経夫 著 

 

 

［正题名］世紀の狂人 

［第一责任人］安田徳太郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 赤-58 

［知识责任］安田徳太郎 著 

 

 

［正题名］日本の建設業 

［第一责任人］古川修著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-495 

［主题词］建設業 

［知识责任］古川修 著 

 

 

［正题名］エスペラントの父 

［第一责任人］伊東三郎著 

［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-30 

［附注内容］第 8 刷は 236p 

［主题词］エスペラント 

［知识责任］伊東三郎 著 

 

 



［正题名］芝居入門 

［第一责任人］小山内薫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 52 

［附注内容］補稿者: 北村喜八 

［知识责任］小山内薫 著 

［知识责任］北村喜八 補稿 

 

 

［正题名］技術革新 

［第一责任人］星野芳郎著 

［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-312 

［主题词］技術革新 

［知识责任］星野芳郎 著 

 

 

［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］1953.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-140 

［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］生活 

［第一责任人］森喜一著 

［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-210 

［知识责任］森喜一 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 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-121 

［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］現代のファシズム 

［第一责任人］勝部元著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-206 

［知识责任］勝部元 著 

 

 

［正题名］死の商人 

［第一责任人］岡倉古志郎著 

［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-56 

［知识责任］岡倉古志郎 著 

 

 

［正题名］ソ連と日本 

［第一责任人］ドミトリー·ペトロフ著 

［出版者］アジア書房 

［出版日期］1974.12 

［知识责任］ドミトリー·ペトロフ 著 

［知识责任］PetrovDmitriǐ Vasilˊevich 著 

 

 

［正题名］現代労農運動史年表 

［第一责任人］渡部徹著 



［出版者］三一書房 

［出版日期］1961.1 

［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 

［主题词］労働運動/日本/歴史/年表 

［知识责任］渡部徹 著 

 

 

［正题名］昭和憲法史 

［第一责任人］長谷川正安著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.12 

［附注内容］巻末: 事項·人名索引，条文索引 

［主题词］憲法/日本 

［知识责任］長谷川正安 著 

 

 

［正题名］第二次世界大戦 

［第一责任人］荒井信一著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1973.1 

［丛编题名］UP 選書 

［丛编题名］UP センショ 112 

［主题词］世界戦争 

［知识责任］荒井信一 著 

 

 

［正题名］日本国憲法三十年 

［第一责任人］伊藤満著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1975.9 

［附注内容］参考文献：p361 

［主题词］憲法/日本 

［知识责任］伊藤満 著 

 

 

［正题名］ヂォコンダの微笑 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1947.9 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］マキャヴェリ君主論 



［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1936.12 

［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 8 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］安保をめぐる国内論争 

［第一责任人］毎日放送编 

［出版者］毎日放送 

［出版日期］1969.6 

［丛编题名］'70 年への対話 

［丛编题名］'70 ネン エノ タイワ 第 1 

［附注内容］毎日放送が昭和 43 年 8 月より放送中の連続テレビ番組「70 年への対話」を

収録したもの 

［主题词］日本/政治 

［主题词］日米安全保障条約 

 

 

［正题名］戦後日本の思想 

［第一责任人］久野収，鶴見俊輔，藤田省三著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1959.5 

［附注内容］参考文献·戦後日本思想史年表：p221～243 

［知识责任］久野収 著 

［知识责任］鶴見俊輔 著 

［知识责任］藤田省三 著 

 

 

［正题名］日本財政論 

［第一责任人］風早八十二著 

［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 27 

［主题词］日本/財政 

［知识责任］風早八十二 著 

 

 

［正题名］明治維新 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1946.6 



［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 99 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］日の丸·君が代の成り立ち 

［第一责任人］暉峻康隆［著］ 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.2 

［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.187 

［主题词］国旗 

［主题词］国歌 

［知识责任］暉峻康隆 [著] 

 

 

［正题名］またいけん君が代 

［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］1988.2 

［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］いけん君が代 

［第一责任人］君が代強制住民カンサ请求意見陳述 

［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］破壊活動防止法 

［第一责任人］法令普及会編 

［出版者］印刷庁 

［出版日期］1952.7 

［丛编题名］時の法令 

［丛编题名］トキ ノ ホウレイ 法令普及会編 解説 67(臨時増刊号) 

［主题词］破壊活動防止法 

 

 

［正题名］紀元節問題 



［第一责任人］田口富久治［ほか］著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1967.2 

［附注内容］資料: 二·一一論争と考古学(三笠宮崇仁著), 国民の祝日にかんする法律, 各

界の決議·声明書, 建国記念日審議会委員一覧 , 諸外国の建国記念日 

［附注内容］年表: 「建国記念の日」制定史 

［附注内容］緊急特集版第 2 号 

［主题词］建国記念日 

［知识责任］田口富久治 著 

 

 

［正题名］国旗·国歌の常識 

［第一责任人］所功著 

［出版者］近藤出版社 

［出版日期］1990.7 

［附注内容］国旗·国歌(世界·日本)関係年表:p162～163 

［附注内容］国旗·国歌(世界·日本)に関する参考文献:p164～165 

［主题词］国旗 

［主题词］国歌 

［知识责任］所功 著 

 

 

［正题名］日本人の中国観 

［第一责任人］安藤彦太郎著 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1971.3 

［主题词］中国研究 

［主题词］中国/外国関係/日本 

［知识责任］安藤彦太郎 著 

 

 

［正题名］警察予備隊職員必携 

［第一责任人］法学書院編集部編 

［出版者］法学書院 

［出版日期］1950.11 

［主题词］警察予備隊 

 

 

［正题名］世界の国旗と国歌 

［第一责任人］教科書問題を考える市民の会［編著］ 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.3 

［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. 189 



［主题词］国旗 

［主题词］国歌 

 

 

［正题名］科学と労働を結ぶ教育改革 

［第一责任人］朝日新聞社編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1972.3 

［丛编题名］日本と中国 

［丛编题名］ニホン ト チュウゴク 朝日市民教室 アサヒ シミン キョウシツ 朝日新聞社

編 6 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/教育 

 

 

［正题名］造反する芸術 

［第一责任人］朝日新聞社編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1972.1 

［丛编题名］日本と中国 

［丛编题名］ニホン ト チュウゴク 朝日市民教室 アサヒ シミン キョウシツ 朝日新聞社

編 3 

［附注内容］内容：文化大革命の渦まく北京にて(影山三郎，松野谷夫) 人民の芸術ー革命

的現代京劇(安藤陽子) ルポ·中国の音楽一九七一年秋(宗像和) 新しい民衆文芸(飯倉照平) 

魯迅の寓話·毛沢東の寓話(松井博光) 『文芸講話』は生きている(香坂順一，上野恵司，

岩佐昌暲) 現代中国芸術は日本人にとっておもしろいか《座談会》(安藤陽子等) 

［主题词］芸術中国 

 

 

［正题名］明治維新と山口県 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］長周新聞社 

［出版日期］1966.2 

［主题词］明治維新 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］維新の群像 

［第一责任人］奈良本辰也［ほか］著 

［译者］日本アート·センター編 

［出版者］小学館 

［出版日期］1974.12 

［丛编题名］人物日本の歴史 

［丛编题名］ジンブツ ニホン ノ レキシ 19 

［附注内容］内容：概説(奈良本辰也) 勝海舟(勝部真長) 坂本龍馬(三好徹) 高杉晋作(奈



良本辰也) 近藤勇(早乙女貢) 榎本武揚(南条範夫) 徳川慶喜(綱淵謙錠) 関係略年表 

［附注内容］参考図書: 章末 

［主题词］明治維新 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］忘れられた殉教者 

［第一责任人］奈良本辰也，高野澄共著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1972.5 

［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 

［主题词］日蓮宗/歴史 

［知识责任］奈良本辰也 著 

［知识责任］高野澄 著 

 

 

［正题名］日本社会運動史 

［第一责任人］渡辺観吾著 

［出版者］立花書房 

［出版日期］1955.11 

［主题词］社会運動/日本/歴史 

［知识责任］渡辺観吾 著 

 

 

［正题名］大鳥圭介傳 

［第一责任人］山崎有信著 

［出版者］北文館 

［出版日期］1915.2 

［知识责任］山崎有信 著 

 

 

［正题名］東行先生遺文 

［第一责任人］東行先生五十年祭記念会編 

［出版者］民友社 

［出版日期］1916.5 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］付：東行先生年譜 

［知识责任］高杉晋作 著 

 

 

［正题名］新憲法の研究 

［第一责任人］國家學會編 

［出版者］有斐閣 



［出版日期］1947.10 

［主题词］憲法/日本 

 

 

［正题名］新しき警察のために 

［第一责任人］弘津恭輔著 

［出版者］立花書房 

［出版日期］1949.1 

［附注内容］遡及 

［主题词］警察 

［知识责任］弘津恭輔 著 

 

 

［正题名］憲法改正の經過 

［第一责任人］佐藤功著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1947.7 

［主题词］憲法/日本 

［知识责任］佐藤功 著 

 

 

［正题名］帝國圀防史論 

［第一责任人］佐藤銕太郎著 

［出版者］東京印刷株式会社 

［出版日期］1910.10 

［附注内容］巻末: 折込図〔14 枚〕 

［主题词］日本/国防/歴史 

［主题词］軍事 

［知识责任］佐藤鉄太郎 著 

 

 

［正题名］帝國圀防史論 

［第一责任人］佐藤銕太郎著 

［出版者］東京印刷株式会社 

［出版日期］1910.10 

［附注内容］巻末: 折込図 

［主题词］日本/国防/歴史 

［主题词］軍事 

［知识责任］佐藤鉄太郎 著 

 

 

［正题名］大東亜戦争肯定論 

［第一责任人］林房雄著 

［出版者］番町書房 



［出版日期］1964.8 

［知识责任］林房雄 著 

 

 

［正题名］大東亜戦争肯定論 

［第一责任人］林房雄著 

［出版者］番町書房 

［出版日期］1965.6 

［知识责任］林房雄 著 

 

 

［正题名］「学者の森」の四十年 

［第一责任人］福島要一著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1986.10 

［主题词］日本学術会議 

［知识责任］福島要一 著 

 

 

［正题名］明治維新論 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］徳間書店 

［出版日期］1968.12 

［主题词］明治維新 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］緒方洪庵傳 

［第一责任人］緒方富雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1942.6 

［知识责任］緒方富雄 著 

 

 

［正题名］明治維新の話 

［第一责任人］服部之総著 

［出版者］ナウカ社 

［出版日期］1949.8 

［丛编题名］ナウカ講座 

［丛编题名］ナウカ コウザ 第 13 

［主题词］明治維新 

［知识责任］服部之総 著 

 

 



［正题名］天文暦學史上における間重富とその一家 

［第一责任人］渡邊敏夫著 

［出版者］山口書店 

［出版日期］1943.10 

［丛编题名］自然科學史叢書 

［丛编题名］シゼン カガクシ ソウショ 

［知识责任］渡辺敏夫 著 

 

 

［正题名］安藤昌益と自然眞營道 

［第一责任人］渡邊大涛著 

［出版者］木星社書院 

［出版日期］1930.11 

［附注内容］文献: p320-321 

［知识责任］渡辺大濤 著 

 

 

［正题名］日本赤十字社發達史 

［第一责任人］川俣馨一著 

［出版者］日本赤十字社発達史発行所 

［出版日期］1913.9 

［附注内容］校訂：日本赤十字社 

［知识责任］川俣馨一 著 

 

 

［正题名］西南戰鬪日注並附録 

［第一责任人］舊別動隊第三旅團參謀部編輯 

［出版者］畏三堂 

［出版日期］1884.1 

［附注内容］書名は背表紙による 

［附注内容］OH は「西南戰鬪日注附録」の目次及び巻頭による 

［附注内容］折り込み図表: 8 枚 

［主题词］西南戦争 

 

 

［正题名］徴兵令制定史 

［第一责任人］松下芳男［著］ 

［出版者］内外書房 

［出版日期］1943.8 

［主题词］兵役 

［主题词］軍制 

［知识责任］松下芳男 [著] 

 

 



［正题名］皇軍史 

［第一责任人］教育總監部［編］ 

［東京］ 

［出版者］教育總監部 

［出版日期］1942.7 

［附注内容］折り込図 5 枚 

［主题词］戦争/歴史 

［主题词］日本/歴史 

 

 

［正题名］ザメンホフ余滴 

［第一责任人］いとうかんじ著 

［出版者］永末書店 

［出版日期］1978 

［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 8 

［附注内容］画者：まえださちこ 

［主题词］エスペラント 

［知识责任］いとうかんじ 著 

 

 

［正题名］啄木全集 

［第一责任人］石川啄木著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.4 

［附注内容］歌集 

［知识责任］石川啄木 著 

 

 

［正题名］啄木全集 

［第一责任人］石川啄木著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.4 

［附注内容］詩集 

［知识责任］石川啄木 著 

 

 

［正题名］啄木全集 

［第一责任人］石川啄木著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.5 

［附注内容］詩集 

［知识责任］石川啄木 著 

 



 

［正题名］啄木全集 

［第一责任人］石川啄木著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.5 

［附注内容］小説 

［知识责任］石川啄木 著 

 

 

［正题名］啄木全集 

［第一责任人］石川啄木著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.6 

［附注内容］小説 

［知识责任］石川啄木 著 

 

 

［正题名］啄木全集 

［第一责任人］石川啄木著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.6 

［附注内容］小説 

［知识责任］石川啄木 著 

 

 

［正题名］啄木全集 

［第一责任人］石川啄木著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.7 

［附注内容］小説 

［知识责任］石川啄木 著 

 

 

［正题名］啄木全集 

［第一责任人］石川啄木著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.7 

［附注内容］感想·評論 

［知识责任］石川啄木 著 

 

 

［正题名］啄木全集 

［第一责任人］石川啄木著 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1961.8 

［附注内容］感想·評論 

［知识责任］石川啄木 著 

 

 

［正题名］啄木全集 

［第一责任人］石川啄木著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.8 

［附注内容］感想·評論 

［知识责任］石川啄木 著 

 

 

［正题名］啄木全集 

［第一责任人］石川啄木著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.9 

［附注内容］書簡 

［知识责任］石川啄木 著 

 

 

［正题名］啄木全集 

［第一责任人］石川啄木著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.9 

［附注内容］書簡 

［知识责任］石川啄木 著 

 

 

［正题名］啄木全集 

［第一责任人］石川啄木著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.10 

［附注内容］日記 

［知识责任］石川啄木 著 

 

 

［正题名］啄木全集 

［第一责任人］石川啄木著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.10 

［附注内容］日記 

［知识责任］石川啄木 著 

 



 

［正题名］啄木全集 

［第一责任人］石川啄木著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.11 

［附注内容］日記 

［知识责任］石川啄木 著 

 

 

［正题名］啄木全集 

［第一责任人］石川啄木著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.11 

［附注内容］日記 

［知识责任］石川啄木 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.9 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.10 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.8 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1956.6 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.10 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.11 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.6 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.7 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.8 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 



 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.9 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.7 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.5 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.1 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.11 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1956.12 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.12 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.1 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.2 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.3 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.2 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 



 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.3 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.4 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.4 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.5 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.5 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1957.6 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.6 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.7 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.7 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.8 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.8 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 



 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.9 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.9 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］漱石全集 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.10 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［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］製糸労働者の歴史 

［第一责任人］楫西光速［ほか］著 

［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-218 

［主题词］労働者 

［主题词］製糸業/歴史 

［知识责任］楫西光速 著 



 

 

［正题名］戦後賃金闘争史 

［第一责任人］斎藤一郎著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1968.8 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 623 

［附注内容］'敗戦から講和まで 

［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］戦後賃金闘争史 

［第一责任人］斎藤一郎著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1968.9 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 624 

［附注内容］'51 年から'68 年春闘まで 

［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］自衛隊 

［第一责任人］藤井治夫著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1970.12 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 728 

［主题词］自衛隊 

［知识责任］藤井治夫 著 

 

 

［正题名］化学繊維 

［第一责任人］井本稔著 

［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-304 

［主题词］化学繊維 

［知识责任］井本稔 著 

 

 



［正题名］萬葉の時代 

［第一责任人］北山茂夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-189 

［主题词］日本/歴史/奈良時代 

［知识责任］北山茂夫 著 

 

 

［正题名］人工衛星 

［第一责任人］A·シュテルンフェルト著 

［译者］金光不二夫訳 

［译者］宮地政司補 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-300 

［知识责任］シュテルンフェルト 著 

［知识责任］ShternfelˊdArio Abramovich 著 

［次知识责任］宮地政司 補 

［次知识责任］金光不二夫 訳 

 

 

［正题名］東京 

［第一责任人］柴田徳衛著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-339 

［主题词］東京都/経済 

［主题词］東京都/社会 

［知识责任］柴田徳衛 著 

 

 

［正题名］日本の仏教 

［第一责任人］渡辺照宏著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 299 

［主题词］仏教/日本/歴史 

［知识责任］渡辺照宏 著 

 



 

［正题名］大いなる競争 

［第一责任人］I·ドイッチャー著 

［译者］山西英一訳 

［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-405 

［附注内容］The great contest : Russia and the West.の翻訳 

［知识责任］ドイッチャー 著 

［知识责任］Deutscher 著 

［次知识责任］山西英一 訳 

 

 

［正题名］アメリカ感情旅行 

［第一责任人］安岡章太郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-445 

［知识责任］安岡章太郎 著 

 

 

［正题名］この眼でみたインドシナ 

［第一责任人］ジョゼフ R·スタロビン著 

［译者］皆藤幸藏訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-205 

［附注内容］Eyewitness in Indo-China.の翻訳 

［知识责任］スタロビン 著 

［知识责任］Starobin 著 

［次知识责任］皆藤幸蔵 訳 

 

 

［正题名］人民公社は拡がり深まる 

［第一责任人］A·L·ストロング著 

［译者］西園寺公一訳 

［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-374 

［知识责任］ストロング 著 



［知识责任］Strong 著 

［次知识责任］西園寺公一 訳 

 

 

［正题名］働くことの意味 

［第一责任人］清水正徳著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 188 

［主题词］労働 

［知识责任］清水正徳 著 

 

 

［正题名］人間 

［第一责任人］L·マンフォード著 

［译者］久野収訳 

［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-49 

［主题词］文化/歴史 

［知识责任］マンフォード 著 

［知识责任］Mumford 著 

［次知识责任］久野収 訳 

 

 

［正题名］日本人のことば 

［第一责任人］西尾実著 

［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-268 

［主题词］日本語 

［知识责任］西尾実 著 

 

 

［正题名］仏教 

［第一责任人］渡辺照宏著 

［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-258 

［主题词］仏教 



［知识责任］渡辺照宏 著 

 

 

［正题名］画家と画商と蒐集家 

［第一责任人］土方定一著 

［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-508 

［知识责任］土方定一 著 

 

 

［正题名］弁証法的唯物論と史的唯物論 

［第一责任人］スターリン著 

［译者］石堂清倫訳 

［出版者］国民文庫社 

［出版日期］1953.2 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 205 

［知识责任］スターリン 著 

［知识责任］Stalin 著 

［次知识责任］石堂清倫 訳 

 

 

［正题名］滝口入道 

［第一责任人］高山樗牛作 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.11 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1845 

［知识责任］高山樗牛 作 

 

 

［正题名］明治叛臣傳 

［第一责任人］田岡嶺雲著 

［译者］西田勝解説 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1953.10 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 146 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［主题词］明治維新 

［知识责任］田岡嶺雲 著 

［次知识责任］西田勝 解説 



 

 

［正题名］千曲川のスケッチ 

［第一责任人］島崎藤村著 

［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 114 

［附注内容］第 3 刷:118, 17p 

［知识责任］島崎藤村 著 

 

 

［正题名］長塚節歌集 

［第一责任人］齋藤茂吉選 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 923ー924 

［知识责任］長塚節 著 

［知识责任］斎藤茂吉 選 

 

 

［正题名］松川事件 

［第一责任人］山田清三郎著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1956.6 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 43 

［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］山田清三郎 著 

 

 

［正题名］アメリカへの離縁状 

［第一责任人］五島勉著 

［出版者］拓文館 

［出版日期］1956.4 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］五島勉 著 

 

 

［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］1951.11 



［正题名］吾々は告發する 

［第一责任人］東大學生自治会中央委員会编 

［出版地不详］ 

［出版者］東大學生自治会中央委員会 

［出版日期］［19 ?］ 

［出版地不详］c 東大學生自治会中央委員会 d［19 ?］ a64pd13cm1 a 吾々は告発する e

警察手帳の全貌 Aワレワレ ワ コクハツ スル 1 a警察手帳の全貌 Aケイサツ テチョウ ノ 

ゼンボウ a317.74v302a東大學生自治会中央委員会 Aトウダイガクセイジチカイチュウオ

ウ イ イ ン カ イ 4 编  0aJPbNIIc19981015 2aCNbCASS11c20030724 

a11bR0006724bR0008434d317.74e1f2zly aR0006724hR0006724aR0008434hR0008434 

!!JB5440 

CGRS010D420 円 

［正题名］ホワイト·カラー 

［第一责任人］C·ライト·ミルス［著］ 

［译者］杉政孝訳 

［出版者］東京創元社 

［出版日期］1957.3 

［丛编题名］現代社会科学叢書 

［丛编题名］ゲンダイ シャカイ カガク ソウショ 

［附注内容］White collar : the American middle classes の翻訳 

［主题词］知識階級 

［知识责任］ミルス [著] 

［知识责任］Mills [著] 

［次知识责任］杉政孝 訳 

 

 

［正题名］ロシア語階梯 

［第一责任人］八杉貞利著 

［出版者］第一出版 

［出版日期］1947.3 

［主题词］ロシア語/研究·指導 

［知识责任］八杉貞利 著 

 

 

［正题名］平和をもとめて 

［第一责任人］広島大学新聞学会編 

［出版者］広島大学新聞会 

［出版日期］1962.3 

［附注内容］巻末 (p333-361) : 長田新略伝 

［知识责任］長田新 著 

 

 

［正题名］新·ガンの知識 

［第一责任人］R·J·C·ハリス著 



［译者］三輪卓爾訳 

［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 23 

［主题词］癌 

［知识责任］ハリス 著 

［知识责任］Harris 著 

［次知识责任］三輪卓爾 訳 

 

 

［正题名］核先制攻撃症候群 

［第一责任人］R·C·オルドリッジ著 

［译者］服部学訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-52 

［主题词］国防政策/アメリカ合衆国 

［主题词］原子兵器 

［知识责任］オルドリッジ 著 

［知识责任］Aldridge 著 

［次知识责任］服部学 訳 

 

 

［正题名］幕末明治重職補任 

［第一责任人］維新史料編纂会編 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1980.10 

［丛编题名］続日本史籍協会叢書 

［丛编题名］ゾク ニホン シセキ キョウカイ ソウショ 日本史籍協会編 第 4 期 9 

［附注内容］付: 諸藩一覧 

［主题词］官職 

［主题词］明治維新/史料 

 

 

［正题名］日蓮正宗教学小辞典 

［第一责任人］創価学会教学部編 

［出版者］創価学会 

［出版日期］1968.11 

［主题词］創価学会 

［主题词］日蓮宗 

 

 



［正题名］指導者 

［第一责任人］本多顕彰著 

［出版者］光文社 

［出版日期］1955.10 

［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］本多顕彰 著 

 

 

［正题名］吉田松陰を語る 

［第一责任人］司馬遼太郎，橋川文三他著 

［出版者］大和書房 

［出版日期］1974.12 

［附注内容］内容：吉田松陰の生涯(奈良本辰也) 松陰の魅力について(河上徹太郎，奈良

本辰也) 松陰の資質とその認識(司馬遼太郎，橋川文三) 松陰思想の論理と倫理(松本三之

介，橋川文三) 歴史における松陰の役割(桑原武夫，奈良本辰也) 松陰の精神とその人間像

(保田与重郎，村上一郎) 西郷隆盛と松陰の比較(海音寺潮五郎，奈良本辰也) 明治·大正 ·昭

和の松陰像(田中彰) 松陰イメージの可能性(橋川文三) 吉田松陰年譜，著作一覧，関係文

献 

［附注内容］奥付より、奈良本辰也[ほか]著 

［知识责任］司馬遼太郎 著 

［知识责任］橋川文三 著 

 

 

［正题名］売国的「韓日条約」は無効である 

［第一责任人］朝鮮大学校编 

［出版者］朝鮮大学校朝鮮にかんする研究資料編集委員会 

［出版日期］1965.12 

［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 13 集 

［主题词］日韓条約 

 

 

［正题名］岩波国語辞典 

［第一责任人］西尾実，岩淵悦太郎共編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.4 

［主题词］日本語/辞書 

［知识责任］西尾実 編 

［知识责任］岩淵悦太郎 編 

 

 

［正题名］岩波英和辞典 

［第一责任人］島村盛助，土居光知，田中菊雄共著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.3 

［附注内容］書名は標題紙による 

［主题词］英語-辞典英和 

［知识责任］島村盛助 著 

［知识责任］土居光知 著 

［知识责任］田中菊雄共 著 

 

 

［正题名］憲政五十年史 

［第一责任人］天野良和著 

［出版者］日本學藝研究會 

［出版日期］1937.7 

［知识责任］天野良和 著 

 

 

［正题名］河上肇の哲学 

［第一责任人］舩山信一著 

［出版者］舩山信一 

［出版日期］1987.9 

［知识责任］舩山信一 著 

 

 

［正题名］政治の倫理化 

［第一责任人］後藤新平著 

［出版者］大日本雄辯會 

［出版日期］1926.9 

［附注内容］タイトル関連情報(表紙): 血涙を揮って国民の良心に訴ふ 

［附注内容］<BN05585155>とは頁数違い 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］後藤新平 著 

 

 

［正题名］大石大自伝春風秋雨八十年 

［第一责任人］大石大［著］ 

［出版者］大石大自伝刊行会 

［出版日期］1964.7 

［附注内容］年譜: p[1]-18(巻末) 

［知识责任］大石大 [著] 

 

 

［正题名］轉囘期の政治 

［第一责任人］宮澤俊義著 

［出版者］中央公論社 



［出版日期］1936.12 

［知识责任］宮沢俊義 著 

 

 

［正题名］入門部落解放 

［第一责任人］岡映［著］ 

［出版者］汐文社 

［出版日期］1965.12 

［丛编题名］解放新書 

［丛编题名］カイホウ シンショ 1 

［知识责任］岡映 [著] 

 

 

［正题名］朝鮮戦争の起源 

［第一责任人］ブルース·カミングス著 

［译者］鄭敬謨，林哲共訳 

［出版者］シアレヒム社 

［出版者］影書房 (発売) 

［出版日期］1989.2 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］ブルース·カミングス 著 

［次知识责任］鄭敬謨 訳 

［次知识责任］林哲 訳 

 

 

［正题名］戰時における婦人勞働者の状態 

［第一责任人］東京都地方勞働委員會調査部編 

［出版者］東京都地方労働委員会事務局 

［出版日期］1948.4 

［丛编题名］調査資料 

［丛编题名］チョウサ シリョウ 第 3 集 

 

 

［正题名］戦後婦人運動史 

［第一责任人］帯刀貞代，長谷川章子，井手文子著 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1960.2 

［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］帯刀貞代 著 

［知识责任］長谷川章子 著 

［知识责任］井手文子 著 
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［正题名］新しい部落の歴史 

［第一责任人］部落問題研究所編 

［出版者］部落問題研究所 

［出版日期］1952.7 

［正题名］看護婦現代史 

［第一责任人］富岡次郎著 

［出版者］医学書院 

［出版日期］1966.2 

［丛编题名］看護教養新書 

［丛编题名］カンゴ キョウヨウ シンショ 

［知识责任］富岡次郎 著 

 

 

［正题名］細井和喜蔵全集 

［第一责任人］細井和喜蔵著 

［出版者］細井和喜蔵全集刊行委員会，女工哀史記念会 

［出版日期］1956.3 

［附注内容］三一書房(発売) 

［知识责任］細井和喜蔵 著 

 

 

［正题名］民間傳承と家族法 

［第一责任人］橋浦泰雄著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1942.12 

［丛编题名］法學叢書 

［丛编题名］ホウガク ソウショ 2 



［附注内容］參考文獻書目:p161 

［知识责任］橋浦泰雄 著 

 

 

［正题名］自衛隊 

［第一责任人］朝日新聞社編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1968.4 

［附注内容］補·自衛隊関係資料：p253～317 

 

 

［正题名］世界のうらおもて 

［第一责任人］S·カンドウ著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1955.8 

［丛编题名］朝日コラム·シリーズ 

［丛编题名］アサヒ コラム シリーズ 

［知识责任］カンドウ 著 

［知识责任］Candau 著 

 

 

［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］連城漫筆 

［第一责任人］日本史籍協會編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1919.7 

［正题名］連城漫筆 

［第一责任人］日本史籍協會編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1919.9 

［正题名］社会科教育大系 

［第一责任人］長洲一二編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1961.4 

［知识责任］長洲一二 編 

 



 

［正题名］社会科教育大系 

［第一责任人］持田栄一編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1961.6 

［知识责任］持田栄一 編 

 

 

［正题名］社会科教育大系 

［第一责任人］高橋碪一編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1963.1 

［知识责任］高橋碪一 編 

 

 

［正题名］社会科教育大系 

［第一责任人］入江敏夫編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1961.10 

［知识责任］入江敏夫 編 

 

 

［正题名］社会科教育大系 

［第一责任人］日高六郎編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1963.4 

［知识责任］日高六郎 編 

 

 

［正题名］河野常吉著作集 

［第一责任人］河野常吉著 

［出版者］北海道出版企画センター 

［出版日期］1974.11 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］河野常吉 著 

 

 

［正题名］河野常吉著作集 

［第一责任人］河野常吉著 

［出版者］北海道出版企画センター 

［出版日期］1975.6 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］河野常吉 著 

 



 

［正题名］河野常吉著作集 

［第一责任人］河野常吉著 

［出版者］北海道出版企画センター 

［出版日期］1975.11 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］河野常吉 著 

 

 

［正题名］世界歴史講座 

［第一责任人］民主主義科学者協会歴史部会著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1954.1 

［正题名］世界歴史講座 

［第一责任人］民主主義科学者協会歴史部会著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1954.2 

［正题名］荒廃する農村と医療 

［第一责任人］大牟羅良，菊地武雄著 

［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-796 

［主题词］医療 

［主题词］農村/岩手県 

［知识责任］大牟羅良 著 

［知识责任］菊地武雄 著 

 

 

［正题名］沖縄のこころ 

［第一责任人］大田昌秀著 

［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-831 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］沖縄戦 

［知识责任］大田昌秀 著 

 

 

［正题名］孔子·老子·釈迦「三聖会談」 

［第一责任人］諸橋轍次［著］ 

［出版者］講談社 

［出版日期］1982.9 



［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 [574] 

［附注内容］シリーズ番号の記述はカバーによる 

［主题词］釈迦 

［知识责任］諸橋轍次 [著] 

 

 

［正题名］ドイツの見えない壁 

［第一责任人］上野千鶴子，田中美由紀，前みち子著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1993.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 314 

［附注内容］巻末: 年表(東ドイツ民主化,統一への動きと女性運動) (3p) 

［附注内容］巻末: 主要参考文献 (5p) 

［主题词］ドイツ 

［主题词］婦人問題 

［知识责任］上野千鶴子 著 

［知识责任］田中美由紀 著 

［知识责任］前みち子 著 

 

 

［正题名］中国名詩選 

［第一责任人］松枝茂夫編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.9 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤(32)-033-1 

［知识责任］松枝茂夫 編 

 

 

［正题名］キメラ 

［第一责任人］山室信一著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1993.7 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 1138 

［附注内容］文献: p317-330 

［主题词］満州/歴史 

［主题词］満州国 

［知识责任］山室信一 著 

 

 

［正题名］石原莞爾 



［第一责任人］青江舜二郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1992.7 

［丛编题名］中公文庫 

［丛编题名］チュウコウ ブンコ 

［知识责任］青江舜二郎 著 

 

 

［正题名］中岡慎太郎 

［第一责任人］宮地佐一郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1993.8 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 1146 

［附注内容］中岡慎太郎略年譜: p246-251 

［附注内容］主要参考部文献と関係資料: p252-254 

［知识责任］宮地佐一郎 著 

 

 

［正题名］紅衛兵の時代 

［第一责任人］張承志著 

［译者］小島晋治，田所竹彦訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 222 

［附注内容］『世界』(1991 年 7-10 月号)での連載に加筆したもの 

［主题词］中国文化大革命 

［主题词］紅衛兵 

［知识责任］张承志 著 

［次知识责任］小島晋治 訳 

［次知识责任］田所竹彦 訳 

 

 

［正题名］コンピュータと教育 

［第一责任人］佐伯胖著 

［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-332 

［附注内容］追記「第 16 刷に際して」: p226 (16 刷, 2000.8) 

［主题词］電子計算機と教育 

［知识责任］佐伯胖 著 

 



 

［正题名］国際連合 

［第一责任人］明石康著 

［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-323 

［主题词］国際連合 

［知识责任］明石康 著 

 

 

［正题名］世界政治をどう見るか 

［第一责任人］鴨武彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1993.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 301 

［附注内容］巻末: 引用文献，参考文献 (5p) 

［主题词］国際政治 

［知识责任］鴨武彦 著 

 

 

［正题名］都市計画 

［第一责任人］五十嵐敬喜，小川明雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1993.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 294 

［主题词］都市計画 

［主题词］地方自治 

［知识责任］五十嵐敬喜 著 

［知识责任］小川明雄 著 

 

 

［正题名］平和憲法 

［第一责任人］杉原泰雄著 

［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 黄版 371 

［附注内容］参考文献: p210-212 

［主题词］憲法/日本 

［知识责任］杉原泰雄 著 

 



 

［正题名］天皇制と部落差別 

［第一责任人］上杉聰著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1990.11 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 1022 

［主题词］部落問題 

［主题词］天皇制 

［知识责任］上杉聡 著 

 

 

［正题名］隅田川の文学 

［第一责任人］久保田淳著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1996.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 461 

［附注内容］隅田川周辺概念地図: p[vi]-[vii]. 作品案内: p226-228 

［主题词］文学地理/東京都 

［主题词］日本文学/歴史 

［知识责任］久保田淳 著 

 

 

［正题名］ユーゴスラヴィア現代史 

［第一责任人］柴宜弘著 

［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 445 

［附注内容］参考文献: p220-222 

［主题词］ユーゴスラビア/歴史 

［知识责任］柴宜弘 著 

 

 

［正题名］従軍慰安婦 

［第一责任人］吉見義明著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1995.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 384 

［附注内容］参照文献一覧: 巻末 p1-9 

［主题词］慰安婦 

［主题词］従軍慰安婦 



［知识责任］吉見義明 著 

 

 

［正题名］国連と日本 

［第一责任人］河辺一郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1994.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 317 

［附注内容］引用文献: 巻末 p1-2 

［主题词］国際連合 

［主题词］日本/外国関係 

［知识责任］河辺一郎 著 

 

 

［正题名］中国名詩選 

［第一责任人］松枝茂夫編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.9 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤(32)-033-2 

［知识责任］松枝茂夫 編 

 

 

［正题名］科学の哲学 

［第一责任人］柳瀬睦男著 

［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 260 

［主题词］科学論 

［知识责任］柳瀬睦男 著 

 

 

［正题名］南アフリカ 

［第一责任人］峯陽一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1996.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 473 

［知识责任］峯陽一 著 

 

 

［正题名］三光 



［第一责任人］神吉晴夫編 

［出版者］光文社 

［出版日期］1957.3 

［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］太平洋戦争 1941-1945/残虐行為 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］神吉晴夫 編 

 

 

［正题名］転換期の中国 

［第一责任人］辻康吾著 

［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 黄版 239 

［附注内容］現代中国関係年表: 巻末 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/政治 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/社会 

［知识责任］辻康吾 著 

 

 

［正题名］今こそマルクスを読み返す 

［第一责任人］廣松渉著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1990.6 

［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 1001 

［知识责任］廣松渉 著 

 

 

［正题名］日本の自治·分権 

［第一责任人］松下圭一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1996.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 425 

［主题词］地方自治 

［知识责任］松下圭一 著 

 

 

［正题名］特殊部隊七三一 

［第一责任人］秋山浩著 

［出版者］三一書房 



［出版日期］1956.6 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 44 

［知识责任］秋山浩 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］1976.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-968a 

［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］大往生 

［第一责任人］永六輔著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1994.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 329 

［主题词］生死 

［主题词］老化 

［知识责任］永六輔 著 

 

 

［正题名］ベルリンの壁崩れる 

［第一责任人］笹本駿二著 

［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 124 

［主题词］ヨーロッパ東部/政治·行政 

［知识责任］笹本駿二 著 

 

 

［正题名］私の平和論 

［第一责任人］日高六郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1995.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 411 



［主题词］平和 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］日高六郎 著 

 

 

［正题名］日本語の構造 

［第一责任人］中島文雄著 

［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-373 

［主题词］日本語-文法 

［知识责任］中島文雄 著 

 

 

［正题名］戦争犯罪とは何か 

［第一责任人］藤田久一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1995.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 380 

［主题词］戦争犯罪 

［知识责任］藤田久一 著 

 

 

［正题名］遺族と戦後 

［第一责任人］田中伸尚，田中宏，波田永実著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1995.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 399 

［附注内容］主要参考文献: p241-244 

［主题词］戦争犠牲者 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］遺族 

［知识责任］田中伸尚 著 

［知识责任］田中宏 著 

［知识责任］波田永実 著 

 

 

［正题名］昭和天皇の終戦史 

［第一责任人］吉田裕著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.12 



［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 257 

［附注内容］巻末: 参照文献一覧 (6p) 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］吉田裕 著 

 

 

［正题名］武家と天皇 

［第一责任人］今谷明著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1993.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 286 

［附注内容］参考文献: p241-245 

［主题词］日本/歴史/近世 

［主题词］天皇制 

［知识责任］今谷明 著 

 

 

［正题名］中東情勢を見る眼 

［第一责任人］瀬木耿太郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 279 

［主题词］中近東/社会 

［主题词］中近東/政治 

［知识责任］瀬木耿太郎 著 

 

 

［正题名］人間生活とエネルギー 

［第一责任人］押田勇雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1985.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-290 

［主题词］エネルギー 

［知识责任］押田勇雄 著 

 

 

［正题名］法華経 

［第一责任人］田村芳郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1969.7 



［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 196 

［附注内容］参考文献: p199-200 

［主题词］法華経 

［知识责任］田村芳朗 著 

 

 

［正题名］データ戦後政治史 

［第一责任人］石川真澄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版-281 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［知识责任］石川真澄 著 

 

 

［正题名］カストロ 

［第一责任人］宮本信生著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1996.3 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 1292 

［主题词］キューバ/政治·行政 

［知识责任］宮本信生 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］日本の私鉄 

［第一责任人］和久田康雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1981.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-158 



［附注内容］参考文献：p199 

［主题词］地方鉄道 

［主题词］鉄道/日本 

［知识责任］和久田康雄 著 

 

 

［正题名］昭和恐慌 

［第一责任人］長幸男著 

［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 青版 876 

［主题词］大恐慌 

［知识责任］長幸男 著 

 

 

［正题名］現代社会主義を考える 

［第一责任人］渓内謙著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版-4 

［主题词］社会主義 

［主题词］社会主義/ロシア 

［主题词］社会主義国家 

［主题词］ロシア/歴史 

［知识责任］渓内謙 著 

 

 

［正题名］文化人類学の世界 

［第一责任人］クライド·クラックホーン著 

［译者］外山滋比古，金丸由雄訳 

［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 255 

［主题词］文化人類学 

［知识责任］クラックホーン 著 

［知识责任］Kluckhohn 著 

［次知识责任］外山滋比古 訳 

［次知识责任］金丸由雄 訳 

 

 

［正题名］日本社会と法 



［第一责任人］渡辺洋三…［等］編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1994.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 335 

［附注内容］参考文献: p219-222 

［主题词］法制史/日本 

［知识责任］渡辺洋三 編 

［知识责任］甲斐道太郎 編 

［知识责任］広渡清吾 編 

［知识责任］小森田秋夫 編 

 

 

［正题名］明治維新と現代 

［第一责任人］遠山茂樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-698 

［主题词］明治維新 

［知识责任］遠山茂樹 著 

 

 

［正题名］イスラム急進派 

［第一责任人］岡倉徹志著 

［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 380 

［主题词］アラブ諸国 

［主题词］イスラム教 

［知识责任］岡倉徹志 著 

 

 

［正题名］表現の自由とはなにか 

［第一责任人］奥平康弘著 

［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 209 

［附注内容］付：参考文献 

［主题词］表現の自由 

［知识责任］奥平康弘 著 

 



 

［正题名］わが体験的教育論 

［第一责任人］中野孝次著 

［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-303 

［主题词］教育 

［知识责任］中野孝次 著 

 

 

［正题名］「文明論之概略」を読む 

［第一责任人］丸山真男著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1986.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 327 

［主题词］西洋文明 

［主题词］日本と西洋 

［知识责任］丸山真男 著 

 

 

［正题名］「文明論之概略」を読む 

［第一责任人］丸山真男著 

［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 黄版 326 

［主题词］西洋文明 

［主题词］日本と西洋 

［知识责任］丸山真男 著 

 

 

［正题名］戦後の日本経済 

［第一责任人］橋本寿朗著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1995.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 398 

［知识责任］橋本寿朗 

 

 

［正题名］値段の明治·大正·昭和風俗史 

［第一责任人］週刊朝日編 



［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1987.3 

［丛编题名］朝日文庫 

［丛编题名］アサヒ ブンコ 

［主题词］物価/歴史 

 

 

［正题名］日本の刑事裁判 

［第一责任人］青木英五郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 83 

［主题词］刑事裁判 

［知识责任］青木英五郎 著 

 

 

［正题名］木戸孝允 

［第一责任人］大江志乃夫著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1968.9 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 169 維新前夜の群像 4 

［知识责任］大江志乃夫 著 

 

 

［正题名］世界経済をどう見るか 

［第一责任人］宮崎義一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1986.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-344 

［主题词］経済/歴史 

［主题词］国際経済 

［知识责任］宮崎義一 著 

 

 

［正题名］国会という所 

［第一责任人］中山千夏著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1986.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-337 

［主题词］国会 



［知识责任］中山千夏 著 

 

 

［正题名］自由民権 

［第一责任人］色川大吉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1981.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版-152 

［附注内容］参考文献一覧：p237～244 

［主题词］自由民権運動 

［知识责任］色川大吉 著 

 

 

［正题名］宣教師ニコライと明治日本 

［第一责任人］中村健之介著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1996.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 458 

［附注内容］ニコライの肖像あり 

［附注内容］参考文献: p245-249 

［知识责任］中村健之介 著 

 

 

［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］1986.1 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 791 

［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］女たちがつくるアジア 

［第一责任人］松井やより著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1996.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 462 

［附注内容］参考図書: 巻末 p3-4 



［主题词］婦人問題 

［主题词］アジア 

［知识责任］松井やより 著 

 

 

［正题名］幕末維新の民衆世界 

［第一责任人］佐藤誠朗著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1994.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 333 

［附注内容］巻末: 関係年表 (4p) 

［知识责任］佐藤誠朗 著 

 

 

［正题名］環バルト海 

［第一责任人］百瀬宏，志摩園子，大島美穂著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1995.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 408 

［附注内容］参考文献について: p227-228 

［主题词］ヨーロッパ/対外関係 

［主题词］国際協力 

［主题词］バルト海 

［知识责任］百瀬宏 著 

［知识责任］志摩園子 著 

［知识责任］大島美穂 著 

 

 

［正题名］陰謀·暗殺·軍刀 

［第一责任人］森島守人著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1950.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-38 一外交官の囘想 [正] 

［知识责任］森島守人 著 

 

 

［正题名］値段の明治·大正·昭和風俗史 

［第一责任人］週刊朝日編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1987.3 

［丛编题名］朝日文庫 



［丛编题名］アサヒ ブンコ 

［主题词］物価/歴史 

 

 

［正题名］翻訳語成立事情 

［第一责任人］柳父章著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 189 

［主题词］翻訳 

［主题词］新語 

［知识责任］柳父章 著 

 

 

［正题名］田添鉄二 

［第一责任人］岡本宏著 

［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 青-778 

［知识责任］岡本宏 著 

 

 

［正题名］中央アジア歴史群像 

［第一责任人］加藤九祚著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1995.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 419 

［附注内容］文献: 巻末 p1-3 

［主题词］中央アジア/歴史 

［主题词］伝記/中央アジア 

［知识责任］加藤九祚 著 

 

 

［正题名］京都 

［第一责任人］林屋辰三郎著 

［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 青版 451 

［附注内容］京都の主な文献案内: p255-257 

［主题词］京都市/地誌 



［知识责任］林屋辰三郎 著 

 

 

［正题名］統合と分裂のヨーロッパ 

［第一责任人］梶田孝道著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1993.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 310 

［附注内容］主要参考文献: 巻末 p1-5 

［主题词］ヨーロッパ/政治 

［主题词］ヨーロッパ/社会 

［主题词］欧州統合 

［知识责任］梶田孝道 著 

 

 

［正题名］毛沢東 

［第一责任人］竹内実著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1989.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 86 

［附注内容］付：毛沢東略年表：後付 p1-6 

［知识责任］竹内実 著 

 

 

［正题名］東南アジアを知る 

［第一责任人］鶴見良行著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1995.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 417 

［主题词］東南アジア 

［主题词］東南アジア研究 

［知识责任］鶴見良行 著 

 

 

［正题名］非国民!? 

［第一责任人］鎌田慧著 

［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 7 

［附注内容］「この国の奥深く」(日本評論社 1986 年刊)の加筆改題 



［主题词］裁判 

［主题词］訴訟 

［主题词］国家と個人 

［主题词］訴訟 

［知识责任］鎌田慧 著 

 

 

［正题名］ハイデガーの思想 

［第一责任人］木田元著 

［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 268 

［附注内容］ハイデガー略年譜: p233-234 

［知识责任］木田元 著 

 

 

［正题名］ボワソナアド 

［第一责任人］大久保泰甫著 

［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-33 

［附注内容］参考資料·文献: p 201-205 

［主题词］法制史/日本/明治時代 

［知识责任］大久保泰甫 著 

 

 

［正题名］コーラン 

［第一责任人］井筒俊彦訳 

［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 青-33-813-1 

［知识责任］井筒俊彦 訳 

 

 

［正题名］妾の半生涯 

［第一责任人］福田英子著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.4 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 5889 

［知识责任］福田英子 著 



 

 

［正题名］中国名詩選 

［第一责任人］松枝茂夫編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1986.10 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤(32)-033-3 

［知识责任］松枝茂夫 編 

 

 

［正题名］政界財界五十年 

［第一责任人］中嶋久萬吉著 

［出版者］大日本雄辯會講談社 

［出版日期］1951.4 

［知识责任］中嶋久萬吉 著 

 

 

［正题名］普選運動秘史 

［第一责任人］小泉又次郎著 

［出版者］平野書房 

［出版日期］1928.1 

［知识责任］小泉又次郎 著 

 

 

［正题名］鼎軒田口卯吉全集 

［第一责任人］田口卯吉［著］ 

［译者］鼎軒田口卯吉全集刊行会編輯 

［出版者］大島秀雄 

［出版日期］1928.12 

［知识责任］田口卯吉 著 

 

 

［正题名］鼎軒田口卯吉全集 

［第一责任人］田口卯吉［著］ 

［译者］鼎軒田口卯吉全集刊行会編輯 

［出版者］大島秀雄 

［出版日期］1928.11 

［知识责任］田口卯吉 著 

 

 

［正题名］鼎軒田口卯吉全集 

［第一责任人］田口卯吉［著］ 

［译者］鼎軒田口卯吉全集刊行会編輯 



［出版者］大島秀雄 

［出版日期］1928.6 

［知识责任］田口卯吉 著 

 

 

［正题名］現代日本女性史 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1962.5 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 342 

［附注内容］八·一五以後の女性史 

［主题词］婦人/歴史 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］東久邇日記 

［第一责任人］東久迩稔彦著 

［出版者］徳間書店 

［出版日期］1968.3 

［附注内容］巻末: 東久邇稔彦年譜 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］東久迩稔彦 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 7 

［知识责任］井上清 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］1967.10 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 589 

［附注内容］全一册决定版 

［主题词］婦人 

［知识责任］井上清 著 



 

 

［正题名］東大闘争 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1969.5 

［主题词］学生運動 

［主题词］東京大学 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］大阪府警はあきまへん 

［第一责任人］山本健治著 

［出版者］第三書館 

［出版日期］1990.7 

［主题词］警察/大阪府 

［知识责任］山本健治 著 

 

 

［正题名］菜の花の沖 

［第一责任人］司馬遼太郎著 

［出版者］文芸春秋 

［出版日期］1982.6 

［知识责任］司馬遼太郎 著 

 

 

［正题名］菜の花の沖 

［第一责任人］司馬遼太郎著 

［出版者］文芸春秋 

［出版日期］1982.7 

［知识责任］司馬遼太郎 著 

 

 

［正题名］菜の花の沖 

［第一责任人］司馬遼太郎著 

［出版者］文芸春秋 

［出版日期］1982.8 

［知识责任］司馬遼太郎 著 

 

 

［正题名］菜の花の沖 

［第一责任人］司馬遼太郎著 

［出版者］文芸春秋 

［出版日期］1982.9 



［知识责任］司馬遼太郎 著 

 

 

［正题名］菜の花の沖 

［第一责任人］司馬遼太郎著 

［出版者］文芸春秋 

［出版日期］1982.10 

［知识责任］司馬遼太郎 著 

 

 

［正题名］菜の花の沖 

［第一责任人］司馬遼太郎著 

［出版者］文芸春秋 

［出版日期］1982.11 

［知识责任］司馬遼太郎 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］1986.1 

［附注内容］巻末：参考文献一覧 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］田村貞雄 著 

 

 

［正题名］赤い川 

［第一责任人］大野俊著 

［出版者］第三書館 

［出版日期］1986.8 

［主题词］鉱毒 

［知识责任］大野俊 著 

 

 

［正题名］ウェーバーとイスラーム 

［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］1986.2 

［主题词］イスラム教 

［主题词］アラブ諸国 

［知识责任］ターナー 著 

［知识责任］Turner 著 

［次知识责任］樋口辰雄 訳 



 

 

［正题名］学校観の史的考察 

［第一责任人］嶋田明著 

［出版者］嶋田明 

［出版日期］1989.11 

［附注内容］製作：丸善出版サービスセンター(東京) 

［主题词］日本/教育/歴史/明治以後 

［知识责任］嶋田明 著 

 

 

［正题名］裸で狼の群のなかに 

［第一责任人］ブルーノー·アーピッツ著 

［译者］井上正蔵訳 

［出版者］至誠堂 

［出版日期］1961.12 

［知识责任］アーピッツ 著 

［知识责任］Apitz 著 

［次知识责任］井上正蔵 訳 

 

 

［正题名］裸で狼の群のなかに 

［第一责任人］ブルーノー·アーピッツ著 

［译者］井上正蔵訳 

［出版者］至誠堂 

［出版日期］1962.1 

［知识责任］アーピッツ 著 

［知识责任］Apitz 著 

［次知识责任］井上正蔵 訳 

 

 

［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］1984.5 

［知识责任］司馬遼太郎 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］湘桂公路 

［第一责任人］阪本楠彦著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1986.8 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］阪本楠彦 著 

 

 

［正题名］曠野の花 

［第一责任人］石光真清著 

［出版者］竜星閣 

［出版日期］1958.7 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］第 5 刷(1969)は写真増補(p16)あり 

［知识责任］石光真清 著 

 

 

［正题名］城下の人 

［第一责任人］石光真清著 

［出版者］龍星閣 

［出版日期］1958.6 

［附注内容］初刷の図版は 2 枚 

［附注内容］5 刷の図版は 3 枚 

［知识责任］石光真清 著 

 

 

［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］1954.8 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］非人権国家の論理 

［第一责任人］部落解放基本法制定要求国民運動京都府実行委員会編 

［译者］村上 弘光執筆 

［出版者］［部落解放基本法制定要求国民運動京都府実行委員会］ 

［出版日期］［1987］ 

［附注内容］執筆：村上弘光 

［次知识责任］村上弘光 執筆 

 

 

［正题名］デタラメ警察は止まらない 



［第一责任人］鎌田慧著 

［出版者］第三書館 

［出版日期］1989.11 

［主题词］警察/日本 

［知识责任］鎌田慧 著 

 

 

［正题名］新古今和歌集 

［第一责任人］佐佐木信綱校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1929.7 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 526-528 

［知识责任］佐佐木信綱 校訂 

 

 

［正题名］近代經濟學批判 

［第一责任人］戸田武雄著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1952.11 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 74 

［知识责任］戸田武雄 著 

 

 

［正题名］ソ同盟共産党(ボ)小史 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会所属特別委員会編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［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 208a 

 

 

［正题名］ソ同盟共産党(ボ)小史 

［第一责任人］ソ同盟共産党中央委員会所属特別委員会編 

［译者］マルクス=レーニン主義研究所訳 

［出版者］国民文庫社 

［出版日期］1953.9 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 208b 

 

 

［正题名］講座現代反体制運動史 



［第一责任人］小山弘健著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1960.8 

［主题词］社会運動/日本/歴史 

［知识责任］小山弘健 著 

 

 

［正题名］現代日本の歴史 

［第一责任人］井上清，小此木真三郎，鈴木正四著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1952.12 

［主题词］日本/歴史/20 世紀 

［知识责任］井上清 著 

［知识责任］小此木真三郎 著 

［知识责任］鈴木正四 著 

 

 

［正题名］通貨問題としての金解禁 

［第一责任人］深井英五著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1929.10 

［知识责任］深井英五 著 

 

 

［正题名］日本中小工業研究 

［第一责任人］小宮山琢二［著］ 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1941.7 

［主题词］中小企業 

［知识责任］小宮山琢二 著 

 

 

［正题名］日本工業統制論 

［第一责任人］有沢広巳著 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1937.3 

［丛编题名］日本経済研究叢書 

［丛编题名］ニホン ケイザイ ケンキュウ ソウショ 東亜経済調査局編 1 

［主题词］工業政策 

［主题词］日本/工業 

［知识责任］有澤廣巳 著 

 

 

［正题名］「土佐日記」から「奥の細道」まで 



［第一责任人］藤本泉著 

［出版者］講談社出版サービスセンター 

［出版日期］1989.1 

［知识责任］藤本泉 著 

 

 

［正题名］現代日本の歴史 

［第一责任人］井上清，小此木真三郎，鈴木正四著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1953.1 

［主题词］日本/歴史/20 世紀 

［知识责任］井上清 著 

［知识责任］小此木真三郎 著 

［知识责任］鈴木正四 著 

 

 

［正题名］轉換期の農業問題 

［第一责任人］近藤康男著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1939.12 

［主题词］日本/農業 

［知识责任］近藤康男 著 

 

 

［正题名］歴史に何を学ぶか 

［第一责任人］羽仁五郎，井上清著 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1973 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］羽仁五郎 著 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］大正憲政史 

［第一责任人］工藤武重著 

［出版者］岡野奬學會 

［出版者］有斐閣書房(發賣) 

［出版日期］1927.12 

［知识责任］工藤武重 著 

 

 

［正题名］レーニン選集 

［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］1957.5 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

 

 

［正题名］レーニン選集 

［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］1957.6 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

 

 

［正题名］レーニン選集 

［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］1957.7 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

 

 

［正题名］レーニン選集 

［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］1958.6 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

 

 

［正题名］レ·コミュニスト 

［第一责任人］アラゴン［著］ 

［译者］アラゴン刊行委員会訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1953.2 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］アラゴン ［著］ 

［知识责任］Aragon ［著］ 

［次知识责任］アラゴン刊行委員会 訳 

 

 

［正题名］レ·コミュニスト 

［第一责任人］アラゴン［著］ 

［译者］アラゴン刊行委員会訳 

［出版者］三一書房 



［出版日期］1953.4 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］アラゴン ［著］ 

［知识责任］Aragon ［著］ 

［次知识责任］アラゴン刊行委員会 訳 

 

 

［正题名］レ·コミュニスト 

［第一责任人］アラゴン［著］ 

［译者］アラゴン刊行委員会訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1953.6 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］アラゴン ［著］ 

［知识责任］Aragon ［著］ 

［次知识责任］アラゴン刊行委員会 訳 

 

 

［正题名］レ·コミュニスト 

［第一责任人］アラゴン［著］ 

［译者］アラゴン刊行委員会訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1953.10 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］アラゴン ［著］ 

［知识责任］Aragon ［著］ 

［次知识责任］アラゴン刊行委員会 訳 

 

 

［正题名］秦漢帝国史研究 

［第一责任人］好並隆司著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1978.3 

［主题词］中国/歴史/秦時代 

［主题词］中国/歴史/漢時代 

［知识责任］好並隆司 著 

 

 

［正题名］編年差別史資料集成 

［第一责任人］原田伴彦編集代表 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1983.11 

［附注内容］中世編 1:1186 年-1340 年 

［主题词］部落問題/歴史/史料 



［知识责任］原田伴彦 編集代表 

 

 

［正题名］左傳の思想史的研究 

［第一责任人］津田左右吉著 

［出版者］東洋文庫 

［出版日期］1935.9 

［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 第 22 巻 

［附注内容］巻末: イギリス文梗概 

［主题词］儒学 

［知识责任］津田左右吉 著 

 

 

［正题名］自叙傅 

［第一责任人］ジヤワハルラール·ネール著 

［译者］竹村和夫，伊與木茂美共譯 

［出版者］國際日本協會 

［出版日期］1943.7 

［知识责任］ネール 著 

［知识责任］Nehru 著 

［次知识责任］竹村和夫 譯 

［次知识责任］伊與木茂美 譯 

 

 

［正题名］自叙傅 

［第一责任人］ジヤワハルラール·ネール著 

［译者］竹村和夫，伊與木茂美共譯 

［出版者］國際日本協會 

［出版日期］1943.7 

［知识责任］ネール 著 

［知识责任］Nehru 著 

［次知识责任］竹村和夫 譯 

［次知识责任］伊與木茂美 譯 

 

 

［正题名］時事憲法問題批判 

［第一责任人］美濃部達吉著 

［出版者］法制時報社 

［出版日期］1921.8 

［知识责任］美濃部達吉 著 

 

 

［正题名］渡邊崋山 



［第一责任人］太田鐥太郎著 

［出版者］崋山叢書出版会 

［出版日期］1939.9 

［知识责任］太田鐥太郎 著 

 

 

［正题名］政戰六十年 

［第一责任人］尾崎幸雄著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1938.3 

［附注内容］標題紙·背表紙の著者名：尾崎咢堂 

［知识责任］尾崎行雄 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］1972.11 

［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］講座現代反体制運動史 

［第一责任人］小山弘健著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1960.5 

［主题词］社会運動/日本/歴史 

［知识责任］小山弘健 著 

 

 

［正题名］講座現代反体制運動史 

［第一责任人］小山弘健著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1960.6 

［主题词］社会運動/日本/歴史 

［知识责任］小山弘健 著 

 

 

［正题名］経済白書 

［第一责任人］経済企画厅編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1970.8 

［附注内容］子書誌あり 



［附注内容］総論編，付参考資料 

［主题词］日本/経済 

 

 

［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］1992.6 

［附注内容］監修：矢野一郎 

 

 

［正题名］篁物語 

［第一责任人］遠藤嘉基校注 

［第一责任人］遠藤嘉基校注 

［第一责任人］松尾聰校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.5 

［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 77 

［附注内容］監修：高木市之助ほか 

［知识责任］遠藤嘉基 校注 

［知识责任］松尾聰 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］1965.10 

［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 76 

［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］日本古典文學大系索引 

［第一责任人］岩波書店編集部編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.11 

［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(1-66 巻): 第 1 刷昭和 38 年 11 月刊および 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］その他の書名は索引の背·奥付による 



 

 

［正题名］文明の生態史観 

［第一责任人］梅棹忠夫著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1967.1 

［丛编题名］中公叢書 

［丛编题名］チュウコウ ソウショ 

［主题词］文化 

［主题词］東洋 

［知识责任］梅棹忠夫 著 

 

 

［正题名］世界現代史の究明 

［第一责任人］鈴木正四著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1970.5 

［主题词］世界史 ーー 

［知识责任］鈴木正四 著 

 

 

［正题名］日本近代化の世界史的位置 

［第一责任人］芝原拓自著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1981.8 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［主题词］近代化 

［主题词］帝国主義 

［主题词］アジア東部/歴史 

［知识责任］芝原拓自 著 

 

 

［正题名］世界資本主義の形成 

［第一责任人］河野健二，飯沼二郎共編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1967.2 

［附注内容］巻末：文献：p10-20 

［主题词］資本主義 

［知识责任］飯沼二郎 編 

［知识责任］河野健二 編 

 

 

［正题名］歴史主義の貧困 

［第一责任人］カール·R·ポパー著 



［译者］久野収，市井三郎訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1961.5 

［主题词］歴史哲学 

［主题词］社会科学/方法論 

［知识责任］ポパー 著 

［知识责任］Popper 著 

［次知识责任］久野収 訳 

［次知识责任］市井三郎 訳 

 

 

［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］日本評論社 

［出版日期］［19 ?］ 

［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］経済白書 

［第一责任人］経済企画厅編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1969.8 

［附注内容］子書誌あり 

［附注内容］総論編，付参考資料 

［主题词］日本/経済 

 

 

［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］1975.12 

［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］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］1971.5 

［附注内容］慶応義塾創立百年記念出版 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］慶應義塾 編纂 



 

 

［正题名］狹衣物語 

［第一责任人］三谷栄一，関根慶子校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.8 

［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 79 

［附注内容］監修：高木市之助ほか 

［知识责任］三谷栄一 校注 

［知识责任］関根慶子 校注 

 

 

［正题名］民衆宗教の思想 

［第一责任人］村上重良，安丸良夫校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.9 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 67 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］神道 

［主题词］宗教社会学 

［知识责任］村上重良 校注 

［知识责任］安丸良夫 校注 

 

 

［正题名］西洋見聞集 

［第一责任人］沼田次郎，松沢弘陽校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974.12 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 66 

［附注内容］参考文献: p681-684 

［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］沼田次郎 校注 

［知识责任］松沢弘陽 校注 

 

 

［正题名］狂言全集 

［第一责任人］國民文庫刊行會編輯 

［出版者］國民文庫刊行會 



［出版日期］1910.1 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

 

 

［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］1971.12 

［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 

［知识责任］福沢諭吉 著 

 

 

［正题名］クルウゼンシュテルン日本紀行 

［第一责任人］羽仁五郎譯註 

［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］羽仁五郎 譯註 

 

 

［正题名］クルウゼンシュテルン日本紀行 

［第一责任人］羽仁五郎譯註 

［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］羽仁五郎 譯註 

 

 

［正题名］ケンプェル江戸参府紀行 

［第一责任人］呉秀三譯註 

［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］呉秀三 譯註 

 

 

［正题名］ケンプェル江戸参府紀行 

［第一责任人］呉秀三譯註 



［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］呉秀三 譯註 

 

 

［正题名］明治開化期文學集 

［第一责任人］山本三生編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1931.1 

［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 1 篇 

［知识责任］山本三生 編纂 

 

 

［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］1971.4 

［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］現代革命論争 

［第一责任人］池山重朗著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1961.7 

［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 

［主题词］共産主義 

［知识责任］池山重朗 著 

 

 

［正题名］戦後平和運動史 

［第一责任人］熊倉啓安著 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1959.6 

［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 

［附注内容］戦後平和運動史略年表：p199～206 

［知识责任］熊倉啓安 著 

 



 

［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］1974.5 

［附注内容］監修：矢野一郎 

 

 

［正题名］回想十年 

［第一责任人］吉田茂著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1957.7 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］吉田茂 著 

 

 

［正题名］回想十年 

［第一责任人］吉田茂著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1957.9 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］吉田茂 著 

 

 

［正题名］回想十年 

［第一责任人］吉田茂著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1957.10 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］吉田茂 著 

 

 

［正题名］回想十年 

［第一责任人］吉田茂著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1958.3 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］吉田茂 著 

 

 

［正题名］世界と日本 

［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1973.8 



［丛编题名］日本の歴史 

［丛编题名］ニホン ノ レキシ 第 12 巻 

［附注内容］折込み図 1 枚 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］岡田章雄 編 

［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］明治の日本 

［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1973.7 

［丛编题名］日本の歴史 

［丛编题名］ニホン ノ レキシ 第 11 巻 

［附注内容］折込み図 1 枚 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］岡田章雄 編 

［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］明治維新 

［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1973.6 

［丛编题名］日本の歴史 

［丛编题名］ニホン ノ レキシ 第 10 巻 

［附注内容］折込み図 1 枚 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］岡田章雄 編 

［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］ゆらぐ封建制 

［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1973.5 

［丛编题名］日本の歴史 

［丛编题名］ニホン ノ レキシ 第 9 巻 

［附注内容］折込み図 1 枚 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］岡田章雄 編 



［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］士·農·工·商 

［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1973.3 

［丛编题名］日本の歴史 

［丛编题名］ニホン ノ レキシ 第 8 巻 

［附注内容］折込み図 1 枚 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］岡田章雄 編 

［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］天下統一 

［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1973.1 

［丛编题名］日本の歴史 

［丛编题名］ニホン ノ レキシ 第 7 巻 

［附注内容］折込み図 1 枚 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］岡田章雄 編 

［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］北朝と南朝 

［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1972.9 

［丛编题名］日本の歴史 

［丛编题名］ニホン ノ レキシ 第 5 巻 

［附注内容］折込み図 1 枚 

［附注内容］年表: p277-282 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］岡田章雄 編 

［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 



［正题名］鎌倉武士 

［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1972.8 

［丛编题名］日本の歴史 

［丛编题名］ニホン ノ レキシ 第 4 巻 

［附注内容］折込み図 1 枚 

［附注内容］年表: p.279-285 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］岡田章雄 編 

［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］平安貴族 

［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1972.7 

［丛编题名］日本の歴史 

［丛编题名］ニホン ノ レキシ 第 3 巻 

［附注内容］折込み図 1 枚 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］岡田章雄 編 

［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］飛鳥と奈良 

［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1972.6 

［丛编题名］日本の歴史 

［丛编题名］ニホン ノ レキシ 第 2 巻 

［附注内容］折込み図 1 枚 

［附注内容］年表：p.275-282 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］岡田章雄 編 

［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］日本のはじまり 

［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 



［出版日期］1972.5 

［丛编题名］日本の歴史 

［丛编题名］ニホン ノ レキシ 第 1 巻 

［附注内容］折込み図 1 枚 

［附注内容］年表：p.276-284 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］岡田章雄 編 

［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］日本の黒い星 

［第一责任人］A·アクセルバンク著 

［译者］和田俊訳 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1972.9 

［主题词］軍国主義 

［主题词］日本/国防 

［知识责任］アクセルバンク 著 

［知识责任］Axelbank 著 

［次知识责任］和田俊 訳 

 

 

［正题名］公安条例制定秘史 

［第一责任人］尾崎治著 

［出版者］柘植書房 

［出版日期］1978.6 

［附注内容］参考文献：p290-292 

［主题词］公安条例 

［知识责任］尾崎治 著 

 

 

［正题名］日本共産党史 

［第一责任人］日本出版センター編 

［出版者］日本出版センター 

［出版日期］1970.6 

［附注内容］内容：六全協の秘密(亀山幸三) 志田重男失踪事件(山辺健太郎，春日庄次郎) 

全学連六·一事件(島成郎) 東京都委員会事件(増田格之助，野田弥三郎) 港地区党の叛乱

(山崎衛) 言論出版問題(竹村一) 第八回大会前の党分裂(春日庄次郎) 中共派粛清とその

背景(大塚有章) 附録 ソ連派粛清に関する資料(志賀義雄等) 戦後日本共産党史年表 

［主题词］日本共産党 

 

 

［正题名］誰も書かなかった中国 



［第一责任人］包若望著 

［译者］木庭謙二訳 

［出版者］サンケイ新聞社出版局 

［出版日期］1974.8 

［丛编题名］サンケイドラマブックス 

［丛编题名］サンケイ ドラマ ブックス 43 

［附注内容］原題『Prisoner of Mao』by Bao Ruo-Wang(Jean Pasqualini)and Rudolph 

Chelminski 

［主题词］強制収容所 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/社会 

［知识责任］包若望 著 

［知识责任］Bao 著 

［次知识责任］木庭謙二 訳 

 

 

［正题名］戦後民主主義への告発 

［第一责任人］竹内静子著 

［出版者］亜紀書房 

［出版日期］1969.12 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［主题词］政治運動 

［知识责任］竹内静子 著 

 

 

［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］1954.8 

［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］文部統計要覧 

［第一责任人］文部省大臣官房調査統計課［編］ 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1980.7 

［主题词］日本/教育/統計 

 

 

［正题名］遠山茂樹著作集 

［第一责任人］遠山茂樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.11 

［附注内容］解説: 原口清(p351-359) 



［主题词］日本/歴史/近代 

［主题词］明治維新 

［知识责任］遠山茂樹 著 

 

 

［正题名］遠山茂樹著作集 

［第一责任人］遠山茂樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.5 

［附注内容］解説: 田中彰(p377-386) 

［主题词］日本/歴史/近代 

［知识责任］遠山茂樹 著 

 

 

［正题名］遠山茂樹著作集 

［第一责任人］遠山茂樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.12 

［附注内容］解説：江村栄一(p327-338) 

［主题词］日本/歴史/近代 

［知识责任］遠山茂樹 著 

 

 

［正题名］遠山茂樹著作集 

［第一责任人］遠山茂樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.7 

［主题词］日本/歴史/近代 

［知识责任］遠山茂樹 著 

 

 

［正题名］遠山茂樹著作集 

［第一责任人］遠山茂樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.6 

［附注内容］解説：植手通有(p383-394) 

［主题词］日本/歴史/近代 

［知识责任］遠山茂樹 著 

 

 

［正题名］遠山茂樹著作集 

［第一责任人］遠山茂樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.4 



［附注内容］解説: 今井清一(p399-409) 

［主题词］日本/歴史/近代 

［知识责任］遠山茂樹 著 

 

 

［正题名］遠山茂樹著作集 

［第一责任人］遠山茂樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.3 

［附注内容］解説: 大江志乃夫(p397-406) 

［主题词］日本/歴史/近代 

［主题词］歴史教育 

［知识责任］遠山茂樹 著 

 

 

［正题名］実録中国「文革」礼賛者たちの節操 

［第一责任人］宮森繁著 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1986.4 

［附注内容］参考文献：p261 

［主题词］中国文化大革命 

［知识责任］宮森繁 著 

 

 

［正题名］原敬をめぐる人びと 

［第一责任人］原奎一郎，山本四郎編 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1981.10 

［丛编题名］NHK ブックス 

［丛编题名］NHK ブックス 401 

［附注内容］原敬の肖像あり 

［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］原奎一郎 編 

［知识责任］山本四郎 編 

 

 

［正题名］原敬をめぐる人びと 

［第一责任人］原奎一郎，山本四郎編 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1982.8 

［丛编题名］NHK ブックス 

［丛编题名］NHK ブックス 419 

［附注内容］原敬の肖像あり 



［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］原奎一郎 編 

［知识责任］山本四郎 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］1981.5 

［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］1976.5 

［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］1978.5 

［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］1971.5 

［附注内容］監修：矢野一郎 

 

 

［正题名］日本歴史學講座 

［第一责任人］東大歴史学研究会編 

［出版者］学生書房 

［出版日期］1948.9 

［正题名］太政官制と内閣制 

［第一责任人］鈴木安藏著 

［出版者］昭和刊行會 

［出版日期］1944.5 

［主题词］日本/政治/歴史 

［主题词］内閣/日本/歴史 



［知识责任］鈴木安蔵 著 

 

 

［正题名］日本政党政治の史的分析 

［第一责任人］前島省三著 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1954.2 

［丛编题名］新文化叢書 

［丛编题名］シンブンカ ソウショ 

［附注内容］巻末：年表 

［主题词］日本/政治/歴史/現代 

［知识责任］前島省三 著 

 

 

［正题名］近代日本の政治指導 

［第一责任人］篠原一，三谷太一郎編 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1965.2 

［附注内容］東京大学出版会昭和 40 年刊の複製 

［知识责任］篠原一 編 

［知识责任］三谷太一郎 編 

 

 

［正题名］日本近代化と宗教倫理 

［第一责任人］R·N·ベラー著 

［译者］堀一郎，池田昭訳 

［出版者］未來社 

［出版日期］1962.3 

［附注内容］著者肖像あり 

［主题词］日本/宗教/歴史 

［知识责任］ベラー 著 

［知识责任］Bellah 著 

［次知识责任］池田昭 訳 

［次知识责任］堀一郎 訳 

 

 

［正题名］大韓航空機事件の研究 

［第一责任人］大韓航空機事件の真相を究明する会，武本昌三編著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1988.1 

［附注内容］大韓航空機事件関係資料·著書·論文等：p500-504 

［主题词］航空事故 

［知识责任］武本昌三 編著 

 



 

［正题名］アラブとイスラエル 

［第一责任人］北沢正雄著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1973.4 

［主题词］イスラエル·アラブ紛争 

［知识责任］北沢正雄 著 

 

 

［正题名］ロシア革命論 

［第一责任人］菊地昌典編 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1977.11 

［主题词］ロシア革命 

［知识责任］菊地昌典 編 

 

 

［正题名］フランス現代史 

［第一责任人］河野健二著 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］1977.2 

［丛编题名］世界現代史 

［丛编题名］セカイ ゲンダイシ 19 

［附注内容］付: 参考文献·年表 

［知识责任］河野健二 著 

 

 

［正题名］原敬日記 

［第一责任人］原奎一郎編 

［出版者］乾元社 

［出版日期］1951.3 

［知识责任］原敬 著 

［知识责任］原奎一郎 編 

 

 

［正题名］原敬日記 

［第一责任人］原奎一郎編 

［出版者］乾元社 

［出版日期］1951.6 

［知识责任］原敬 著 

［知识责任］原奎一郎 編 

 

 

［正题名］原敬日記 



［第一责任人］原奎一郎編 

［出版者］乾元社 

［出版日期］1950.8 

［知识责任］原敬 著 

［知识责任］原奎一郎 編 

 

 

［正题名］原敬日記 

［第一责任人］原奎一郎編 

［出版者］乾元社 

［出版日期］1950.6 

［知识责任］原敬 著 

［知识责任］原奎一郎 編 

 

 

［正题名］現代憲政評論 

［第一责任人］美濃部達吉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1930.2 

［主题词］政治学 

［知识责任］美濃部達吉 著 

 

 

［正题名］原敬日記 

［第一责任人］原奎一郎編 

［出版者］乾元社 

［出版日期］1951.2 

［知识责任］原敬 著 

［知识责任］原奎一郎 編 

 

 

［正题名］原敬日記 

［第一责任人］原奎一郎編 

［出版者］乾元社 

［出版日期］1951.4 

［知识责任］原敬 著 

［知识责任］原奎一郎 編 

 

 

［正题名］原敬日記 

［第一责任人］原奎一郎編 

［出版者］乾元社 

［出版日期］1950.10 

［知识责任］原敬 著 



［知识责任］原奎一郎 編 

 

 

［正题名］原敬日記 

［第一责任人］原奎一郎編 

［出版者］乾元社 

［出版日期］1951.1 

［知识责任］原敬 著 

［知识责任］原奎一郎 編 

 

 

［正题名］原敬日記 

［第一责任人］原奎一郎編 

［出版者］乾元社 

［出版日期］1950.11 

［知识责任］原敬 著 

［知识责任］原奎一郎 編 

 

 

［正题名］原敬日記 

［第一责任人］原奎一郎編 

［出版者］乾元社 

［出版日期］1951.5 

［知识责任］原敬 著 

［知识责任］原奎一郎 編 

 

 

［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］1953.11 

［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］1954.1 

［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］1954.3 

［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］1954.5 

［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］1954.7 

［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］1954.9 

［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］1954.11 

［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］1955.1 

［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］1955.3 

［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］1955.5 

［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］1955.7 

［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］1955.9 

［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］1955.11 

［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］1956.1 

［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］1956.3 

［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］1956.5 

［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］1956.7 

［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］1956.9 

［正题名］大東合邦論 

［第一责任人］森本藤吉著 

［奈良県］ 

［出版者］森本藤吉 

［出版日期］1893.8 

［附注内容］和装 

［附注内容］遡及 

［知识责任］樽井藤吉 著 

 

 

［正题名］覆刻大東合邦論 

［第一责任人］森本藤吉著 

［出版者］長陵書林 

［出版日期］1910.6 

［知识责任］樽井藤吉 著 



 

 

［正题名］歴史としての現代 

［第一责任人］P·M·スウィージー著 

［译者］都留重人監訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.11 

［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］資本主義 

［主题词］社会主義 

［知识责任］スウィージー 著 

［知识责任］Sweezy 著 

［次知识责任］都留重人 監訳 

 

 

［正题名］ロストウ理論と日本経済の近代化 

［第一责任人］日本文化フォーラム編 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1962.4 

［正题名］社会問題及び社会運動 

［第一责任人］吉野作造著 

［出版者］新紀元社 

［出版日期］1948.11 

［丛编题名］吉野作造博士民主主義論集 

［丛编题名］ヨシノ サクゾウ ハクシ ミンシュ シュギ ロンシュウ 吉野作造著 5 

［主题词］社会運動 

［知识责任］吉野作造 著 

 

 

［正题名］福澤諭吉選集 

［第一责任人］福澤諭吉著作編纂會編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.11 

［正题名］福澤諭吉選集 

［第一责任人］福澤諭吉著作編纂會編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.1 

［正题名］福澤諭吉選集 

［第一责任人］福澤諭吉著作編纂會編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.7 

［正题名］福澤諭吉選集 

［第一责任人］福澤諭吉著作編纂會編 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.7 

［正题名］人物日本の歴史 

［第一责任人］和歌森太郎…［等］著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1974.11 

［附注内容］书末附年表 

［知识责任］和歌森太郎 著 

［知识责任］松本清張 著 

［知识责任］直木孝次郎 著 

［知识责任］井上靖 著 

［知识责任］上田正昭 著 

［知识责任］黛弘道 著 

［知识责任］梅原猛 著 

 

 

［正题名］人物日本の歴史 

［第一责任人］上田正昭…［等］著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1975.9 

［附注内容］书末附年表 

［知识责任］上田正昭 著 

［知识责任］川崎庸之 著 

［知识责任］山本健吉 著 

［知识责任］陳舜臣 著 

［知识责任］崖俊男 著 

［知识责任］邦光史郎 著 

［知识责任］梅原猛 著 

 

 

［正题名］人物日本の歴史 

［第一责任人］川崎庸之…［等］著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1976.1 

［附注内容］书末附年表 

［知识责任］川崎庸之 著 

［知识责任］角田文衛 著 

［知识责任］田村圓澄 著 

［知识责任］和歌森太郎 著 

［知识责任］池田彌三郎 著 

［知识责任］中村真一郎 著 

［知识责任］円地文子 著 

 

 



［正题名］人物日本の歴史 

［第一责任人］高橋富雄…［等］著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1975.12 

［附注内容］书末附年表 

［知识责任］高橋富雄 著 

［知识责任］山崎謙 著 

［知识责任］高野澄 著 

［知识责任］山田宗睦 著 

［知识责任］今東光 著 

［知识责任］檀一雄 著 

 

 

［正题名］人物日本の歴史 

［第一责任人］和歌森太郎…［等］著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1975.3 

［附注内容］书末附年表 

［知识责任］和歌森太郎 著 

［知识责任］角田文衛 著 

［知识责任］上横手雅敬 著 

［知识责任］村上元三 著 

［知识责任］杉本苑子 著 

［知识责任］安田元久 著 

 

 

［正题名］人物日本の歴史 

［第一责任人］安田元久…［等］著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1975.7 

［附注内容］书末附年表 

［知识责任］安田元久 著 

［知识责任］海音寺潮五郎 著 

［知识责任］池田彌三郎 著 

［知识责任］塚本邦雄 著 

［知识责任］丹羽文雄 著 

［知识责任］紀野一義 著 

 

 

［正题名］人物日本の歴史 

［第一责任人］豊田武…［等］著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1976.2 

［附注内容］书末附年表 



［知识责任］豊田武 著 

［知识责任］永井路子 著 

［知识责任］大隅和雄 著 

［知识责任］秦恒平 著 

［知识责任］今東光 著 

［知识责任］今枝爱真 著 

［知识责任］瀬户内睛美 著 

 

 

［正题名］人物日本の歴史 

［第一责任人］芳賀幸四郎…［等］著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1975.5 

［附注内容］书末附年表 

［知识责任］芳賀幸四郎 著 

［知识责任］永井路子 著 

［知识责任］馬場ぁき子 著 

［知识责任］杉本苑子 著 

［知识责任］秦恒平 著 

［知识责任］森竜吉 著 

 

 

［正题名］人物日本の歴史 

［第一责任人］桑田忠親…［等］著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1975.1 

［附注内容］书末附年表 

［知识责任］桑田忠親 著 

［知识责任］早乙女貢 著 

［知识责任］江崎誠致 著 

［知识责任］南条範夫 著 

［知识责任］新田次郎 著 

［知识责任］田中千禾夫 著 

 

 

［正题名］人物日本の歴史 

［第一责任人］原田伴彦…［等］著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1976.3 

［附注内容］书末附年表 

［知识责任］原田伴彦 著 

［知识责任］高坂正蕘 著 

［知识责任］岡本良一 著 

［知识责任］榊山润 著 



［知识责任］和歌森太郎 著 

［知识责任］水尾比吕志 著 

［知识责任］山本健吉 著 

 

 

［正题名］人物日本の歴史 

［第一责任人］児玉幸多…［等］著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1975.8 

［附注内容］书末附年表 

［知识责任］児玉幸多 著 

［知识责任］水尾比吕志 著 

［知识责任］舟橋聖一 著 

［知识责任］陳舜臣 著 

［知识责任］辻達也 著 

［知识责任］稲垣史生 著 

 

 

［正题名］人物日本の歴史 

［第一责任人］奈良本辰也…［等］著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1975.11 

［附注内容］书末附年表 

［知识责任］奈良本辰也 著 

［知识责任］野口武彦 著 

［知识责任］丹羽文雄 著 

［知识责任］井本農一 著 

［知识责任］円地文子 著 

［知识责任］吉田光邦 著 

［知识责任］稲垣史生 著 

 

 

［正题名］人物日本の歴史 

［第一责任人］児玉幸多…［等］著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1976.4 

［附注内容］书末附年表 

［知识责任］児玉幸多 著 

［知识责任］五味康祐 著 

［知识责任］楢林忠男 著 

［知识责任］南條範夫 著 

［知识责任］城山三郎 著 

［知识责任］奈良本辰也 著 

［知识责任］村上元三 著 



 

 

［正题名］人物日本の歴史 

［第一责任人］原田伴彦…［等］著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1975.10 

［附注内容］书末附年表 

［知识责任］原田伴彦 著 

［知识责任］中井信彦 著 

［知识责任］野口武彦 著 

［知识责任］城山三郎 著 

［知识责任］南條範夫 著 

［知识责任］邦光史郎 著 

［知识责任］足立郑一 著 

 

 

［正题名］人物日本の歴史 

［第一责任人］杉浦明平…［等］著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1975.6 

［附注内容］书末附年表 

［知识责任］杉浦明平 著 

［知识责任］中村真一郎 著 

［知识责任］芳賀徹 著 

［知识责任］野口武彦 著 

［知识责任］原田伴彦 著 

［知识责任］佐藤昌介 著 

 

 

［正题名］人物日本の歴史 

［第一责任人］杉浦明平…［等］著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1976.6 

［附注内容］书末附年表 

［知识责任］杉浦明平 著 

［知识责任］河竹登志夫 著 

［知识责任］井上ひさし 著 

［知识责任］遠藤周作 著 

［知识责任］芳賀徹 著 

［知识责任］户板康二 著 

［知识责任］相賀徹夫 著 

 

 

［正题名］人物日本の歴史 



［第一责任人］户板康二…［等］著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1975.4 

［附注内容］书末附年表 

［知识责任］户板康二 著 

［知识责任］五味康祐 著 

［知识责任］吉田光邦 著 

［知识责任］伊藤てぃじ 著 

［知识责任］加藤秀俊 著 

［知识责任］三木卓 著 

［知识责任］杉浦明平 著 

 

 

［正题名］人物日本の歴史 

［第一责任人］奈良本辰也…［等］著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1975.2 

［附注内容］书末附年表 

［知识责任］奈良本辰也 著 

［知识责任］井上友一郎 著 

［知识责任］左方郁子 著 

［知识责任］原田伴彦 著 

［知识责任］井上清 著 

［知识责任］松浦玲 著 

 

 

［正题名］人物日本の歴史 

［第一责任人］井上清…［等］著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1976.5 

［附注内容］书末附年表 

［知识责任］井上清 著 

［知识责任］江崎誠致 著 

［知识责任］户川幸夫 著 

［知识责任］大江志乃夫 著 

［知识责任］佐々克明 著 

［知识责任］飛鳥井雅道 著 

 

 

［正题名］御觸書寬保集成 

［第一责任人］高柳真三，石井良助編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.11 

［主题词］御触書 



［知识责任］高柳真三 編 

［知识责任］石井良助 編 

 

 

［正题名］御觸書寶暦集成 

［第一责任人］高柳真三，石井良助編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.3 

［主题词］御触書 

［知识责任］高柳真三 編 

［知识责任］石井良助 編 

 

 

［正题名］御觸書天明集成 

［第一责任人］高柳真三，石井良助編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1936.8 

［主题词］御触書 

［知识责任］高柳真三 編 

［知识责任］石井良助 編 

 

 

［正题名］皇室制度講話 

［第一责任人］酒巻芳男著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.1 

［主题词］皇室/日本 

［知识责任］酒巻芳男 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］1966.7 

［主题词］天皇制 

［知识责任］藤田省三 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］1963.11 

［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］裸足の原始人たち 

［第一责任人］野本三吉著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1974.5 

［主题词］児童福祉 

［知识责任］野本三吉 著 

 

 

［正题名］サバンナの記録 

［第一责任人］梅棹忠夫著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1965.11 

［主题词］民族/タンザニア 

［知识责任］梅棹忠夫, 著 

 

 

［正题名］白樺 

［第一责任人］ミハイール·ブーベンノフ著 

［译者］井上満訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1951.12 

［知识责任］ブーベンノフ 著 

［知识责任］Bubennov 著 

［次知识责任］井上満 訳 

 

 

［正题名］いのちの女たちへ 

［第一责任人］田中美津著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1972.4 

［主题词］婦人問題 

［知识责任］田中美津 著 

 

 

［正题名］ルーツ 

［第一责任人］アレックス·ヘイリー著 

［译者］安岡章太郎，松田銑共訳 

［出版者］社会思想社 

［出版日期］1977.9 

［知识责任］ヘイリー 著 



［知识责任］Haley 著 

［次知识责任］安岡章太郎 訳 

［次知识责任］松田銑 訳 

 

 

［正题名］ルーツ 

［第一责任人］アレックス·ヘイリー著 

［译者］安岡章太郎，松田銑共訳 

［出版者］社会思想社 

［出版日期］1977.10 

［知识责任］ヘイリー 著 

［知识责任］Haley 著 

［次知识责任］安岡章太郎 訳 

［次知识责任］松田銑 訳 

 

 

［正题名］南の風の物語 

［第一责任人］おおえひで著 

［出版者］理論社 

［出版日期］1961.4 

［丛编题名］創作少年文学 

［丛编题名］ソウサク ショウネン ブンガク 

［知识责任］おおえひで 著 

 

 

［正题名］五稜郭血書 

［第一责任人］久保栄著 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1954.4 

［丛编题名］角川文庫 

［丛编题名］カドカワ ブンコ 583 

［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］風景の死滅 

［第一责任人］松田政男著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1971.10 

［主题词］映画 

［知识责任］松田政男 著 

 

 

［正题名］思想としての風俗 



［第一责任人］山本明著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1974.12 

［丛编题名］朝日選書 

［丛编题名］アサヒ センショ 24 

［主题词］日本/文化 

［知识责任］山本明 著 

 

 

［正题名］十年 

［第一责任人］酒井真右著 

［出版者］理論社 

［出版日期］1957.11 

［知识责任］酒井真右 著 

 

 

［正题名］名もなき俺達の詩 

［第一责任人］半谷二郎著 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1974.11 

［主题词］日本思想/歴史/江戸時代 

［知识责任］半谷二郎 著 

 

 

［正题名］電波技術への招待 

［第一责任人］徳丸仁著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1978.3 

［丛编题名］ブルーバックス 

［丛编题名］ブルー バックス B-350 

［主题词］無線工学/歴史 

［主题词］電波 

［知识责任］徳丸仁 著 

 

 

［正题名］PHP の世界 

［第一责任人］俵孝太郎著 

［出版者］日本能率協会 

［出版日期］1970.7 

［知识责任］俵孝太郎 著 

 

 

［正题名］中国語と近代日本 

［第一责任人］安藤彦太郎著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 12 

［主题词］中国語 

［主题词］中国語 

［主题词］日本/対外関係/中国 

［知识责任］安藤彦太郎 著 

 

 

［正题名］男と女変わる力学 

［第一责任人］鹿嶋敬著 

［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 66 

［主题词］家庭 

［主题词］婦人問題 

［知识责任］鹿嶋敬 著 

 

 

［正题名］絵で見るフランス革命 

［第一责任人］多木浩二著 

［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 74 

［附注内容］付：年表：巻末 p1-6 

［主题词］フランス革命 

［主题词］絵画フランス/歴史 

［知识责任］多木浩二 著 

 

 

［正题名］大正期の政治と社会 

［第一责任人］井上清編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1969.3 

［知识责任］井上清 編 

 

 

［正题名］元号制批判 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1989.3 



［主题词］年号 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］私の見たペレストロイカ 

［第一责任人］和田春樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1987.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-391 

［主题词］ソビエト連邦 

［知识责任］和田春樹 著 

 

 

［正题名］婦人·女性·おんな 

［第一责任人］鹿野政直著 

［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 58 

［主题词］婦人/歴史 

［主题词］婦人問題/歴史 

［知识责任］鹿野政直 著 

 

 

［正题名］和菓子の京都 

［第一责任人］川端道喜著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版-119 

［附注内容］参考文献：211p 

［主题词］菓子 

［知识责任］川端道喜 著 

 

 

［正题名］天皇の戦争責任 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1975.8 

［主题词］戦争犯罪 

［主题词］天皇 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］井上清 著 



 

 

［正题名］宇垣一成 

［第一责任人］井上清著 

［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 5 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］日本政治腐敗史 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1948.12 

［知识责任］井上清 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］1954.1 

［附注内容］井上清，深谷進監修 

［主题词］労働運動/日本/歴史 

 

 

［正题名］歪められた古代史 

［第一责任人］井上清，森浩一編 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1973.12 

［附注内容］東アジアの古代文化を考える会と毎日新聞社の共催による“日本古代文化シ

リーズー講演会とシンポジウム"の第 3 回『東アジア近代史から見た日本古代史の歪み』を

まとめたもの 

［附注内容］内容:われらの内なる皇国史観(鈴木武樹) 日本帝国主義と国史学(井上清) 天

皇陵古墳と考古学(森浩一) 古代東アジア史の研究をめぐって(井上秀雄) 教科書の中の古

代史像(吉村徳蔵) シンポジウム「歪められた古代史」 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］井上清 編 

［知识责任］森浩一 編 

 

 

［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］1969.12 

［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］昭和の五十年 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1976.9 

［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 430 新書日本史 8 

［附注内容］年表: p191-198 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］企業買収 

［第一责任人］奥村宏著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 116 

［主题词］企業集中 

［知识责任］奥村宏 著 

 

 

［正题名］ゴルバチョフの時代 

［第一责任人］下斗米伸夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 21 

［主题词］ソビエト連邦/政治·行政 

［主题词］ロシア/政治 

［知识责任］下斗米伸夫 著 

 

 

［正题名］天皇·天皇制の歴史 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1986.4 

［主题词］天皇制 

［知识责任］井上清 著 



 

 

［正题名］世紀末の世界と日本 

［第一责任人］毛沢東思想学院編集 

［出版者］COM 企画室 

［出版日期］1991.1 

［主题词］未来論 

 

 

［正题名］日本帝国主義の形成 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968.12 

［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］参考文献解説: p401-407 

［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 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［主题词］日本/歴史/大正時代 

［主题词］帝国主義 

［知识责任］井上清 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］岩波書店 

［出版日期］2001.11 

［丛编题名］岩波モダンクラシックス 

［丛编题名］イワナミ モダン クラシックス 

［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］西郷隆盛のすべて 

［第一责任人］五代夏夫編 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1985.6 

［附注内容］付：参考文献 西郷隆盛年譜，西郷隆盛·西南戦争関係文献目録：p301～344 

［知识责任］五代夏夫 編 

 

 

［正题名］日本軍は中国で何をしたのか 



［第一责任人］井上清，広島正共同編述 

［出版者］熊本出版文化会館 

［出版日期］1994.8 

［主题词］日本/歴史/近代 

［主题词］日本/対外関係/中国 

［主题词］日中戦争 

［主题词］戦争犯罪 

［主题词］日中戦争 1937-1945/残虐行為 

［知识责任］井上清 編述 

［知识责任］広島正 編述 

 

 

［正题名］水底の歌 

［第一责任人］梅原猛著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1973.11 

［知识责任］梅原猛 著 

 

 

［正题名］占領憲法下の日本 

［第一责任人］谷口雅春著 

［出版者］日本教文社 

［出版日期］1969.5 

［主题词］日本/政治 

［知识责任］谷口雅春 著 

 

 

［正题名］菊と刀 

［第一责任人］ルース·ベネディクト著 

［译者］長谷川松治訳 

［出版者］社会思想社研究会出版部 

［出版日期］1950.5 

［主题词］日本/文化 

［主题词］文化人類学 

［知识责任］ベネディクト 著 

［知识责任］Benedict 著 

［次知识责任］長谷川松治 訳 

 

 

［正题名］沖縄問題を考える 

［第一责任人］中野好夫編 

［出版者］太平出版社 

［出版日期］1968.7 

［丛编题名］太平選書 



［丛编题名］タイヘイ センショ 91 

［附注内容］内容：沖縄はなぜ私たちの問題であらねばならないか(中野好夫) 沖縄「問題」

の二十余年(新崎盛暉) 沖縄分断の法的構造(宮崎繁樹) アメリカの極東戦略と沖縄(高橋

実) 日米安保条約と沖縄(星野安三郎) 基地沖縄の統治構造(宮里政玄) 基地沖縄の経済的

破壊(木村禧八郎) 日米「共同管理」教育政策(森田俊男) 日本歴史の中の沖縄(井上清) 沖

縄県民の意識の中の日本像(霜田正次) 日本人の意識の中の沖縄(新里恵二) 沖縄の文化の

問題への一視点(石田郁夫) 沖縄返還を実現するためにー返してもらうのではない、返させ

る、返さざるをえなくさせるのだ(中野好夫) 資料 沖縄問題にかんする文献案内(新崎盛暉) 

沖縄問題にかんする資料，沖縄問題年表，詳細沖縄戦略地図 

［主题词］琉球問題 

［知识责任］中野好夫 編 

 

 

［正题名］事實と創作 

［第一责任人］桑原武夫著 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1951.10 

［丛编题名］市民文庫 

［丛编题名］シミン ブンコ 81 

［知识责任］桑原武夫 著 

 

 

［正题名］屍の街 

［第一责任人］大田洋子著 

［出版者］冬芽書房 

［出版日期］1950.5 

［知识责任］大田洋子 著 

 

 

［正题名］歳月の碑 

［第一责任人］宮川寅雄著 

［出版者］中央公論美術出版 

［出版日期］1984.4 

［知识责任］宮川寅雄 著 

 

 

［正题名］婦人公論の五十年 

［第一责任人］松田ふみ子編 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1965.10 

［主题词］婦人公論 

［知识责任］松田ふみ子 編 

 

 



［正题名］革命伝説 

［第一责任人］神崎清著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1960.7 

［主题词］大逆事件 

［知识责任］神崎清 著 

 

 

［正题名］革命伝説 

［第一责任人］神崎清著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1960.3 

［主题词］大逆事件 

［知识责任］神崎清 著 

 

 

［正题名］日本マルクス主義運動の黎明 

［第一责任人］渡辺春男著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1957.10 

［附注内容］付録(191-253p)：極東民族大会の思い出(渡辺春男)，シベリア国境挿話(田口

運蔵)，大正社会主義年表(社会経済労働研究所)，参考文献 

［主题词］マルクス主義 

［主题词］共産主義 

［知识责任］渡辺春男 著 

 

 

［正题名］大正憲政史 

［第一责任人］工藤武重著 

［出版者］岡野奬學會 

［出版者］有斐閣書房(發賣) 

［出版日期］1930.8 

［知识责任］工藤武重 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］付: 別冊［102p］「想片」田沢義鋪著 

 

 

［正题名］社会主義の詩 

［第一责任人］堺利彦編 



［出版者］土佐文化資料調査研究会 

［出版日期］1968.1 

［附注内容］出版事項の記述は箱による 

［附注内容］由分社(明治 39 年刊)の複製 

［附注内容］付(12p ; 15cm):「社会主義の詩」解題 / 高橋正 

［附注内容］箱入(17cm) 

［主题词］日本詩/詩集 

［知识责任］堺利彦 編 

 

 

［正题名］劇画民衆史 

［第一责任人］大谷薫作画 

［译者］井上清解説 

［出版者］而立書房 

［出版日期］1981.6 

［知识责任］大谷薫 作画 

［次知识责任］井上清 解説 

 

 

［正题名］抵抗権 

［第一责任人］憲法研究所編 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1965.10 

［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 4 

［主题词］抵抗権 

 

 

［正题名］変革の思想とはなにか 

［第一责任人］読売新聞社編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1970.8 

［附注内容］昭和 45 年 1 月から 5 月末まで『読売新聞』に連載されたもの 

 

 

［正题名］日本農民運動史 

［第一责任人］青木恵一郎著 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1958.12 

［附注内容］出版者の名称: 日本評論新社から日本評論社へ変更 

［知识责任］青木恵一郎 著 

 

 

［正题名］日本農民運動史 



［第一责任人］青木恵一郎著 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1959.10 

［附注内容］出版者の名称: 日本評論新社から日本評論社へ変更 

［知识责任］青木恵一郎 著 

 

 

［正题名］日本農民運動史 

［第一责任人］青木恵一郎著 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1959.3 

［附注内容］出版者の名称: 日本評論新社から日本評論社へ変更 

［知识责任］青木恵一郎 著 

 

 

［正题名］日本農民運動史 

［第一责任人］青木恵一郎著 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1959.6 

［附注内容］出版者の名称: 日本評論新社から日本評論社へ変更 

［知识责任］青木恵一郎 著 

 

 

［正题名］日本農民運動史 

［第一责任人］青木恵一郎著 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1960.8 

［附注内容］出版者の名称: 日本評論新社から日本評論社へ変更 

［知识责任］青木恵一郎 著 

 

 

［正题名］日本農民運動史 

［第一责任人］青木恵一郎著 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1962.1 

［附注内容］出版者の名称: 日本評論新社から日本評論社へ変更 

［知识责任］青木恵一郎 著 

 

 

［正题名］基地沖縄 

［第一责任人］琉球新報社編 

［出版者］サイマル出版会 

［出版日期］1968.7 

［丛编题名］サイマル双書 



［丛编题名］サイマル ソウショ 

［附注内容］タイトル関連情報の違うものあり 

 

 

［正题名］日本歴史概説 

［第一责任人］藤間生大 ，林基，松木新八郎著 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1955.11 

［知识责任］藤間生大 著 

［知识责任］松本新八郎 著 

［知识责任］林基 著 

 

 

［正题名］にがい遺産 

［第一责任人］アーサー·シュレンジンガーJr.著 

［译者］横川信義訳 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1967.9 

［丛编题名］アジア問題叢書 

［丛编题名］アジア モンダイ ソウショ 

［附注内容］巻末：ベトナム年表 

［知识责任］シュレンジンガー 著 

［知识责任］Schlesinger 著 

［次知识责任］横川信義 訳 

 

 

［正题名］新日本歴史 

［第一责任人］竹越與三郎著 

［出版者］東京タイムズ社 

［出版日期］1947.6 

［知识责任］竹越與三郎 著 

 

 

［正题名］眞実は必ず勝つ! 

［第一责任人］日本共産党出版局編 

［出版者］日本共産党出版局 

［出版日期］1951.3 

［正题名］英和海事用語辭典 

［第一责任人］小澤覺輔編 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1942.7 

［知识责任］小沢覚輔 編 

 

 



［正题名］唯物史觀日本歴史 

［第一责任人］ソ同盟物質文化史アカデミア編 

［译者］橋本弘毅，早川二郎訳 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1936.6 

［次知识责任］橋本弘毅 訳 

［次知识责任］早川二郎 訳 

 

 

［正题名］歴史の僞造者 

［第一责任人］［外國語圖書出版所编］ 

［出版者］外國語圖書出版所 

［出版日期］1948 

［外國語圖書出版所编］ a モスクワ c 外國語圖書出版所 d1948 a93pd20cm1 a 歴史の僞

造者(歴史上の事實)A レキシ ノ ギゾウシャ(レキシジョウ ノ ジジツ)1 a 歴史の偽造者 e

歴史上の事実 1 aФальсификаторы истории (Историческ

ая справка)1 aFal'sifikatory istorii (Istoricheskaia spravka) a204v302a

外 國 語 圖 書 出 版 所 4 编  0aJPbNIIc19950811 2aCNbCASS11c20030802 

a11bR0007201d204e17f1zly aR0007201hR0007201 

!!JB5829 

CGRS010D50 銭 

［正题名］プロレタリアの日本史 

［第一责任人］佐野學著 

［出版者］南宋書院 

［出版日期］1930.7 

［丛编题名］プロレタリア科學講座 

［丛编题名］プロレタリア カガク コウザ 第 1 輯 

［知识责任］佐野學 著 

 

 

［正题名］とどめを刺そう!!日韓条約 4 

［第一责任人］中野礼造，佐藤光男著 

［出版者］日朝協会福岡県連合会 

［出版日期］1965.11 

［知识责任］中野礼造 著 

［知识责任］佐藤光男 著 

 

 

［正题名］ふぶきの中に 

［第一责任人］無着成恭編 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1952.3 

［知识责任］無着成恭 編 

 



 

［正题名］人民軍と共に 

［第一责任人］極東時事研究所编 

［出版者］極東時事研究所 

［出版日期］［19 ?］ 

［19 ?］ a40pd18cm1 a 北朝軍從軍記集 A ホクチョウグン ジュウグンキシュウ 

a221.07v302a 極東時事研究所 A キョクトウジジケンキュウジョ 4 编 0aJPbNIIc20030319 

2aCNbCASS11c20030804 a11bR0007445d221.07e29f1zly aR0007445hR0007445 

!!JB5833 

CGRS010D15 円 

［正题名］農民のたたかい 

［第一责任人］伊藤律著 

［出版者］日本共産黨出版部 

［出版日期］1948.9 

［知识责任］伊藤律 著 

 

 

［正题名］三つの聲明 

［第一责任人］世界編集部編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1950.4 

［丛编题名］世界 

［丛编题名］セカイ 第 52 号 別冊附録 

 

 

［正题名］日本の民主主義 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］福村書店 

［出版日期］1951.9 

［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 日本史 9 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］弁証法的唯物論 

［第一责任人］ゲ·エフ·アレクサンドロフ著 

［译者］古在由重，森宏一訳 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1955.5 

［丛编题名］青木新書 

［丛编题名］アオキ シンショ 24 

［主题词］唯物弁証法 

［知识责任］ゲ·エフ·アレクサンドロフ 著 

［知识责任］AleksandrovG. F. Georgiǐ Fedorovich 著 



［次知识责任］古在由重 訳 

［次知识责任］森宏一 訳 

 

 

［正题名］弁証法的唯物論 

［第一责任人］ゲ·エフ·アレクサンドロフ著 

［译者］古在由重，森宏一訳 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1955.8 

［丛编题名］青木新書 

［丛编题名］アオキ シンショ 27 

［主题词］唯物弁証法 

［知识责任］ゲ·エフ·アレクサンドロフ 著 

［知识责任］AleksandrovG. F. Georgiǐ Fedorovich 著 

［次知识责任］古在由重 訳 

［次知识责任］森宏一 訳 

 

 

［正题名］弁証法的唯物論 

［第一责任人］ゲ·エフ·アレクサンドロフ著 

［译者］古在由重，森宏一訳 

［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 30 

［主题词］唯物弁証法 

［知识责任］ゲ·エフ·アレクサンドロフ 著 

［知识责任］AleksandrovG. F. Georgiǐ Fedorovich 著 

［次知识责任］古在由重 訳 

［次知识责任］森宏一 訳 

 

 

［正题名］人類に対する挑戦 

［第一责任人］田辺貞夫編 

［出版者］駿台社 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］田辺貞夫 編 

 

 

［正题名］歴史教育における指導と認識 

［第一责任人］歴史教育者協議会編 

［出版者］未名社 

［出版日期］1958.8 

［丛编题名］歴史教育年報 



［丛编题名］レキシ キョウイク ネンポウ 歴史教育者協議会編 1958 年 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］文部省著 

［出版者］中等學校教科書 

［出版日期］1946.10 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］文部省著 

［出版者］中等學校教科書 

［出版日期］1946.10 

［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］1973.2 

［知识责任］朴慶植 著 

 

 

［正题名］自由民権期の研究 

［第一责任人］堀江英一，遠山茂樹編 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1959.10 

［知识责任］堀江英一 編 

［知识责任］遠山茂樹 編 

 

 

［正题名］自由民権期の研究 

［第一责任人］堀江英一，遠山茂樹編 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1959.12 

［知识责任］堀江英一 編 

［知识责任］遠山茂樹 編 

 

 

［正题名］明治政史 

［第一责任人］吉野作造編 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1928.5 

［丛编题名］明治文化全集 

［丛编题名］メイジ ブンカ ゼンシュウ 吉野作造 [編] 第 2 巻(正史篇上巻)-第 3 巻(正史

篇下巻) 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代 

［知识责任］吉野作造 編 

 



 

［正题名］明治政史 

［第一责任人］吉野作造編 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1929.3 

［丛编题名］明治文化全集 

［丛编题名］メイジ ブンカ ゼンシュウ 吉野作造 [編] 第 2 巻(正史篇上巻)-第 3 巻(正史

篇下巻) 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代 

［知识责任］吉野作造 編 

 

 

［正题名］那覇市史 

［第一责任人］那覇市企画部市史編集室編 

［出版者］那覇市企画部市史編集室 

［出版日期］1974.3 

［附注内容］子書誌あり 

 

 

［正题名］正倉院御物特別展観目録 

［第一责任人］帝室博物館編 

［出版者］帝室博物館 

［出版日期］1940.11 

［主题词］正倉院 

 

 

［正题名］幸徳秋水評論集 

［第一责任人］幸徳傳次郎著 

［出版者］解放社 

［出版日期］1929.1 

［丛编题名］解放群書 

［丛编题名］カイホウ グンショ 32 

［知识责任］幸徳秋水 著 

 

 

［正题名］秋水三名著 

［第一责任人］幸徳秋水著 

［出版者］竜吟社 

［出版日期］1947.2 

［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 第 1 巻 

［知识责任］幸徳秋水 著 

 

 



［正题名］評論と随想 

［第一责任人］幸徳秋水著 

［译者］河野広道編 

［出版者］自由評論社 

［出版日期］1949.10 

［知识责任］幸徳秋水 著 

［次知识责任］河野広道 編 

 

 

［正题名］幸徳事件の全貌 

［第一责任人］渡辺順三著 

［出版者］社会書房 

［出版日期］1947.8 

［主题词］大逆事件 

［知识责任］渡辺順三 著 

 

 

［正题名］幸徳秋水選集 

［第一责任人］平野義太郎編 

［出版者］世界評論社 

［出版日期］1950.1 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］平野義太郎 編 

 

 

［正题名］燃える中南米 

［第一责任人］伊藤千尋著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 23 

［主题词］ラテン アメリカ 

［主题词］ラテン·アメリカ/政治 

［知识责任］伊藤千尋 著 

 

 

［正题名］地方からの発想 

［第一责任人］平松守彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 138 

［主题词］地域開発 

［主题词］大分県 



［主题词］地域開発/大分県 

［知识责任］平松守彦 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-624-630,1113-1131 

［知识责任］ローラン 著 

［知识责任］Rolland 著 

［次知识责任］豊島与志雄 訳 

 

 

［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-624-630,1116-1117 

［知识责任］ローラン 著 

［知识责任］Rolland 著 

［次知识责任］豊島与志雄 訳 

 

 

［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］1935.4 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤-624-630,1118-1120 

［知识责任］ローラン 著 

［知识责任］Rolland 著 

［次知识责任］豊島与志雄 訳 

 

 

［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］1935.4 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤-624-630,1121-1122 

［知识责任］ローラン 著 

［知识责任］Rolland 著 

［次知识责任］豊島与志雄 訳 

 

 

［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］1935.9 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤-624-630,1123-1125 

［知识责任］ローラン 著 

［知识责任］Rolland 著 

［次知识责任］豊島与志雄 訳 

 

 

［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］1935.9 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤-624-630,1126-1127 

［知识责任］ローラン 著 

［知识责任］Rolland 著 

［次知识责任］豊島与志雄 訳 

 

 

［正题名］経済白書 

［第一责任人］経済企画厅編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1975.9 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/経済 

 

 

［正题名］戦後政治の覚書 

［第一责任人］保利茂著 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1975.2 



［附注内容］戦後保守政治年表：p.199-205 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［主题词］自由民主党 

［知识责任］保利茂 著 

 

 

［正题名］革命によって平和を 

［第一责任人］蛯原徳夫訳 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1951.10 

［丛编题名］ロマン·ロラン全集 

［丛编题名］ロマン ロラン ゼンシュウ 第 53 巻 

［知识责任］蛯原徳夫 訳 

 

 

［正题名］日本平和経済の構想 

［第一责任人］平野義太郎編著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1952.4 

［知识责任］平野義太郎 編著 

 

 

［正题名］平和を求める日本経済 

［第一责任人］都留重人著 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1951.8 

［主题词］日本/経済 

［知识责任］都留重人 著 

 

 

［正题名］講座現代日本とマルクス主義 

［第一责任人］中林賢二郎著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1966.3 

［主题词］共産主義 

［知识责任］中林賢二郎 著 

 

 

［正题名］講座現代日本とマルクス主義 

［第一责任人］井出洋著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1966.5 

［主题词］労働組合 

［知识责任］井出洋 著 



 

 

［正题名］経済白書 

［第一责任人］経済企画厅編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1971.8 

［附注内容］子書誌あり 

［附注内容］付参考資料 

［主题词］日本/経済 

 

 

［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］1972.4 

［附注内容］书末有附录 

［附注内容］折り込図 1 枚 

［主题词］統計 

 

 

［正题名］外国技術導入年次報告 

［第一责任人］科学技術庁編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1969.12 

［主题词］技術提携 

 

 

［正题名］労働白書 

［第一责任人］労働省編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1969.7 

［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］講座日本の革命思想 

［第一责任人］横田健一編 

［出版者］芳賀書店 

［出版日期］1970.4 

［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］横田健一 編 

 

 

［正题名］長い陰 

［第一责任人］河本勝昭著 

［出版者］私声往来社 

［出版日期］1981.3 

［知识责任］河本勝昭 著 

 

 

［正题名］独房から人民へ 

［第一责任人］矢島一夫著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1976.6 

［知识责任］矢島一夫 著 

 

 

［正题名］氾濫 

［第一责任人］伊藤整著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1958.10 

［知识责任］伊藤整 著 

 

 

［正题名］団結をぁざして 

［第一责任人］日角八十治編集 

［出版者］人民新聞社出版部 

［出版日期］1977.12 

［丛编题名］人民新聞革命叢書 1 

［知识责任］日角八十治 編集 

 

 

［正题名］蝦夷地滅びてもアイヌモシリは滅びず 

［第一责任人］橋根直彦著 

［出版者］新泉社 

［出版日期］1973.11 

［知识责任］橋根直彦 著 



 

 

［正题名］山形霞城血染めの桜 

［第一责任人］小松千春著 

［出版者］沖積舍 

［出版日期］1994.7 

［知识责任］小松千春 著 

 

 

［正题名］牟礼事件の真相 

［第一责任人］牟礼事件墾談会編 

［出版者］牟礼事件墾談会 

［出版日期］1967.11 

［正题名］すべての失業者に安定した仕事と生活を 

［第一责任人］全日本自由労働組合編 

［出版者］全日本自由労働組合 

［出版日期］1968.8 

［正题名］自然気功 

［第一责任人］曽広鍔编著 

［出版者］関西日中交流墾談会 

［出版日期］1990.8 

［附注内容］学びやすい気功法 

［知识责任］曽広鍔 编著 

 

 

［正题名］ポンティウス·ピラトゥスとリオテ元帥 

［第一责任人］小此木真三郎著 

［出版者］大阪謄写館 

［出版日期］1971.10 

［附注内容］小此木真三郎エツセィ集 

［附注内容］発行：福井創美 

［知识责任］小此木真三郎 著 

 

 

［正题名］米語コース解說書 

［第一责任人］リンガフォン協会編 

［出版者］Linguaphone Institute Limited 

［出版日期］1973 

［附注内容］本書の構成：Ⅰ.學習のしかた，Ⅱ.レッスン別単語·全訳，Ⅲ.英和·和英単

語集，Ⅳ.ドリルテキスト 

 

 

［正题名］米語コース解說書 

［第一责任人］リンガフォン協会編 



［出版者］Linguaphone Instituti Limited 

［出版日期］1973 

［附注内容］内容：注釈編 

［附注内容］付錄：p270-276 

 

 

［正题名］防衛庁 

［第一责任人］堂場肇，園田剛民，田村祐造編 

［出版者］朋文社 

［出版日期］1956.9 

［知识责任］堂場肇 編 

［知识责任］園田剛民 編 

［知识责任］田村祐造 編 

 

 

［正题名］ぁゐ陰謀 

［第一责任人］中央青梅事件対策協議会，日本労働組合総評議会共編 

［出版者］日本社会党機関紙局 

［出版日期］1964.11 

［丛编题名］ドキュメント·シリーズ 第 2 集 

 

 

［正题名］権力に抗して 

［第一责任人］中央青梅事件対策協議会編 

［東京］ 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［東京］c［出版社不详］d［19 ?］ a174pc 图 d17cm1 a 青梅事件勝利の足跡 a320.91v302a

中央青梅事件対策協議会 4 編 0aCNbCASS11c20030805 a11bR0008368d320.91e5f1zly 

aR0008368hR0008368 

!!JB5890 

CGRS010D80 円 

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

紙 

［第一责任人］外文出版社编 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1973 

［正题名］詩集優しいうた 

［第一责任人］條冬樹著 

［出版者］思潮社 

［出版日期］1972.10 

［知识责任］條冬樹 著 

 

 



［正题名］てとげの饗宴 

［第一责任人］岩波文庫編集部編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1986.5 

［丛编题名］岩波文庫 35-007-1 

 

 

［正题名］エヴェレストの歷史 

［第一责任人］レオナ－ド·ウィバリ－作 

［译者］河田楨一訳 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1956.12 

［丛编题名］冒險小說北極星文庫 6 

［知识责任］ウィバリ－ 作 

［次知识责任］河田楨一 訳 

 

 

［正题名］たったひとつの命の唄 

［第一责任人］植松安太郎著 

［出版者］創樹社 

［出版日期］1985.5 

［知识责任］植松安太郎 著 

 

 

［正题名］フランスの起床ラッパ 

［第一责任人］大島博光編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1951.2 

［知识责任］大島博光 編 

 

 

［正题名］未完成交響樂·會議は踊る 

［第一责任人］平原社编集部编 

［出版者］平原社 

［出版日期］1954.9 

［丛编题名］ドイツ映画名作選 第一集 

 

 

［正题名］部落差別の実態と「特别措置法」强化改正 

［第一责任人］「同和对策事業特别措置法」强化改正要求国民運動中央実行委員会編 

［出版者］「同和对策事業特别措置法」强化改正要求国民運動中央実行委員会 

［出版日期］1980.11 

［正题名］独房から人民へ 

［第一责任人］矢島一夫著 



［出版者］田畑書店 

［出版日期］1976.4 

［知识责任］矢島一夫 著 

 

 

［正题名］神々の明治維新 

［第一责任人］安丸良夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.11 

［丛编题名］岩波新書 103 

［知识责任］安丸良夫 著 

 

 

［正题名］中公新書 

［第一责任人］中央公論社编 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1984 

［正题名］きずな 

［第一责任人］勇知之著 

［出版者］熊本出版文化会館 

［出版日期］1986.7 

［丛编题名］新熊本文藝選書 1 

［知识责任］勇知之 著 

 

 

［正题名］土佐一条家秘の宝 

［第一责任人］土佐文雄著 

［出版者］作品社 

［出版日期］1981.7 

［知识责任］土佐文雄 著 

 

 

［正题名］沖繩海軍部隊の最後 

［第一责任人］宮里一夫著 

［出版者］アド·ブレ－ン 

［出版日期］1971.7 

［知识责任］宮里一夫 著 

 

 

［正题名］ふらい鳩舎の熱い糞のように 

［第一责任人］いいだ·もも作 

［出版者］出帆社 

［出版日期］1975.9 

［附注内容］いいだ·もも作家·思想家論集 



［知识责任］いいだ·もも 作 

 

 

［正题名］歸路 

［第一责任人］和歌森玉枝著 

［出版者］短歌新聞社 

［出版日期］1973.12 

［附注内容］歌集 

［丛编题名］步道叢書 第 131 編 

［知识责任］和歌森玉枝 著 

 

 

［正题名］人民史観から見た維新、天皇制 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］梓書店 

［出版日期］1990.2 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］豊臣家の人々 

［第一责任人］司馬遼太郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1967.11 

［知识责任］司馬遼太郎 著 

 

 

［正题名］祖さまの郷土 

［第一责任人］砂田明著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1975.10 

［知识责任］砂田明 著 

 

 

［正题名］兄弟よ俺はもう帰らない 

［第一责任人］T·ホイツトモア著 

［译者］吉川勇一訳 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1975.7 

［知识责任］ホイツトモア 著 

［次知识责任］吉川勇一 訳 

 

 

［正题名］坊津拾遺史 

［出版地不详］ 



［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［出版地不详］c［出版社不详］d［19 ?］ a35pd20cm a219.7v3 0aCNbCASS11c20030806 

a11bR0009038d219.7e5f1zly aR0009038hR0009038 

!!JB5911 

CGRS010D 无定价 

［正题名］志土と豪農商 

［第一责任人］小林茂著 

［東京］ 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］1964.2 

［知识责任］小林茂 著 

 

 

［正题名］日本革命運動史の人々 

［第一责任人］志賀義雄著 

［出版者］曉明社 

［出版日期］1948.12 

［知识责任］志賀義雄 著 

 

 

［正题名］笑話そ奇談 

［第一责任人］桂井和雄著 

［出版者］社会福祉法人高知県福祉財団 

［出版日期］1952.9 

［丛编题名］土佐民俗叢書 

［知识责任］桂井和雄 著 

 

 

［正题名］ことばのなぃ思考 

［第一责任人］多木浩二著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1972.3 

［知识责任］多木浩二 著 

 

 

［正题名］明治維新と中岡慎太郎 

［第一责任人］前田年雄…［等］编集 

［出版者］中岡慎太郎先生生誕百五十周年記念行事実行委員会 

［出版日期］1990.11 

［知识责任］前田年雄 编集 

［知识责任］井上清 编集 

［知识责任］宮地佐一郎 编集 

［知识责任］奈良本辰也 编集 



［知识责任］山本武雄 编集 

［知识责任］田村勢喜 编集 

［知识责任］木村幸比古 编集 

 

 

［正题名］明治三十年國會之準備 

［第一责任人］遠藤愛藏著 

［出版者］博文堂 

［出版日期］1886.6 

［知识责任］遠藤愛藏 著 

 

 

［正题名］フルシチヨフ報告·結語 

［第一责任人］ソビエト社会主義共和国連邦大使館编 

［出版者］ソビエト社会主義共和国連邦大使館 

［出版日期］1959.1 

［附注内容］1959－1965 年ソ連邦国民経濟発展目標数字にかんする 

 

 

［正题名］民族問題に就いて 

［第一责任人］ニコラィ·レ－ニン著 

［译者］吉田松夫譯 

［出版者］白揚社出版 

［出版日期］1937.6 

［知识责任］レ－ニン 著 

［次知识责任］吉田松夫 譯 

 

 

［正题名］隨想錄 

［第一责任人］高橋是清著 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1936.3 

［知识责任］高橋是清 著 

 

 

［正题名］ロシア·インテリゲンチア 

［第一责任人］リチヤ－ド·パイプス編 

［译者］氣賀健三，和田敏雄訳 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1962.3 

［丛编题名］時事新書 

［知识责任］パイプス 編 

［次知识责任］氣賀健三 訳 

［次知识责任］和田敏雄 訳 



 

 

［正题名］智異山パルチザンの詩 

［第一责任人］許元沢著 

［出版者］序章社 

［出版日期］1972.10 

［知识责任］許元沢 著 

 

 

［正题名］解放をめざす日本の友へ 

［第一责任人］アカハタ編集局編 

［出版者］五月書房 

［出版日期］1952.8 

［附注内容］日本共產党三十周年記念出版 

 

 

［正题名］大正昭和私史 

［第一责任人］水上七雄著 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］1915.6 

［附注内容］「昿野の果てに」「満州開拓」の証言 

［知识责任］水上七雄 著 

 

 

［正题名］フランス共產党初級教科書 

［第一责任人］マルタ·レ－ニン主義普及協会編 

［出版者］五月書房 

［出版日期］1954.11 

［正题名］京都府らうあ協会の歷史と諸問題 

［第一责任人］京都府らうあ協会編 

［出版者］京都府らうあ協会 

［出版日期］1966.11 

［正题名］実錄幸德秋水 

［第一责任人］神崎清著 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1971.11 

［知识责任］神崎清 著 

 

 

［正题名］新宿騷乱罪裁判 

［第一责任人］新宿騷乱罪裁判と闘う会編 

［出版者］新宿騷乱罪裁判と闘う会 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］68.10.21 国際反戦デ－／米タン阻止闘争 



 

 

［正题名］日中平和友好条約締結を促進しよう 

［第一责任人］アジア·アフリカ作家日本委員会編 

［出版者］アジア·アフリカ作家日本委員会 

［出版日期］1975.1 

［正题名］西南秘史川上親晴翁傳 

［第一责任人］月南小原騮馬著 

［出版者］加治木史談會 

［出版日期］1942.12 

［知识责任］月南小原騮馬 著 

 

 

［正题名］キュ－バ 

［第一责任人］L·セュ－バ－マン，P·M·スウィ－ジ－著 

［译者］池上幹徳訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.11 

［丛编题名］岩波新書 青版-401 

［知识责任］セュ－バ－マン 著 

［知识责任］スウィ－ジ－ 著 

［次知识责任］池上幹徳 訳 

 

 

［正题名］スタ－リン全同盟共產黨第十八回大會に對する中央委員會の活動報告 

［第一责任人］日本共產黨關東地方委員會編 

［東京］ 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］1939.3 

［附注内容］党内研究资料 

 

 

［正题名］大会決義目標数字 

［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］1959.3 

［附注内容］1959－1965 年ソ連邦国民経済発展 

 

 

［正题名］共產党·勞働者党情報局会義の報告と决義 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］1947.6 

［附注内容］党内研究资料 



 

 

［正题名］植民地体制の危機 

［第一责任人］イェ·エム·ジュ－コフ編集 

［東京］ 

［出版者］民族問題研究会 

［出版日期］［19 ?］ 

［東京］c 民族問題研究会 d［19 ?］ a207pd18cm1 a 極東アジヤ諸国民の民族解放闘爭 

a223v302a イ ェ · エ ム · ジ ュ － コ フ 4 編 集  0aCNbCASS11c20030806 

a11bR0009082d223e1f1v :2zly aR0009082hR0009082 

!!JB5935 

CGRS010D 无定价 

［正题名］アメリカの恐慌と戰爭の危機 

［第一责任人］國際情勢研究會編 

［東京］ 

［出版者］國際情勢研究會 

［出版日期］［19 ?］ 

［東京］c 國際情勢研究會 d［19 ?］ a263pd18cm a253.073v302a 國際情勢研究會 4 編 

0aCNbCASS11c20030806 a11bR0009083d253.073e2f1zly aR0009083hR0009083 

!!JB5936 

CGRS010D40 円 

［正题名］万国のプロレタリアは団結してわれわれの共同の敵に反対しよう 

［第一责任人］外文出版社編 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1963.2 

［正题名］野坂参三略歷 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］1962.3 

［附注内容］付著作·論文目錄 

 

 

［正题名］迷路 

［第一责任人］野上彌生子著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.7 

［知识责任］野上彌生子 著 

 

 

［正题名］迷路 

［第一责任人］野上彌生子著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.6 

［知识责任］野上彌生子 著 

 



 

［正题名］迷路 

［第一责任人］野上彌生子著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.7 

［知识责任］野上彌生子 著 

 

 

［正题名］迷路 

［第一责任人］野上彌生子著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.9 

［知识责任］野上彌生子 著 

 

 

［正题名］迷路 

［第一责任人］野上彌生子著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.11 

［知识责任］野上彌生子 著 

 

 

［正题名］日本歷史 

［第一责任人］伊豆公夫著 

［出版者］駿台社 

［出版日期］1953.10 

［知识责任］伊豆公夫 著 

 

 

［正题名］なぜ戰爭に反對したか 

［第一责任人］野坂參三著 

［出版者］時事週報社 

［出版日期］1946.8 

［丛编题名］時事叢書 1 

［知识责任］野坂參三 著 

 

 

［正题名］同和教育の問題と打開策 

［第一责任人］全国同和教育研究協議会編 

［出版者］全国同和教育研究協議会 

［出版日期］1958.12 

［正题名］イワ－ン·イワ－ノヰッチとイワン·ニキ－フォロヰッチとガ喧譁をし話た 

［第一责任人］ゴ－ゴリ作 

［译者］原久一郎譯 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1928.11 

［丛编题名］岩波文库 443 

［知识责任］ゴ－ゴリ 作 

［次知识责任］原久一郎 譯 

 

 

［正题名］現代ヨロ－ッパ 

［第一责任人］嬉野満洲雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.3 

［丛编题名］岩波新書 青版-448 

［知识责任］嬉野満洲雄 著 

 

 

［正题名］人間－過去·現在·未来 

［第一责任人］L·マンフォ－ド著 

［译者］久野収訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.2 

［丛编题名］岩波新書 黄版-50 

［知识责任］マンフォ－ド 著 

［次知识责任］久野収 訳 

 

 

［正题名］その次の季節 

［第一责任人］大崎二郎著 

［出版者］詩と詩人社 

［出版日期］1953.4 

［附注内容］詩集 

［知识责任］大崎二郎 著 

 

 

［正题名］天皇制 

［第一责任人］井上淸著 

［出版者］東京大學出版 

［出版日期］1953.1 

［知识责任］井上淸 著 

 

 

［正题名］現代中国 

［第一责任人］中国研究所编 

［出版者］滿江红出版 

［出版日期］1974.9 



［附注内容］ブックガイド 110 選 

 

 

［正题名］自由と民族のために 

［第一责任人］弘津恭輔著 

［出版者］警察圖書 

［出版日期］1950.7 

［知识责任］弘津恭輔 著 

 

 

［正题名］続天皇家の歷史 

［第一责任人］ねずまさし著 

［出版者］新評論社 

［出版日期］1953.11 

［知识责任］ねずまさし 著 

 

 

［正题名］天皇家の歷史 

［第一责任人］ねずまさし著 

［出版者］新評論社 

［出版日期］1954.5 

［知识责任］ねずまさし 著 

 

 

［正题名］桃花流水 

［第一责任人］［赤井達郎著］ 

［出版者］明文舎印刷株式会社 

［出版日期］1966.7 

［知识责任］赤井達郎 [著] 

 

 

［正题名］幻の叛乱·三月事件 

［第一责任人］中野雅夫著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1972.3 

［知识责任］中野雅夫 著 

 

 

［正题名］新編日本史 

［第一责任人］北山茂夫，奈良本辰也，林屋辰三郎共著 

［出版者］專門図書株式会社 

［出版日期］1951.4 

［知识责任］北山茂夫 著 

［知识责任］奈良本辰也 著 



［知识责任］林屋辰三郎 著 

 

 

［正题名］新編日本史 

［第一责任人］北山茂夫，奈良本辰也，林屋辰三郎共著 

［出版者］專門図書株式会社 

［出版日期］1951.6 

［知识责任］北山茂夫 著 

［知识责任］奈良本辰也 著 

［知识责任］林屋辰三郎 著 

 

 

［正题名］政界の腐敗をあぱく 

［第一责任人］日本共產黨宣傳教育部編 

［出版者］日本共產黨出版部 

［出版日期］1948.11 

［正题名］み惱のルテルヱぃ若 

［第一责任人］ゲョェテ作 

［译者］茅野簫々譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1928.1 

［丛编题名］岩波文库 210-211 

［知识责任］ゲョェテ 作 

［次知识责任］茅野簫々 譯 

 

 

［正题名］幸德秋水傳 

［第一责任人］糸屋壽雄著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1950.6 

［知识责任］糸屋壽雄 著 

 

 

［正题名］幸德秋水の日記と書簡 

［第一责任人］塩田庄兵衛編 

［出版者］未来社 

［出版日期］1965.6 

［知识责任］塩田庄兵衛 編 

 

 

［正题名］部落解放を全ての人々の課題に 

［第一责任人］井上清講演 

［出版者］広島市狭山青年共闘会議 

［出版日期］1978.1 



［知识责任］井上清 講演 

 

 

［正题名］小学新日本歷史 

［第一责任人］社会科教育研究会編 

［出版者］保育社 

［出版日期］1953.2 

［正题名］新日本史 

［第一责任人］史学教育研究会著 

［出版者］精華堂 

［出版日期］1949.9 

［附注内容］概要 

 

 

［正题名］民族の綱領 

［第一责任人］民族新生運動東京本部編 

［出版者］民族新生運動東京本部 

［出版日期］1952.6 

［正题名］日本経済分析 

［第一责任人］経済分析研究会編集 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1961.5 

［正题名］戰爭論 

［第一责任人］焦敏之編 

［译者］大橋国太郎訳 

［出版者］千駄ケ谷書房 

［出版日期］1952.6 

［知识责任］焦敏之 編 

［次知识责任］大橋国太郎 訳 

 

 

［正题名］日本の良心 

［第一责任人］慰霊実行委員会事務局編 

［東京］ 

［出版者］慰霊実行委員会事務局 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］中国紅十字会代表団日記念 

 

 

［正题名］憲法破棄と主權奉還 

［第一责任人］立憲養正會宣傳局編 

［出版者］立憲養正會出版 

［出版日期］1952.8 

［正题名］日本歷史 



［第一责任人］井上清著 

［出版者］ナウカ社 

［出版日期］1949.4 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］權利闘爭論 

［第一责任人］松島烈雄譯註 

［出版者］郁文堂書店 

［出版日期］1941.9 

［知识责任］松島烈雄 譯註 

 

 

［正题名］レ－ニンニ卷選集 

［第一责任人］レ－ニンニ卷選集刊行會編 

［出版者］社會書房 

［出版日期］1951.8 

［正题名］文化厚生会館問題について 

［第一责任人］藤谷俊雄編 

［出版者］部落問題研究所 

［出版日期］1966.5 

［知识责任］藤谷俊雄 編 

 

 

［正题名］国際法 

［第一责任人］田畑茂二郎著 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1957.11 

［丛编题名］法律学全书 55 

［知识责任］田畑茂二郎 著 

 

 

［正题名］国際法 

［第一责任人］横田喜三郎著 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1972.2 

［丛编题名］法律学全书 56 

［知识责任］横田喜三郎 著 

 

 

［正题名］同和教育の現状 

［第一责任人］全国同和教育研究協會会編 

［出版者］部落問題研究所 

［出版日期］1960.2 



［附注内容］第 11 回研究大会報告 

 

 

［正题名］タブ－ヘの挑戦 

［第一责任人］言論の自由を求める長崎市民の会編 

［出版者］言論の自由を求める長崎市民の会 

［出版日期］1989.8 

［正题名］革命的労働運動の推進のために 

［第一责任人］日本労働党中央委員会編 

［出版者］労働新聞社 

［出版日期］1974.8 

［正题名］共產主義における「左翼」小兒病 

［第一责任人］レ－ニン著 

［译者］川内唯彦譯 

［出版者］彰考書院 

［出版日期］1946.12 

［知识责任］レ－ニン 著 

［次知识责任］川内唯彦 譯 

 

 

［正题名］出版警察關係资料 

［第一责任人］由井正臣他…［等］著 

［出版者］不二出版 

［出版日期］1983.1 

［知识责任］由井正臣他 著 

［知识责任］北河賢三 著 

［知识责任］赤澤史朗 著 

［知识责任］豊沢肇 著 

 

 

［正题名］民眾藝術論 

［第一责任人］野坂参三著 

［出版者］日本民主主義文化連盟 

［出版日期］1947.9 

［知识责任］野坂参三 著 

 

 

［正题名］傾斜する教育の本質 

［第一责任人］青山学院大学第二部教育学研究部編 

［出版者］青山学院大学第二部教育学研究部 

［出版日期］1967.7 

［正题名］撃墜された米スパイ機の全貌 

［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］1960.5 

［附注内容］フルシチョフ首相の一問一答と写真資料 

 

 

［正题名］フタ－リンソ同盟における社会主義の経済的諸問題 

［第一责任人］日本共產党教育委員会編 

［出版者］新時代社 

［出版日期］1953.1 

［附注内容］学习用 

 

 

［正题名］同志道友 

［第一责任人］松末三男著 

［出版者］三生社 

［出版日期］1977.9 

［知识责任］松末三男 著 

 

 

［正题名］中岡慎太郎読本 

［第一责任人］前田年雄著 

［出版者］中岡慎太郎先生生誕百五十周年記念行事実行委員会 

［出版日期］1988.11 

［知识责任］前田年雄 著 

 

 

［正题名］1000 万人の海外旅行中国語会話 

［第一责任人］柳井乃武夫編集 

［出版者］日本交通公社 

［出版日期］1977.3 

［丛编题名］交通公社の会話集 5 

［知识责任］柳井乃武夫 編集 

 

 

［正题名］地方政治の真の革新のために 

［第一责任人］日本共產党第三回中央委員会総会編 

［出版者］日本共產党中央委員会出版局 

［出版日期］1971.2 

［正题名］レニン－研究 

［第一责任人］東歐社會科學研究所編 

［出版地不详］ 

［出版者］東歐社會科學研究所 

［出版日期］1947.7 

［附注内容］史料 

 



 

［正题名］たちぁがら母のこえ 

［第一责任人］母親大会準備会編 

［出版者］［戶根木共榮堂］ 

［出版日期］1955.7 

［戶根木共榮堂］d1955.7 a50pd19cm1 a 日本母親大会の記 a367.3v302a 母親大会準備会

4 編 0aCNbCASS11c20030808 a11bR0009269d367.3e3f1zly aR0009269hR0009269 
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［正题名］寒冷前線 

［第一责任人］酒井真右著 

［出版者］理論社 

［出版日期］1959.8 

［知识责任］酒井真右 著 

 

 

［正题名］私の哲学六０年 

［第一责任人］舩山信一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.11 

［知识责任］舩山信一 著 

 

 

［正题名］夜の幽閉者 

［第一责任人］南坊義道著 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1974.6 

［知识责任］南坊義道 著 

 

 

［正题名］大乱の世界に起つ 

［第一责任人］岡田春夫著 

［出版者］亜紀書房 

［出版日期］1983.3 

［知识责任］岡田春夫 著 

 

 

［正题名］酒と魚 

［第一责任人］蒲原稔治著 

［出版者］高知県新聞社 

［出版日期］1973.3 

［知识责任］蒲原稔治 著 

 

 



［正题名］中國の経濟問題 

［第一责任人］G·アスタフィェフ著 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］アスタフィェフ 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 青版-411 

［知识责任］小野忠重 著 

 

 

［正题名］アフリカ史の曙 

［第一责任人］ロ－ランド·オリヴァ－編著 

［译者］川田顺造訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.9 

［丛编题名］岩波新書 青版-464 

［知识责任］オリヴァ－ 編著 

［次知识责任］川田顺造 訳 

 

 

［正题名］統一戦線論 

［第一责任人］毛沢東著 

［出版者］労働新聞社 

［出版日期］1979.10 

［知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］ての人々 

［第一责任人］桑原武夫著 

［出版者］文藝春秋新社 

［出版日期］1958.3 

［知识责任］桑原武夫 著 

 

 

［正题名］村芝居 

［第一责任人］松浦澤治著 

［出版者］文学季節社 

［出版日期］1957.10 



［丛编题名］文学季節同人叢書 1 

［知识责任］松浦澤治 著 

 

 

［正题名］日本の農村と文学 

［第一责任人］上田浩著 

［出版者］高知印刷株式会社 

［出版日期］1951.12 

［丛编题名］農村文化叢書 第 1 集 

［附注内容］一農村人の記錄 

［知识责任］上田浩 著 

 

 

［正题名］婦人の働ら權利を要求するために 

［第一责任人］第 8 回婦人月問実行委員会編 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］1961.5 

［出版社不详］d1961.5 a184pd18cm a367.2v302a 第 8 回婦人月問実行委員会 4 編 

0aCNbCASS11c20030808 a11bR0009284d367.2e10f1zly aR0009284hR0009284 
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［正题名］ショ－ペンハゥェル·婦人論 

［第一责任人］佐久間政一訳註 

［出版者］大学書林 

［出版日期］1953.10 

［知识责任］佐久間政一 訳註 

 

 

［正题名］フルシチョフ修正主義に反対するたたかいを最後までおしすすめょう 

［第一责任人］『人民日報』編集部，『紅旗』誌編集部編 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1965 

［附注内容］『国際共產主義運動の総路線についての提案』発表二周年を記念して 

 

 

［正题名］ドイツ·ファツストにたいする勝利を記念しァメリカ帝国主義に反対するたた

かいを最後まごすすめょぅ 

［第一责任人］羅瑞卿著 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1965 

［知识责任］羅瑞卿 著 

 

 

［正题名］ピイタア·ブリウゲル 



［第一责任人］久保貞次郎著 

［出版者］美術教育會 

［出版日期］1947.2 

［知识责任］久保貞次郎 著 

 

 

［正题名］朝鮮醫學の新しい發展 

［出版者］外國文出版社 

［出版日期］1963 

［正题名］税金のかちくいと拂い方 

［第一责任人］日本勞農通信社編集局編 

［出版者］日本勞農通信社 

［出版日期］1948.11 

［正题名］平和は戰爭にかつ 

［第一责任人］平和擁護·日本委員會編 

［出版者］［文化工業會館］ 

［出版日期］1951.3 

［文化工業會館］d1951.3 a38pd18cm1 a 第二回平和世界大會の槪要 a319.9v302a 平和擁

護 · 日 本 委 員 會 4 編  0aCNbCASS11c20030808  a11bR0009289d319.9e5f1zly 

aR0009289hR0009289 

!!JB6012 

CGRS010D35 円 

［正题名］日本母親大会のあゆみ 

［第一责任人］三井礼子編集 

［出版者］女性史研究会 

［出版日期］1958.8 

［知识责任］三井礼子 編集 

 

 

［正题名］血のさけび 

［第一责任人］国際民主婦人連盟編 

［出版者］日本民主婦人協議会 

［出版日期］1951.11 

［附注内容］世界民主婦連朝鮮視察報告 

 

 

［正题名］日本の婦人と子供 

［第一责任人］ァジァ婦人會義參加實行委員會編 

［出版者］日本民主婦人協議會 

［出版日期］1949.12 

［附注内容］世界の婦人に訴ぅ! 

 

 

［正题名］父母のねがぃと子どもの教育 



［第一责任人］高知県教职員組合編 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［出版社不详］ d［ 19  ?］  a30pd18cm  a367.3v302a 高知県教职員組合 4 編 

0aCNbCASS11c20030808 a11bR0009334d367.3e7f1zly aR0009334hR0009334 

!!JB6016 

CGRS010D40 円 

［正题名］全国婦人集会報告集 

［第一责任人］部落解放同盟編 

［出版者］解放新聞社 

［出版日期］1960.5 

［丛编题名］部落解放 第 5 回 

 

 

［正题名］狭山事件の真相 

［第一责任人］石川青年救援对策本部编 

［出版者］部落解放同盟中央本部 

［出版日期］1969.7 

［正题名］唯物史観と現代 

［第一责任人］梅本克已著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974.6 

［丛编题名］岩波新書 青版-897 

［知识责任］梅本克已 著 

 

 

［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］1936.11 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤-1318-1319 

［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］レ－ニン主義の偉大な勝利 

［第一责任人］［外文出版社編］ 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1965 

［外文出版社編］ a 北京 c 外文出版社 d1965 a18pd18cm1 a レ－ニン生誕九十五周年記

念して a304v302a 外文出版社 4［編］ 0aCNbCASS11c20030808 a11bR0009336d304e50f1zly 



aR0009336hR0009336 

!!JB6021 

CGRS010D500 円 

［正题名］世界化すゐ日米安保 

［第一责任人］トマホ－ク阻止京都連絡会編 

［出版者］トマホ－ク阻止京都連絡会 

［出版日期］1989.3 

［正题名］星々之火 

［第一责任人］毛沢東思想学院編 

［出版者］毛沢東思想学院 

［出版日期］1982.9 

［附注内容］毛沢東思想学院創立 15 周年記念誌 

 

 

［正题名］顧みていま 

［第一责任人］田中彰著 

［出版者］北海道大学図書刊行会 

［出版日期］1999.11 

［知识责任］田中彰 著 

 

 

［正题名］明治中期の地価修正運動 

［第一责任人］北崎豊二著 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］北崎豊二 著 

 

 

［正题名］明治「學制」と村落 

［第一责任人］永島福太郎著 

［东京］ 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1955.6 

［知识责任］永島福太郎 著 

 

 

［正题名］國有，私有林野の成立過程 

［第一责任人］庄司吉之助著 

［东京］ 

［出版者］福島大學 

［出版日期］1953.7 

［知识责任］庄司吉之助 著 

 



 

［正题名］南朝鮮にぉけゐ米軍の核武装化と原子戦挑発策動について 

［第一责任人］中央常任委員会编 

［東京］ 

［出版者］中央常任委員会 

［出版日期］1959.8 

［東京］c 中央常任委員会 d1959.8 a31pc 图 d19cm a221.07v302a 中央常任委員会 4 编 

0aCNbCASS11c20030811 a11bR0009347d221.07e33f1zly aR0009347hR0009347 

!!JB6028 

CGRS010D 无定价 

［正题名］救療問題 

［第一责任人］財團法人中央社會事業協會社會事業研究所編 

［出版者］社會事業研究所 

［出版日期］1937.12 

［附注内容］現代保健·醫療並救療問題檢討（ 第三分册） 

 

 

［正题名］《世界史》の朝鮮關係の敘述にぉけゐ重大な誤りについて 

［第一责任人］ソ連アカデシ－編 

［出版者］外國文出版社 

［出版日期］1963.9 

［正题名］南朝鮮の現事態を収拾すゐ道は米軍の即時撤退にぁゐ 

［第一责任人］中央常任委員会编 

［東京］ 

［出版者］中央常任委員会 

［出版日期］1960.6 

［東京］c 中央常任委員会 d1960.6 a79pd19cm a221.07v302a 中央常任委員会 4 编 

0aCNbCASS11c20030811 a11bR0009346d221.07e35f1zly aR0009346hR0009346 

!!JB6031 

CGRS010D 无定价 

［正题名］『韓日会談』と『東北ジァ軍事同盟』 

［第一责任人］中央常任委員会宣伝部編 

［東京］ 

［出版者］中央常任委員会宣伝部 

［出版日期］1958.7 

［東京］c 中央常任委員会宣伝部 d1958.7 a69pd21cm a221.07v302a 中央常任委員会宣伝

部 4 編 0aCNbCASS11c20030811 a11bR0009350d221.07e36f1zly aR0009350hR0009350 

!!JB6032 

CGRS010D40 円 

［正题名］全国いっせい地方選挙と参議院選挙にのぞんで国民に訴える 

［第一责任人］日本共產党中央委員会編 

［出版者］日本共產党中央委員会出版局 

［出版日期］1971.2 

［附注内容］日本共產党第三回中央委員会総会 



 

 

［正题名］婦人の步み 

［第一责任人］婦人民主クラブ編 

［東京］ 

［出版者］婦人民主クラブ 

［出版日期］1950.3 

［東京］c 婦人民主クラブ d1950.3 a64pd18cm1 a 婦人解放年表 a367.3v302a婦人民主ク

ラブ 4 編 0aCNbCASS11c20030811 a11bR0009338d367.3e8f1zly aR0009338hR0009338 

!!JB6034 

CGRS010D280 円 

［正题名］トランジスタ 

［第一责任人］菊池誠著 

［出版者］六月社 

［出版日期］1959.2 

［知识责任］菊池誠 著 

 

 

［正题名］世直しの倫理と論理 

［第一责任人］小田実著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.2 

［丛编题名］岩波新書 青版-812 

［知识责任］小田実 著 

 

 

［正题名］世直しの倫理と論理 

［第一责任人］小田実著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.1 

［丛编题名］岩波新書 青版-811 

［知识责任］小田実 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］1951.11 

［丛编题名］青木文库 22 

［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 28 

［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］1952.4 

［丛编题名］青木文库 34 

［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］国民の歷史 

［第一责任人］藤間生大…［等］编 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1956.3 

［知识责任］藤間生大 编 

［知识责任］江口朴郎 编 



［知识责任］石母田正 编 

［知识责任］松本新八郎 编 

［知识责任］遠山茂樹 编 

［知识责任］鈴木正四 编 

［知识责任］高橋磌一 编 

［知识责任］林基 编 

 

 

［正题名］六國史 

［第一责任人］佐伯有義編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1941.4 

［知识责任］佐伯有義 編 

 

 

［正题名］海外紙誌に見る天皇報道 

［第一责任人］アジア民衆法廷準備会編 

［出版者］凱風社 

［出版日期］1988.12 

［正题名］六國史 

［第一责任人］佐伯有義編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1940.11 

［知识责任］佐伯有義 編 

 

 

［正题名］六國史 

［第一责任人］佐伯有義編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1940.12 

［知识责任］佐伯有義 編 

 

 

［正题名］変身 

［第一责任人］カフカ［著］ 

［译者］高橋義孝訳 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1952.7 

［丛编题名］新潮文庫 

［丛编题名］シンチョウ ブンコ 赤-71-A 

［知识责任］カフカ [著] 

［知识责任］Kafka [著] 

［次知识责任］高橋義孝 訳 

 



 

［正题名］人生論 

［第一责任人］トルストイ著 

［译者］田中純譯 

［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 20 編 

［知识责任］トルストイ 著 

［知识责任］Tolstoy 著 

［次知识责任］田中純 譯 

 

 

［正题名］榎本武揚 

［第一责任人］安部公房著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1965.7 

［知识责任］安部公房 著 

 

 

［正题名］啄木案内 

［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］人身売買 

［第一责任人］牧英正著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.10 

［丛编题名］岩波新書 青版-801 

［附注内容］书末附年表 

［知识责任］牧英正 著 

 

 

［正题名］数学の学び方·教え方 

［第一责任人］遠山啓著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1972.5 

［丛编题名］岩波新書 青版-822 

［知识责任］遠山啓 著 

 

 

［正题名］アフリカの心 

［第一责任人］エンダバニンギ·シトレ著 

［译者］寺本光朗訳 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.7 

［丛编题名］岩波新書 青版-422 

［知识责任］シトレ 著 

［次知识责任］寺本光朗 訳 

 

 

［正题名］土佐クリスチャン群像 

［第一责任人］吉田満穗著 

［出版者］高知福音書房 

［出版日期］1979.11 

［知识责任］吉田満穗 著 

 

 

［正题名］平和と解放への道 

［第一责任人］部落解放全国委員会編 

［出版者］解放新聞社 

［出版日期］1954 

［正题名］ぅつ病は必ず治ゐ 

［第一责任人］河野友信著 

［出版者］新星出版社 

［出版日期］1993.8 

［附注内容］名医が書いた病気の本 

［知识责任］河野友信 著 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著 

［译者］エマルクス=ンゲルス全集刊行委員会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1961.5 

［丛编题名］国民文庫 25 

［知识责任］マルクス 著 

 

 

［正题名］たんぽぽの歌 

［第一责任人］富士正睛著 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1961.11 

［知识责任］富士正睛 著 

 

 

［正题名］安保体制と立川市政 

［第一责任人］島田清作著 



［出版者］ふじみ新報社 

［出版日期］1970.5 

［知识责任］島田清作 著 

 

 

［正题名］人權の確立 

［第一责任人］和歌山県教育委員会編 

［出版者］和歌山県教育委員会 

［出版日期］1952.5 

［附注内容］責善教育資料 第二集 

 

 

［正题名］第三次世界戦争は起ゐ 

［第一责任人］松岡洋子著 

［出版者］松岡事務所 

［出版日期］1976.7 

［知识责任］松岡洋子 著 

 

 

［正题名］反戰運動の人々 

［第一责任人］平野義太郎著 

［出版者］靑木書店 

［出版日期］1955.2 

［丛编题名］靑木文庫 214 

［知识责任］平野義太郎 著 

 

 

［正题名］日本にぉけゐ人民民主主義革命について 

［第一责任人］毬協会編 

［東京］ 

［出版者］毬協会 

［出版日期］1971.9 

［東京］c 毬協会 d1971.9 a203pd18cm a311.7v302a 毬協会 4 編 0aCNbCASS11c20030811 

a11bR0009415d311.7e6f1zly aR0009415hR0009415 

!!JB6062 

CGRS010D 非卖品 

［正题名］島崎猪十馬編 舊各社事蹟 

［第一责任人］自由民権百年高知県記念事業実行委員会編 

［出版者］自由民権百年高知県記念事業実行委員会 

［出版日期］1981.8 

［正题名］親鸞 

［第一责任人］野間宏著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.3 



［丛编题名］岩波新書 青版-853 

［知识责任］野間宏 著 

 

 

［正题名］日本に訴えゐ 

［第一责任人］梶村秀樹…［等］編訳 

［出版者］太平出版社 

［出版日期］1966.9 

［丛编题名］シリ－ズ·日本と朝鮮 2 

［知识责任］梶村秀樹 編訳 

［知识责任］渡部学 編訳 

［知识责任］大村益夫 編訳 

［知识责任］梶井陟 編訳 

 

 

［正题名］共產主義の「左翼」小兒病 

［第一责任人］レ－ニン著 

［出版者］人民社 

［出版日期］1946.9 

［知识责任］レ－ニン 著 

 

 

［正题名］フラソス革命史 

［第一责任人］本田喜代治著 

［出版者］小石川書房 

［出版日期］1958.12 

［知识责任］本田喜代治 著 

 

 

［正题名］橆天雜錄 

［第一责任人］森下菅根編校 

［出版者］弘文堂書店 

［出版日期］1957.12 

［附注内容］植木枝盛遺稿 

［知识责任］森下菅根 編校 

 

 

［正题名］幕末に於ける幕府の國產統制計劃 

［第一责任人］石井孝著 

［東京］ 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］石井孝 著 

 



 

［正题名］坂本中岡兩先生遭難五十年記念祭典會 

［第一责任人］坂本中岡兩先生遭難五十年記念祭典會編 

［出版者］弘文社 

［出版日期］1917.11 

［正题名］維新政権の経済政策 

［第一责任人］船津功著 

［出版者］札幌商科大学 

［出版日期］1979.2 

［知识责任］船津功 著 

 

 

［正题名］レ－ニン、スタ－リンにおける 

［第一责任人］カ·オストロヴイチャノフ編 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］ソヴェト研究者協會研究資料 

 

 

［正题名］孫文と支那革命 

［第一责任人］ラインバ－ガ－原著 

［译者］富貴賴譯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1929.12 

［知识责任］ラインバ－ガ－ 著 

［次知识责任］富貴賴 譯 

 

 

［正题名］1960 年 5 月 28 日のフルシチョフ首相の演說 

［第一责任人］ソビエト社会主義共和国連邦在使館編 

［出版者］ソビエト社会主義共和国連邦在使館 

［出版日期］1960.6 

［正题名］憲法問題 

［第一责任人］憲法改悪阻止大阪各界連絡会義編 

［出版者］憲法改悪阻止大阪各界連絡会義 

［出版日期］1965.6 

［正题名］死面列伝、旅芸人始末書 

［第一责任人］宮岡謙二著 

［出版者］秀巧社 

［出版日期］1954.4 

［附注内容］異国遍路 

［知识责任］宮岡謙二 著 

 



 

［正题名］カストリ雜誌研究 

［第一责任人］山本明著 

［出版者］出版ニュ－ス社 

［出版日期］1976.7 

［知识责任］山本明 著 

 

 

［正题名］萱野長知研究 

［第一责任人］崎村義郎著 

［译者］久保田文次編 

［出版者］高知市民図書館 

［出版日期］1996.9 

［知识责任］崎村義郎 著 

［次知识责任］久保田文次 編 

 

 

［正题名］弾劾 

［第一责任人］糟谷孝幸君虐殺事件告発を推進すゐ会編 

［出版者］糟谷孝幸君虐殺事件告発を推進すゐ会 

［出版日期］1969.11 

［附注内容］機動隊にょゐ虐殺の事実をぁばく 

 

 

［正题名］貧しい「経済大国」を擊つ 

［第一责任人］降旗節雄著 

［出版者］BOC 出版部 

［出版日期］1994.8 

［丛编题名］〈道しゐベ〉ブツクス 2 

［知识责任］降旗節雄 著 

 

 

［正题名］日本民衆の歷史 

［第一责任人］藤原彰編 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1975.6 

［知识责任］藤原彰 編 

 

 

［正题名］実例事典 

［第一责任人］稲岡進著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1965.12 

［知识责任］稲岡進 著 



 

 

［正题名］実例事典 

［第一责任人］稲岡進著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1965.12 

［知识责任］稲岡進 著 

 

 

［正题名］中華人民共和国政府の声明 

［第一责任人］外文出版社編 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1973 

［正题名］中国共產党第八期中央委員会第八回総会の文献 

［第一责任人］外文出版社編 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1959.9 

［正题名］ソ同盟にぉけゐ社会主義の経済的諸問題 

［第一责任人］日親善協會譯 

［出版者］五月書房 

［出版日期］1952.10 

［正题名］ソ同盟にぉけゐ社会主義の経済的諸問題 

［第一责任人］日親善協會譯 

［出版者］五月書房 

［出版日期］1952.11 

［正题名］きょうあるいのち 

［第一责任人］川村凊枝著 

［出版者］のち刊行会 

［出版日期］1959.10 

［知识责任］川村凊枝 著 

 

 

［正题名］憲法にぉけら天皇の地位 

［第一责任人］井上清执笔 

［出版者］愛知大学 

［出版日期］1949.11 

［知识责任］井上清 执笔 

 

 

［正题名］都市化と民衆運動 

［第一责任人］橋本哲哉著 

［東京］ 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］1976.12 



［知识责任］橋本哲哉 著 

 

 

［正题名］明治維新 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.5 

［附注内容］岩波講座 日本歷史 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］一九０七年度予算編成経緯 

［第一责任人］山本四郎著 

［出版者］大阪歷史学会 

［出版日期］1978.3 

［知识责任］山本四郎 著 

 

 

［正题名］一九五九年の国民経済発展状況についての新聞公報 

［第一责任人］外文出版社編 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1960.2 

［正题名］劉少奇 

［第一责任人］日本共產黨東京都委員會出版部編 

［出版者］日本共產黨東京都委員會出版部 

［出版日期］1951.2 

［正题名］日本を滅亡に導く? 

［第一责任人］福井祐造著 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］1969.3 

［附注内容］安保の破棄と自衛隊の解消は 

［知识责任］福井祐造 著 

 

 

［正题名］らい 

［第一责任人］全日本国立医療労働組合編 

［出版者］全日本国立医療労働組合 

［出版日期］1953.7 

［正题名］三風整頓關係論集 

［第一责任人］毛澤東著 

［東京］ 

［出版者］日本共產黨宣傳教育部 

［出版日期］1942.2 

［附注内容］教育資料 



［知识责任］毛澤東 著 

 

 

［正题名］近世日本國防論 

［第一责任人］足立栗圓著 

［出版者］三教書院 

［出版日期］1940.12 

［知识责任］足立栗圓 著 

 

 

［正题名］社会文庫自由民権社会主義文献目録 

［第一责任人］社会文庫編 

［出版者］柏書房 

［出版日期］1966.8 

［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 

［附注内容］奥付に「限定版」と有り 

 

 

［正题名］万宝山事件研究 

［第一责任人］朴永錫著 

［出版者］第一書房 

［出版日期］1981.3 

［知识责任］朴永錫 著 

 

 

［正题名］謎の女王卑弥呼 

［第一责任人］田辺昭三著 

［出版者］徳間書店 

［出版日期］1968.6 

［知识责任］田辺昭三 著 

 

 

［正题名］全同盟共產黨（ボルシェヴイキ）第十七囘大會えの中央員會の活動報告 

［第一责任人］日本共產黨關係東地方委員會編 

［東京］ 

［出版者］日本共產黨關係東地方委員會 

［出版日期］1934.1 

［附注内容］教育資料 

 

 

［正题名］天皇裕仁は二度死ぬ 

［第一责任人］奥月宴著 

［東京］ 



［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］1971.6 

［知识责任］奥月宴 著 

 

 

［正题名］日本陸軍の成長と終焉 

［第一责任人］森五六著 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］森五六 著 

 

 

［正题名］代初片倉兼太郎君事歷 

［第一责任人］足立栗園著 

［出版者］共榮舍 

［出版日期］1921.12 

［知识责任］足立栗園 著 

 

 

［正题名］明治以降大事件の眞相と判例 

［第一责任人］小島德彌著 

［出版者］秀文社 

［出版日期］1934.1 

［知识责任］小島德彌 著 

 

 

［正题名］朝鮮·ソ連，朝鮮·中国間の友好協力ぉょび相互援助条約 

［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 

［出版者］在日本朝鮮人総聯合会 

［出版日期］1961.7 

［正题名］日本の農業問題 

［第一责任人］山崎春成著 

［出版者］社會思想研究所 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］所内資料 

［知识责任］山崎春成 著 

 

 

［正题名］民自党·民主党·國協党 

［第一责任人］日本共產黨宣傳教育部編 

［出版者］日本共產黨宣傳教育部 

［出版日期］1948.12 

［正题名］假名手本忠臣秀 



［第一责任人］文樂座版著 

［東京］ 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］文樂座版 著 

 

 

［正题名］政治の現象学あゐいはアジテ－タ－の遍歷史 

［第一责任人］長崎浩著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1977.3 

［知识责任］長崎浩 著 

 

 

［正题名］朝鮮革命博物館 

［第一责任人］［外文出版社編］ 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1963 

［外文出版社編］ a 朝鮮 c 外文出版社 d1963 a1 册 c 图 d23cm a221.07v302a 外文出版

社 4[編] 0aCNbCASS11c20030812 a11bR0009504d221.07e37f1zly aR0009504hR0009504 

!!JB6112 

CGRS010D 无定价 

［正题名］狭山事件裁判資料 

［第一责任人］石川一雄君を守ゐ会編 

［東京］ 

［出版者］石川一雄君を守ゐ会 

［出版日期］［19 ?］ 

［東京］c 石川一雄君を守ゐ会 d［19 ?］ a49pd25cm1 a 第二審最終弁論（総論）資料事

件の經過と特質  a361.86v302a 石川一雄君を守ゐ会 4 編  0aCNbCASS11c20030812 

a11bR0000973d361.86e88f1v :4zly aR0000973hR0000973 

!!JB6113 

CGRS010D 无定价 

［正题名］人間革命 

［第一责任人］户田城聖著 

［出版者］聖教新聞社 

［出版日期］1972.10 

［丛编题名］聖教文庫 26 

［知识责任］户田城聖 著 

 

 

［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］1959.5 

［正题名］道德教育に関すゐ問題点（草案） 

［第一责任人］日本教育学会編 

［東京］ 

［出版者］日本教育学会 

［出版日期］1957.10 

［東京］c 日本教育学会 d1957.10  a35pd26cm  a371.6v302a 日本教育学会 4 編 

0aCNbCASS11c20030813 a11bR0009518d371.6e0f1zly aR0009518hR0009518 

!!JB6116 

CGRS010D 无定价 

［正题名］私本三里塚 

［第一责任人］早瀨二朗著 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］1972.1 

［知识责任］早瀨二朗 著 

 

 

［正题名］人民の勝利 

［第一责任人］日本共產黨關西地方委員會編 

［東京］ 

［出版者］日本共產黨關西地方委員會 

［出版日期］［1948.11］ 

［東京］c 日本共產黨關西地方委員會 d［1948.11］ a95pc 图 d19cm1 a 行動委員會の一週

間  a315v302a 日 本 共 產 黨 關 西 地 方 委 員 會 4 編  0aCNbCASS11c20030813 

a11bR0009505d315e13f1zly aR0009505hR0009505 

!!JB6118 

CGRS010D 无定价 

［正题名］『幕末日本の外交違和顚末』 

［第一责任人］ポムペ·フアン·メ－ルデルフ－ルト述 

［译者］荒瀨進譯 

［東京］ 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］1952.2 

［知识责任］メ－ルデルフ－ルト 述 

［次知识责任］荒瀨進 譯 

 

 

［正题名］所謂『生麥事件』に關すゐ日英應酬文書とポムペ醫官のてれが批判 

［第一责任人］荒瀨進著 

［東京］ 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］荒瀨進 著 

 



 

［正题名］文久年間に於けゐ外國貿易の發展と幕府の抑壓政策 

［第一责任人］石井孝著 

［東京］ 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］1935.9 

［知识责任］石井孝 著 

 

 

［正题名］すベての共產党員と進步勢力に訴えゐ 

［第一责任人］原則道著 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］1968.9 

［知识责任］原則道 著 

 

 

［正题名］箕面忠魂碑慰霊祭違憲訴訟判決全文 

［第一责任人］箕面忠魂碑違憲訴訟を支援すゐ会編 

［出版者］箕面忠魂碑違憲訴訟を支援すゐ会事務局 

［出版日期］1983.3 

［正题名］出嵨オランダ商館に就いて 

［第一责任人］ポムペ·フアン·メ－ルデルフ－ルト述 

［译者］荒瀨進訳 

［東京］ 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］メ－ルデルフ－ルト 述 

［次知识责任］荒瀨進 訳 

 

 

［正题名］紀要『部落解放研究』 

［第一责任人］渡辺俊雄著 

［東京］ 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］渡辺俊雄 著 

 

 

［正题名］狭山事件裁判資料 

［第一责任人］石川一雄君を守ゐ会編 

［東京］ 

［出版者］石川一雄君を守ゐ会 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］第二審石川一雄君の供述 



 

 

［正题名］調整工作 

［第一责任人］現代部落解放運動研究会編 

［東京］ 

［出版者］現代部落解放運動研究会 

［出版日期］1977.5 

［東京］c 現代部落解放運動研究会 d1977.5 a182pd26cm1 a 松本東京都同対部長（理事）

の部落解放運動についての『報告メモ』 a361.86v302a 現代部落解放運動研究会 4 編 

0aCNbCASS11c20030813 a11bR0000974d361.86e90f1zly aR0000974hR0000974 

!!JB6127 

CGRS010D 无定价 

［正题名］大日本帝國新地圖 

［第一责任人］修文館編修部編 

［出版者］修文館 

［出版日期］1877.12 

［正题名］土佐勤王党考察 

［第一责任人］松田智幸著 

［出版者］［出版社不详］ 

［出版日期］1997.9 

［附注内容］幕末史研究 

［知识责任］松田智幸 著 

 

 

［正题名］「部落地名総鑑」「部落リスト」差別事件糾弾闘争の中間総括と今後の方向 

［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 

［出版日期］1977.3 

［正题名］「1969 年経済協力の現状と問題奌」の概要 

［第一责任人］通商產業省貿易振興局編 

［東京］ 

［出版者］通商產業省貿易振興局 

［出版日期］1969.11 

［東京］c 通商產業省貿易振興局 d1969.11 a72pc 表格 d25cm a333.8v302a 通商產業省貿

易振興局 4 編 0aCNbCASS11c20030813 a11bR0009547d333.8e3f1zly aR0009547hR0009547 

!!JB6131 

CGRS010D 无定价 

［正题名］J·A·A オ－クション図錄 

［第一责任人］日本美術品競売株工会社編 

［出版者］日本美術品競売株工会社 

［出版日期］1973.3 

［正题名］社會科學 

［第一责任人］島田万太郎著 

［出版者］尚文堂 



［出版日期］1933.9 

［知识责任］島田万太郎 著 

 

 

［正题名］佛蘭西語動詞變化の栞 

［第一责任人］田島清編 

［出版者］白水社 

［出版日期］1938.3 

［知识责任］田島清 編 

 

 

［正题名］中連 

［第一责任人］中国帰還者連絡会編 

［出版者］中国帰還者連絡会 

［出版日期］1975.7 

［正题名］伴信友全集 

［第一责任人］市島謙吉編 

［出版者］内外印刷株式會社 

［出版日期］1965.4 

［知识责任］市島謙吉 編 

 

 

［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] 

［次知识责任］村岡典嗣 編 

 

 

［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］1943 

［知识责任］本居宣長 [著] 

［次知识责任］村岡典嗣 編 

 

 

［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］1943 

［知识责任］本居宣長 [著] 

［次知识责任］村岡典嗣 編 

 

 

［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］1944 

［知识责任］本居宣長 [著] 

［次知识责任］村岡典嗣 編 

 

 

［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］1944 

［知识责任］本居宣長 [著] 

［次知识责任］村岡典嗣 編 

 

 

［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-45 

［知识责任］佐藤佐太郎 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 6 

 

 

［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-2515-2537 

［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］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-(32)-554-1 

［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］1955 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤-554-9 

［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］1956 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤-555-0 

［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］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 11b 

［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］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］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］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 68 

［附注内容］監修:高木市之助ほか 

［附注内容］下の出版年：1965 

［知识责任］坂本太郎 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］1962.1 

［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 61 

［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］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］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］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］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 

［知识责任］大竹悠紀子 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］1987 

［知识责任］大竹悠紀子 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］1987.6 



［知识责任］大竹悠紀子 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］1936.1 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤-1113-1131 

［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］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］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］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］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］1957 

［附注内容］出版者変更: 河出書房(-6 巻) →河出書房新社(7 巻-) 

［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］河出書房新社 

［出版日期］1957 

［附注内容］出版者変更: 河出書房(-6 巻) →河出書房新社(7 巻-) 

［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］河出書房新社 

［出版日期］1958 

［附注内容］出版者変更: 河出書房(-6 巻) →河出書房新社(7 巻-) 

［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］河出書房新社 

［出版日期］1958 

［附注内容］出版者変更: 河出書房(-6 巻) →河出書房新社(7 巻-) 

［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］河出書房新社 

［出版日期］1959 

［附注内容］出版者変更: 河出書房(-6 巻) →河出書房新社(7 巻-) 

［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］河出書房新社 

［出版日期］1961 

［附注内容］出版者変更: 河出書房(-6 巻) →河出書房新社(7 巻-) 



［附注内容］各巻に折込あり 

 

 

［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 81 

［主题词］原爆 

［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 135 

［主题词］原爆 

［知识责任］五味川純平 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］1980 

［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 133 

［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］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］1962.4 

［附注内容］中巻：戦中 

［主题词］転向 

 

 

［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］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］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］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］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］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］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］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］1940.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2191-2195 青(33)-653-2 

［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］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］1961.12 

［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 11 

［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］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］1962.12 

［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 12 

［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］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］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］1981.2 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 22 

［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］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］1928.4 

［主题词］明治維新/史料 

［知识责任］岩崎英重 編輯 

 

 

［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］1985 

［主题词］日本/年鑑 

 

 

［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］1983 

［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］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］1941.11 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 2554-2556 

［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］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］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］新聞雑誌論説 3 (1891.4-1900.12) 

［知识责任］中江兆民 著 

［次知识责任］松本三之介 编 

 

 

［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］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］1943.12 

［主题词］日本/国防/歴史 

［知识责任］住田正一 編 

 

 

［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 351 

［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］1985.6 

［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］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］1980.7 

［附注内容］昭和 13-20 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］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 353 

［知识责任］島津久基 校訂 

［知识责任］紫式部 校訂 

 

 

［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］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］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］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 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］新聞雑誌論説 4 無署名 (1881.3-1889.1) 

［知识责任］中江兆民 著 

［次知识责任］松本三之介 编 

 

 

［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］2001 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］新聞雑誌論説 5 無署名 (1889-1901) 

［知识责任］中江兆民 著 

［次知识责任］松本三之介 编 

 

 

［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］2001 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］書簡，題辞·揮毫ほか (付 第二刷補遺) 

［知识责任］中江兆民 著 

［次知识责任］松本三之介 编 

 

 

［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］2001 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］17:雑纂. 別巻：中江兆民関係記事，年譜ほか 

［附注内容］17 巻付録:月報 初刊時(1983 年 11 月～1986 年 4 月)月報の配本順による合本 

［知识责任］中江兆民 著 

［次知识责任］松本三之介 编 

 

 

［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］2001.7 

［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 编 

 

 

［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］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］1988 

［附注内容］英文併記 

［附注内容］第 4 巻:資料篇 

［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］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］1984 

［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］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］1985 

［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］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］1986 

［主题词］日本/年鑑 

 

 

［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］1987 

［主题词］日本/年鑑 

 

 

［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］1988 

［主题词］日本/年鑑 

 

 

［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］1989 

［主题词］日本/年鑑 

 

 

［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］1990 

［主题词］日本/年鑑 

 

 

［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］1991 

［主题词］日本/年鑑 

 



 

［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］1992 

［主题词］日本/年鑑 

 

 

［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］1993 

［主题词］日本/年鑑 

 

 

［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］1994 

［主题词］日本/年鑑 

 

 

［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］1995 

［主题词］日本/年鑑 

 

 

［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］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］1980.1 



［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 107 

［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］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］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］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］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 50 

［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］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 779 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］黒羽清隆 著 

 

 

［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］1954 

［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］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］1957 

［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］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］1958 

［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］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］1959 

［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］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］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］1940 

［知识责任］黒板勝美 著 

 

 

［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］1940 

［知识责任］黒板勝美 著 

 

 

［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］1940 

［知识责任］黒板勝美 著 

 

 

［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］1941 

［知识责任］黒板勝美 著 

 

 

［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］1941 



［知识责任］黒板勝美 著 

 

 

［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］1941 

［知识责任］黒板勝美 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］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］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］1975 

［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］1970 

［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］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］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］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］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］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］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］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］明治 2 年 1 月-5 年 12 月 

 

 

［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］1969 

［附注内容］明治 6 年 1 月-9 年 12 月 

 

 

［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］1971 

［附注内容］明治 10 年 1 月-12 年 12 月 

 

 

［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］1973 

［附注内容］明治 13 年 1 月-15 年 12 月 

 

 

［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］1976 

［附注内容］明治 16 年 1 月-20 年 12 月 

 

 

［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］1977 

［附注内容］明治 21 年 1 月-24 年 12 月 

 

 

［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］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］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］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］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］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］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］1981.11 

［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］1981.11 

［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］1981.11 

［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］1981.11 

［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］造反有理 

［第一责任人］東方書店出版部編 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1969.10 

［丛编题名］人民双書 

［丛编题名］ジンミン ソウショ 6 

［主题词］中国文化大革命 

 

 

［正题名］日本帝国主義下の満州移民 

［第一责任人］満州移民史研究会編 

［出版者］龍溪書舎 

［出版日期］1976.11 

［附注内容］執筆：浅田喬二ほか 

［主题词］移民·植民日本/満州 

［主题词］開拓/満州 

［次知识责任］浅田喬二 执笔 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史年表 

［第一责任人］岡崎次郎，楫西光速，倉持博編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1954.9 

［主题词］資本主義 

［知识责任］岡崎次郎 编 

［知识责任］楫西光速 编 

［知识责任］倉持博 编 

 

 

［正题名］フランスの内乱 

［第一责任人］マルクス〔著〕 

［译者］山田鉄治訳 



［出版者］希望閣 

［出版日期］1931.3 

［丛编题名］希望閣文庫 

［丛编题名］キボウカク ブンコ 3 

［附注内容］附：義勇軍とパルチザン戦争 

［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］Marx, 编 

［次知识责任］山田鉄治 

 

 

［正题名］北方領土問題資料集 

［出版者］北方領土問題対策協会 

［出版日期］1972.3 

［附注内容］南方同胞援護会が昭和 43 年に発刊したものの増補改訂版 

［附注内容］北方領土関係年表：p291-337 

［主题词］日本/外国関係/ロシア 

 

 

［正题名］千島小笠原島史考 

［第一责任人］大熊良一著 

［出版者］しなの出版 

［出版日期］1969 

［主题词］千島 

［主题词］小笠原諸島 

［知识责任］大熊良一 著 

 

 

［正题名］胡耀邦 

［第一责任人］楊中美著 

［译者］児野道子訳，矢吹晋序 

［出版者］蒼蒼社 

［出版日期］1989.6 

［附注内容］序：矢吹晋 

［附注内容］胡耀邦年譜：p265-273 

［知识责任］楊中美 著 

［知识责任］Yang 著 

［次知识责任］兒野道子 著 

 

 

［正题名］中国社会主義の展開 

［第一责任人］杉野明夫著 

［出版者］ミネルヴァ書房 

［出版日期］1971.7 

［主题词］中国 1949-中華人民共和国/社会 



［主题词］中国 1949-中華人民共和国/経済 

［知识责任］杉野明夫 著 

 

 

［正题名］南京への道 

［第一责任人］本多勝一著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1987.1 

［丛编题名］朝日ノンフィクション 

［丛编题名］アサヒ ノンフィクション 

［主题词］南京事件 

［知识责任］本多勝一 著 

 

 

［正题名］満州事変 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1988.6 

［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 1 

［附注内容］各章末：主要参考文献 

［附注内容］参照·引用文献一覧： p285～294 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］藤原彰 编集 

［知识责任］今井清一 编集 

 

 

［正题名］大正の青年と帝國の前途 

［第一责任人］徳富猪一郎著 

［出版者］民友社 

［出版日期］1916.11 

［附注内容］年表： 巻末 p1-29. 人物年表：巻末 p30-49 

［主题词］社会思想 

［知识责任］徳富蘇峰 著 

 

 

［正题名］國際資本戰 

［第一责任人］東京朝日新聞経済部編 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1925.5 

［主题词］国際経済 

 

 

［正题名］日本資本主義の歩み 

［第一责任人］李純青著 



［译者］小林信訳 

［出版者］駿台社 

［出版日期］1955.10 

［主题词］日本/経済/歴史/現代 

［主题词］資本主義/日本 

［知识责任］李純青 著 

［次知识责任］小林信 訳 

 

 

［正题名］日本恐慌史論 

［第一责任人］大島清著 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1965.8 

［主题词］恐慌/歴史 

［知识责任］大島清 著 

 

 

［正题名］日本恐慌史論 

［第一责任人］大島清著 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1955.9 

［主题词］恐慌/歴史 

［知识责任］大島清 著 

 

 

［正题名］日本資本主義論争 

［第一责任人］内田穣吉著 

［出版者］新興出版社 

［出版日期］1949.12 

［附注内容］記述は 1949 年 12 月(再版)による 

［知识责任］内田穣吉 

 

 

［正题名］日本資本主義社会の矛盾 

［第一责任人］平野義太郎著 

［出版者］理論社 

［出版日期］1954.3 

［丛编题名］平野義太郎新著作集 

［丛编题名］ヒラノ ヨシタロウ シンチョサクシュウ 民族解放の理論的諸問題 ミンゾク 

カイホウ ノ リロンテキ ショモンダイ 1 

［主题词］資本主義/日本 

［知识责任］平野義太郎 著 

 

 



［正题名］日本経済分析 

［第一责任人］大川一司著 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1962 

［丛编题名］現代経済学全集 

［丛编题名］ゲンダイ ケイザイガク ゼンシュウ 第 13 巻 

［主题词］日本/経済 

［知识责任］大川一司 著 

 

 

［正题名］昭和金融恐慌史 

［第一责任人］銀行問題研究会編 

［出版者］銀行問題研究会 

［出版日期］1927 

［丛编题名］銀行論叢 

［丛编题名］ギンコウ ロンソウ 第 9 巻臨時増刊 

［主题词］恐慌/歴史 

 

 

［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］1962.10 

［正题名］日本帝国主義と綿業 

［第一责任人］西川博史著 

［出版者］ミネルヴァ書房 

［出版日期］1987.1 

［附注内容］巻末： 年表 

［主题词］綿業/歴史 

［知识责任］西川博史 著 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1932.5 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1932.10 



［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］講座日本近代法発達史 

［第一责任人］鵜飼信成 [ほか] 編集 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1958.10 

［主题词］法制史/日本/明治以後 

［知识责任］鵜飼信成 编集 

 

 

［正题名］講座日本近代法発達史 

［第一责任人］鵜飼信成 [ほか] 編集 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1959.1 

［主题词］法制史/日本/明治以後 

［知识责任］鵜飼信成 编集 

 

 

［正题名］講座日本近代法発達史 

［第一责任人］鵜飼信成 [ほか] 編集 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1959.6 

［主题词］法制史/日本/明治以後 

［知识责任］鵜飼信成 编集 

 

 

［正题名］講座日本近代法発達史 

［第一责任人］鵜飼信成 [ほか] 編集 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1959.10 

［主题词］法制史/日本/明治以後 

［知识责任］鵜飼信成 编集 

 

 

［正题名］講座日本近代法発達史 

［第一责任人］鵜飼信成 [ほか] 編集 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1960.6 

［主题词］法制史/日本/明治以後 

［知识责任］鵜飼信成 编集 

 

 

［正题名］講座日本近代法発達史 



［第一责任人］鵜飼信成 [ほか] 編集 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1961.9 

［主题词］法制史/日本/明治以後 

［知识责任］鵜飼信成 编集 

 

 

［正题名］講座日本近代法発達史 

［第一责任人］鵜飼信成 [ほか] 編集 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1967.7 

［主题词］法制史/日本/明治以後 

［知识责任］鵜飼信成 编集 

 

 

［正题名］未解放部落研究 

［第一责任人］上田一雄著 

［出版者］潮文社 

［出版日期］1956.10 

［知识责任］上田一雄 著 

 

 

［正题名］自由民権運動の研究 

［第一责任人］内藤正中著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1964.3 

［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］内藤正中 著 

 

 

［正题名］戊辰日記 

［第一责任人］岩崎英重編 

［出版者］日本史籍協会 

［出版日期］1925.10 

［知识责任］岩崎英重 编 

 

 

［正题名］歴史の実験 

［第一责任人］五味川純平著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1959.3 

［知识责任］五味川純平 著 

 



 

［正题名］静岡県の自由民権運動 

［第一责任人］静岡県近代史研究会編 

［出版者］静岡県近代史研究会 

［出版日期］1981.8 

［丛编题名］静岡県近代史研究叢書 

［丛编题名］シズオカケン キンダイシ ケンキュウ ソウショ 2 

［附注内容］静岡県自由民権運動関係文献目録·静岡県自由民権運動史略年表：p71-81 

［附注内容］遡及 

［主题词］自由民権運動 

［主题词］静岡県/歴史 

 

 

［正题名］土佐の自由民権運動 

［第一责任人］外崎光広著 

［出版者］高知市文化振興事業団 

［出版日期］1988.10 

［丛编题名］高知レポート 

［丛编题名］コウチ レポート 4 

［主题词］自由民権運動 

［知识责任］外崎光広 著 

 

 

［正题名］古代國家の解體 

［第一责任人］林屋辰三郎著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1955.10 

［知识责任］林屋辰三郎 著 

 

 

［正题名］田中正造 

［第一责任人］由井正臣著 

［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 黄版 274 

［附注内容］参考文献：p221-224 

［知识责任］由井正臣 著 

 

 

［正题名］兆民選集 

［第一责任人］中江篤介著 

［译者］嘉治隆一編校 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1936.4 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 青-181,1283ー1284 

［知识责任］中江兆民 著 

［次知识责任］嘉治隆一 编校 

 

 

［正题名］植木枝盛研究 

［第一责任人］家永三郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.8 

［主题词］自由民権運動 

［知识责任］家永三郎 著 

 

 

［正题名］各國學士院紀略 

［出版者］東京学士会院 

［出版日期］1880.5 

［正题名］自由黨史 

［第一责任人］宇田友猪，和田三郎編 

［出版者］照片 

［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］杉田鶉山翁 

［第一责任人］雑賀博愛著 

［出版者］鶉山会 

［出版日期］1956.11 

［附注内容］杉田鶉山翁年譜：p811～817 

［知识责任］雑賀博愛 著 

 

 

［正题名］片岡健吉先生傳 

［第一责任人］川田瑞穂著 

［出版者］立命館出版部 

［出版日期］1940 

［附注内容］片岡健吉の肖像あり 

［附注内容］巻末：片岡健吉先生年譜 

［知识责任］川田瑞穂 著 



 

 

［正题名］田中正造ノート 

［第一责任人］日向康著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1981.1 

［知识责任］日向康 

 

 

［正题名］日本古代文化の成立 

［第一责任人］江上波夫，上田正昭編 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1973.8 

［附注内容］東アジアの古代文化を考える会と毎日新聞社の共催による“日本古代文化シ

リーズー講演会とシンポジウム"の第 2 回『東アジアの中で見た日本古代文化』をまとめた

もの 

［附注内容］内容：照葉樹林地帯の焼畑農耕文化(佐々木高明) 古代ヤポネシア(大林太良) 

古代朝·日関係史研究の歪み(李進煕) 王仁と古市古墳群の謎(金達寿) 高松塚壁画古墳の

東アジア史的意味(上原和) 倭国から日本国へ(上田正昭) シンポジウム「日本古代文化の

成立」 

［主题词］日本/文化/歴史/古代 

［知识责任］江上波夫 编 

［知识责任］上田正昭 编 

 

 

［正题名］さまよえる歌集 

［第一责任人］梅原猛著 

［出版者］集英社 

［出版日期］1974.11 

［附注内容］年表：p362-365 

［知识责任］梅原猛 著 

 

 

［正题名］植木枝盛家族制度論集 

［第一责任人］植木枝盛著 

［译者］外崎光広編 

［出版者］高知市立市民図書館 

［出版日期］1957.5-1959.6 

［丛编题名］市民叢書 

［丛编题名］シミン ソウショ 7 

［附注内容］[本編]： 著者の肖像あり 

［主题词］家族 

［知识责任］植木枝盛 著 

［次知识责任］外崎光広 编 



 

 

［正题名］自由民権·静岡事件 

［第一责任人］原口清著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1984.2 

［主题词］静岡事件 

［主题词］自由民権運動 

［知识责任］原口清 著 

 

 

［正题名］神代史の研究 

［第一责任人］津田左右吉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.2 

［附注内容］例言(昭和 10 年 6 月付)に，増刷を機会に訂正した旨の記述あり 

［知识责任］津田左右吉 著 

 

 

［正题名］日本古代国家の構造 

［第一责任人］直木孝次郎著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1958.11 

［附注内容］引用文献目録：巻末 p17-21 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］直木孝次郎 著 

 

 

［正题名］明治戊辰局外中立顛末 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1932.1 

［主题词］日本/外国関係/歴史/江戸末期 

［知识责任］大塚武松 编輯 

 

 

［正题名］淀稻葉家文書 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1926.12 

［附注内容］子爵淀稲葉家蔵版 

 

 

［正题名］藩制一覽 

［第一责任人］大塚武松編輯 



［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1928.8 

［主题词］法制史/日本/明治時代 

［知识责任］大塚武松 編輯 

CGRS905BR0008030 

CGRS905D322.16 

CGRS905E1 

CGRS905F1 

CGRS905V :1 

CGRS999900893nam0 2200289   45 

-01004500000-0100520004500100130009701000170011003500200012710000410014710100080

01881020007001961050018002031060006002212000046002272100031002732150015003045170

04100319517003200360606003900392690001400431701005000445801002200495801002500517

905003800542906002300580/井上清文库/ctlno/0006327|24b54b3fbc18000021/我的电脑/图

书 总 库 /ctlno/0006327|12a54b3fb718000021032003000180  b 上 卷 d 非 賣 品 

a(NII)BN09698299  a19931012d1928   km y0jpny0120   da0 ajpn  aJP  ay   z  

000yy ar1 a藩制一覽Aハンセイ イチランf大塚武松編輯 a東京c日本史籍協會d1928.8 

a430pd23cm1 a 藩制一覽表 A ハンセイ イチラン ヒョウ 1 a 藩制一覧 A ハンセイ イチラン

0 a 法制史 A ホウセイシ y 日本 z 明治時代 a322.16v3 0a 大塚武松 A オオツカ タケマツ

f1878-19464 編 輯  0aJPbNIIc19970423 2aCNbCASS11c20030709 

abR0008030d322.16e1f1v :1zxm aR0008030hR0008030 

!!JB6328 

CGRS010D 非賣品 

［正题名］藩制一覽 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1929.1 

［主题词］法制史/日本/明治時代 

［知识责任］大塚武松 編輯 
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CGRS010D 非賣品 

［正题名］田健治郎伝 

［第一责任人］田健治郎伝記編纂会編 

［出版者］田健治郎伝記編纂会 

［出版日期］1932.6 

［附注内容］譲山田健治郎君年譜：巻末 p1-42 

 

 

［正题名］米澤藩戊辰文書 

［第一责任人］藤井甚太郎編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1935.2 

［主题词］戊辰の役 

［主题词］米沢藩 

［知识责任］藤井甚太郎 編輯 

 

 

［正题名］嵯峨實愛日記 

［第一责任人］大塚武松編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1931.1 

［主题词］明治維新 

［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］1932.8 

［主题词］明治維新 

［知识责任］大塚武松 編輯 

 

 

［正题名］大日本女姓人名辭書 

［第一责任人］高群逸枝著 

［出版者］厚生閣 

［出版日期］1936.10 

［主题词］婦人/伝記/辞書 

［知识责任］高群逸枝 著 

 

 



［正题名］部落問題と解放教育 

［第一责任人］村越末男著 

［出版者］部落解放研究所 

［出版日期］1971.10 

［主题词］部落問題 

［主题词］同和教育 

［知识责任］村越末男 著 

 

 

［正题名］韓國政治史 

［第一责任人］朴己出著 

［出版者］民族統一問題研究院朴己出先生著作刊行会 

［出版日期］1976.8 

［附注内容］英文併載 

［主题词］朝鮮 1948- 大韓民国/政治/歴史 

［知识责任］朴己出 著 

 

 

［正题名］大阪の同和事業と解放運動 

［第一责任人］大阪府同和事業促進協議会編 

［出版者］部落解放研究所 

［出版日期］1977.5 

［附注内容］大阪府同和事業促進協議会略年表：p480～497 

［主题词］部落問題/歴史 

［主题词］同和事業 

［主题词］大阪府 

 

 

［正题名］伯爵清浦奎吾傳 

［第一责任人］井上正明編輯 

［出版者］伯爵清浦奎吾傳刊行会 

［出版日期］1935.7 

［附注内容］清浦奎吾の肖像あり 

［附注内容］監修：蘇峰徳富猪一郎. 編輯：井上正明 

［知识责任］井上正明 編輯 

 

 

［正题名］伯爵清浦奎吾傳 

［第一责任人］井上正明編輯 

［出版者］伯爵清浦奎吾傳刊行会 

［出版日期］1935.7 

［附注内容］清浦奎吾の肖像あり 

［附注内容］監修：蘇峰徳富猪一郎. 編輯：井上正明 

［知识责任］井上正明 編輯 



 

 

［正题名］抗日韓国学生運動史 

［第一责任人］金成植著 

［译者］金学鉉訳 

［出版者］高麗書林 

［出版日期］1974.4 

［附注内容］学生運動関係年表(1905-1945 年)，参考文献： p301-316 

［主题词］学生運動/朝鮮/歴史 

［主题词］民族運動/朝鮮/歴史 

［主题词］排日問題 

［知识责任］金成植 著 

［次知识责任］金学鉉 訳 

 

 

［正题名］日本歴史物語 

［第一责任人］管宫川寅雄编 

［出版者］河出書房新社 

［正题名］部落の人間像 

［第一责任人］部落問題研究所編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1960.10 

［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 5 

［主题词］部落問題/歴史 

 

 

［正题名］同和教育 

［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 4 

［主题词］部落問題/歴史 

 

 

［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］1960.7 

［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 2 

［主题词］部落問題/歴史 

 



 

［正题名］部落の現状 

［第一责任人］部落問題研究所編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1960.8 

［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 3 

［主题词］部落問題/歴史 

 

 

［正题名］人物近代日本軍事史 

［第一责任人］渡邉幾治郎著 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1937.9 

［主题词］軍人 

［知识责任］渡辺幾治郎 著 

 

 

［正题名］法隆寺の彫刻 

［第一责任人］久野健文 

［译者］長谷川伝次郎写真 

［出版者］中央公論美術出版 

［出版日期］1958 

［主题词］彫刻日本/歴史 

［主题词］仏像 

［主题词］法隆寺 

［知识责任］久野健 文 

［知识责任］長谷川傳次郎 写真 

 

 

［正题名］大久保利通関係文書 

［第一责任人］立教大学文学部史学科日本史研究室編 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1965.1 

［正题名］奥田家文書 

［第一责任人］奥田家文書研究会編 

［出版者］大阪府立図書館 

［出版日期］1969.3 

［附注内容］第 14，15 巻の出版者：大阪府立中之島図書館 

［主题词］日本/歴史/江戸時代/史料 

［主题词］部落問題 

［主题词］奥田家 

 

 



［正题名］大久保利通関係文書 

［第一责任人］立教大学文学部史学科日本史研究室編 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1966.12 

［正题名］奥田家文書 

［第一责任人］奥田家文書研究会編 

［出版者］大阪府立図書館 

［出版日期］1970.1 

［附注内容］第 14，15 巻の出版者：大阪府立中之島図書館 

［主题词］日本/歴史/江戸時代/史料 

［主题词］部落問題 

［主题词］奥田家 

 

 

［正题名］奥田家文書 

［第一责任人］奥田家文書研究会編 

［出版者］大阪府立図書館 

［出版日期］1971.1 

［附注内容］第 14，15 巻の出版者：大阪府立中之島図書館 

［主题词］日本/歴史/江戸時代/史料 

［主题词］部落問題 

［主题词］奥田家 

 

 

［正题名］奥田家文書 

［第一责任人］奥田家文書研究会編 

［出版者］大阪府立図書館 

［出版日期］1971.2 

［附注内容］第 14，15 巻の出版者：大阪府立中之島図書館 

［主题词］日本/歴史/江戸時代/史料 

［主题词］部落問題 

［主题词］奥田家 

 

 

［正题名］奥田家文書 

［第一责任人］奥田家文書研究会編 

［出版者］大阪府立図書館 

［出版日期］1971.3 

［附注内容］第 14，15 巻の出版者：大阪府立中之島図書館 

［主题词］日本/歴史/江戸時代/史料 

［主题词］部落問題 

［主题词］奥田家 

 

 



［正题名］奥田家文書 

［第一责任人］奥田家文書研究会編 

［出版者］大阪府立図書館 

［出版日期］1972.2 

［附注内容］第 14，15 巻の出版者：大阪府立中之島図書館 

［主题词］日本/歴史/江戸時代/史料 

［主题词］部落問題 

［主题词］奥田家 

 

 

［正题名］奥田家文書 

［第一责任人］奥田家文書研究会編 

［出版者］大阪府立図書館 

［出版日期］1972.8 

［附注内容］第 14，15 巻の出版者：大阪府立中之島図書館 

［主题词］日本/歴史/江戸時代/史料 

［主题词］部落問題 

［主题词］奥田家 

 

 

［正题名］奥田家文書 

［第一责任人］奥田家文書研究会編 

［出版者］大阪府立図書館 

［出版日期］1972.11 

［附注内容］第 14，15 巻の出版者：大阪府立中之島図書館 

［主题词］日本/歴史/江戸時代/史料 

［主题词］部落問題 

［主题词］奥田家 

 

 

［正题名］差別はごめんだ 

［第一责任人］東上高志著 

［出版者］明治図書出版 

［出版日期］1963 

［丛编题名］教育問題新書 

［丛编题名］キョウイク モンダイ シンショ 1 

［知识责任］東上高志 著 

 

 

［正题名］天皇の軍隊 

［第一责任人］大谷敬二郎著 

［出版者］図書出版社 

［出版日期］1972.10 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 



［主题词］統帥権 

［知识责任］大谷敬二郎 著 

 

 

［正题名］討論 

［第一责任人］朝日新聞社編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1947.5 

［正题名］公明党の歩み 

［第一责任人］松島淑，谷口卓三編 

［出版者］公明党機関紙局 

［出版日期］1969.7 

［主题词］公明党 

［知识责任］松島淑 編 

［知识责任］谷口卓三 編 

 

 

［正题名］日本共産党本部 

［第一责任人］思想運動研究所編 

［出版者］全貌社 

［出版日期］1967.6 

［主题词］日本共産党 

 

 

［正题名］民主主義の神話 

［第一责任人］谷川雁等著 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1960.10 

［附注内容］内容：定型の超克(谷川雁) 擬制の終焉(吉本隆明) 自己権力への幻想(埴谷雄

高) 六月行動の政治と文学(森本和夫) 民主主義と暴力と前衛(梅本克己) 党物神崇拝の崩

壊(黒田憲一) 

［附注内容］***遡及データによる流用入力である 

［主题词］政治 

［知识责任］谷川雁 著 

 

 

［正题名］私の読んだ本 

［第一责任人］松田道雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.5 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 786 

［知识责任］松田道雄 著 

 



 

［正题名］子どものモスクワ 

［第一责任人］松下恭子著 

［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-824 

［主题词］ロシア/教育 

［知识责任］松下恭子 著 

 

 

［正题名］国際連合 

［第一责任人］明石康著 

［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-920 

［主题词］国際連合 

［知识责任］明石康 著 

 

 

［正题名］日本の憲法問題 

［第一责任人］イ·ラティシェフ著 

［译者］本間七郎訳 

［出版者］刀江書院 

［出版日期］1962.7 

［知识责任］LatyshevI. A. IgorˊAleksandrovich, 著 

［次知识责任］本間七郎 訳 

 

 

［正题名］チベット 

［第一责任人］アラン·ウィニントン著 

［译者］阿部知二訳 

［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-361 

［附注内容］Tibet : the record of a journey.の翻訳 

［知识责任］阿部知二 訳 

 

 

［正题名］日本の基地 

［第一责任人］潮見俊隆著 

［出版者］東京大学出版会 



［出版日期］1965.8 

［丛编题名］東大新書 

［丛编题名］トウダイ シンショ 

［主题词］軍事基地 

［知识责任］潮見俊隆 著 

 

 

［正题名］戦後労働運動史論 

［第一责任人］高島喜久男著 

［出版者］柘植書房 

［出版日期］1977.9 

［主题词］労働運動/日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］高島喜久男 著 

 

 

［正题名］日中交渉秘録 

［第一责任人］田川誠一著 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1973 

［附注内容］中国関係年表：p386-390 

［主题词］日本/外国関係/中国 1949- 中華人民共和国 

［知识责任］田川誠一 著 

 

 

［正题名］官憲の暴行 

［第一责任人］産別会議情報宣伝部編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1948.12 

［主题词］労働争議 

［知识责任］産別会議情報宣伝部 編 

 

 

［正题名］日教組とわが戦い 

［第一责任人］平垣美代司著 

［出版者］暁書房 

［出版日期］1982.10 

［附注内容］著者の肖像あり 

［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］労働運動/日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］平垣美代司 著 

 

 

［正题名］内灘闘争資料集 

［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 

［附注内容］内灘闘争関係年表： p417-435 

［附注内容］付(別冊 84p)：内灘闘争資料目録(子書誌) 

［主题词］軍事基地 

［主题词］内灘町石川県 

 

 

［正题名］南白江藤新平遺稿 

［第一责任人］江藤新平稿 

［译者］江藤新作著 

［出版者］吉川半七 

［出版日期］1900.9 

［附注内容］附録：南白先生小伝 

［附注内容］和装，袋綴本 

［知识责任］江藤新平 稿 

［次知识责任］江藤新作 著 

 

 

［正题名］南白江藤新平遺稿 

［第一责任人］江藤新平稿 

［译者］江藤新作著 

［出版者］吉川半七 

［出版日期］1900.9 

［附注内容］附録：南白先生小伝 

［附注内容］和装，袋綴本 

［知识责任］江藤新平 稿 

［次知识责任］江藤新作 著 

 

 

［正题名］河野磐州伝 

［第一责任人］河野磐州傳編纂會著 

［出版者］河野磐州傳刊行會 

［出版日期］1923.12 

［知识责任］河野磐州伝編纂会 著 

 

 

［正题名］ブルジョア民主主義革命 

［第一责任人］平野義太郎著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1948.2 

［主题词］資本主義/日本 

［知识责任］平野義太郎 著 

 



 

［正题名］明治前期地方政治史研究 

［第一责任人］原口清著 

［出版者］塙書房 

［出版日期］1974.12 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代 

［主题词］静岡藩 

［主题词］自由民権運動 

［知识责任］原口清 著 

 

 

［正题名］河野磐州伝 

［第一责任人］河野磐州傳編纂會著 

［出版者］河野磐州傳刊行會 

［出版日期］1923.12 

［知识责任］河野磐州伝編纂会 著 

 

 

［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］1915.5 

［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］1914.11 

［附注内容］内容 6：経済録，経済録拾遺，春台上書，産語(太宰純著)，民家生要記(源卯

著)，燕居偶筆(大目履斉著)，救餓大意(三輪希賢著)，辻六郎左衛門上書宣室夜話(山県周

南著)，治国修身録(岡白駒著)，斉桓問對(沢村琴所著)，金銀吹替評，杢政談，地方国本録

(太田英任著) 

［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］1915.4 

［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］1914.12 

［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］1915.10 

［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］1915.3 

［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］1915.1 

［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］1915.2 

［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］1915.7 

［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］1915.8 

［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］1915.9 

［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］1915.6 

［知识责任］滝本誠一 編 

 

 

［正题名］山口県自由民権運動史料集 

［第一责任人］田村貞雄編 

［出版者］マツノ書店 

［出版日期］1983.9 

［附注内容］限定 800 部 

［附注内容］山口県自由民権運動史年表： p238-246 

［主题词］自由民権運動 

［知识责任］田村貞雄 編 

 

 

［正题名］山川均全集 

［第一责任人］山川均著 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1966.10 

［附注内容］子書誌あり. 第 20 巻は別書誌<BA54539866> 

［附注内容］付：月報あり 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］社会主義 

［知识责任］山川均 著 



 

 

［正题名］山川均全集 

［第一责任人］山川均著 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1968.7 

［附注内容］子書誌あり. 第 20 巻は別書誌<BA54539866> 

［附注内容］付：月報あり 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］社会主義 

［知识责任］山川均 著 

 

 

［正题名］山川均全集 

［第一责任人］山川均著 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1967.8 

［附注内容］子書誌あり. 第 20 巻は別書誌<BA54539866> 

［附注内容］付：月報あり 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］社会主義 

［知识责任］山川均 著 

 

 

［正题名］山川均全集 

［第一责任人］山川均著 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1967.1 

［附注内容］子書誌あり. 第 20 巻は別書誌<BA54539866> 

［附注内容］付：月報あり 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］社会主義 

［知识责任］山川均 著 

 

 

［正题名］山川均全集 

［第一责任人］山川均著 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1966.8 

［附注内容］子書誌あり. 第 20 巻は別書誌<BA54539866> 

［附注内容］付：月報あり 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］社会主義 

［知识责任］山川均 著 



 

 

［正题名］山川均全集 

［第一责任人］山川均著 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1966.6 

［附注内容］子書誌あり. 第 20 巻は別書誌<BA54539866> 

［附注内容］付：月報あり 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］社会主義 

［知识责任］山川均 著 

 

 

［正题名］日本農民詩史 

［第一责任人］松永伍一著 

［出版者］法政大学出版局 

［出版日期］1967.10 

［主题词］日本詩/歴史 

［主题词］詩人 

［知识责任］松永伍一 著 

 

 

［正题名］日本農民詩史 

［第一责任人］松永伍一著 

［出版者］法政大学出版局 

［出版日期］1968.12 

［主题词］日本詩/歴史 

［主题词］詩人 

［知识责任］松永伍一 著 

 

 

［正题名］日本農民詩史 

［第一责任人］松永伍一著 

［出版者］法政大学出版局 

［出版日期］1969.2 

［主题词］日本詩/歴史 

［主题词］詩人 

［知识责任］松永伍一 著 

 

 

［正题名］日本農民詩史 

［第一责任人］松永伍一著 

［出版者］法政大学出版局 

［出版日期］1970.1 



［主题词］日本詩/歴史 

［主题词］詩人 

［知识责任］松永伍一 著 

 

 

［正题名］日本農民詩史 

［第一责任人］松永伍一著 

［出版者］法政大学出版局 

［出版日期］1970.7 

［主题词］日本詩/歴史 

［主题词］詩人 

［知识责任］松永伍一 著 

 

 

［正题名］我が国に於ける共産主義運動史概論 

［第一责任人］社会問題資料叢書 

［出版者］東洋文化社 

［出版日期］1971.10 

［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

研究資料特輯号 第 56 号 

［附注内容］司法省刑事局『思想研究資料』特輯第 56 号昭和 14 年刊の複製 

［主题词］共産主義/歴史 

 

 

［正题名］更訂國史の研究 

［第一责任人］黒板勝美著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1942.1 

［附注内容］附録：國史公刊目録(自昭和六年至昭和十五年)：總説 p501～531 

［知识责任］黒板勝美 著 

 

 

［正题名］更訂國史の研究 

［第一责任人］黒板勝美著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941.9 

［附注内容］附録：國史公刊目録(自昭和六年至昭和十五年)：總説 p501～531 

［知识责任］黒板勝美 著 

 

 

［正题名］木戸日記 

［第一责任人］極東國際軍事裁判研究會編 

［出版者］平和書房 



［出版日期］1947.11 

［丛编题名］極東國際軍事裁判研究 

［丛编题名］キョクトウ コクサイ グンジ サイバン ケンキュウ 極東国際軍事裁判研究会

編 

［主题词］国際軍事裁判 

［主题词］軍事裁判 

 

 

［正题名］民族の文化について 

［第一责任人］歴史學研究會編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.2 

［丛编题名］歴史學研究 

［丛编题名］レキシガク ケンキュウ 別冊 

［附注内容］大会開催日：1952 年 5 月 3-5 日 

［附注内容］開催場所: 東京大学 

［主题词］歴史/論説 

 

 

［正题名］時代区分上の理論的諸問題 

［第一责任人］歴史学研究会編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.11 

［丛编题名］歴史學研究 

［丛编题名］レキシガク ケンキュウ 別冊 

［附注内容］歴史学研究会 1956 年度大会：5 月 12-13 日：早稲田大学大隈講堂 

［主题词］日本/歴史 

 

 

［正题名］國家權力の諸段階 

［第一责任人］歴史學研究會編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1950.10 

［丛编题名］歴史學研究 

［丛编题名］レキシガク ケンキュウ 別冊 歴史學研究會大會報告 1950 年度 

［主题词］国家 

［主题词］歴史学 

 

 

［正题名］歴史學の成果と課題 

［第一责任人］歴史學研究會編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1950.8 

［主题词］歴史学 



 

 

［正题名］日本歴史讀本 

［第一责任人］早川二郎著 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1937.5 

［附注内容］巻末：社会経済構成より見た世界対照年表·重要事件の年表·参考書解題 

［附注内容］記述は 4 版(1938.4)による 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］早川二郎 著 

 

 

［正题名］歴史学論集 

［第一责任人］遠山茂樹，永原慶二編 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1961.1 

［丛编题名］大学セミナー双書 

［丛编题名］ダイガク セミナー ソウショ 

［附注内容］参考文献：各章末 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］遠山茂樹 編 

［知识责任］永原慶二 編 

 

 

［正题名］革命の序幕 

［第一责任人］木下尚江著 

［译者］山極圭司編 

［出版者］創造社 

［出版日期］1955.2 

［知识责任］木下尚江 著 

［次知识责任］山極圭司 編 

 

 

［正题名］士族反乱の研究 

［第一责任人］後藤靖著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1967.5 

［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］後藤靖 著 

 

 

［正题名］自由民権運動の展開 

［第一责任人］後藤靖著 



［出版者］有斐閣 

［出版日期］1966.1 

［主题词］自由民権運動 

［知识责任］後藤靖 著 

 

 

［正题名］明治前期地方政治史研究 

［第一责任人］原口清著 

［出版者］塙書房 

［出版日期］1972.11 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代 

［主题词］静岡藩 

［主题词］自由民権運動 

［知识责任］原口清 著 

 

 

［正题名］松陰と女囚と明治維新 

［第一责任人］田中彰著 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1991.3 

［丛编题名］NHK ブックス 

［丛编题名］NHK ブックス 619 

［附注内容］関係年表：p195～199 

［附注内容］参考文献：p200～204 

［知识责任］田中彰 著 

 

 

［正题名］戦後五〇年の史的検証 

［第一责任人］粟屋憲太郎…［ほか］編 

［出版者］東出版 

［出版日期］1995.5 

［丛编题名］年報·日本現代史 

［丛编题名］ネンポウ ニホン ゲンダイシ 創刊号 1995 

［附注内容］その他の編者：豊下楢彦，森武磨，吉田裕 

［附注内容］参考文献：各章末 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 1945 年以後 

［知识责任］粟屋憲太郎 編 

［知识责任］豊下楢彦 編 

［知识责任］森武麿 編 

［知识责任］吉田裕 編 

 

 

［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］1996.8 

［主题词］日本/国 防 

 

 

［正题名］社会政策のからくり 

［第一责任人］渡部恒夫著 

［出版者］ぎょうせい 

［出版日期］1991.5 

［附注内容］「現代の社会政策学と労働経済学」第 2 版(高城書房 1987 年刊)の改題増補改

訂 

［附注内容］発売：梓書店 

［主题词］社会政策 

［主题词］労働経済 

［主题词］社会福祉 

［知识责任］渡部恒夫 著 

 

 

［正题名］日本人の成り立ち 

［第一责任人］埴原和郎著 

［出版者］人文書院 

［出版日期］1996.1 

［附注内容］文献：p301～302 

［主题词］人類学 

［主题词］日本人 

［主题词］日本民族 

［知识责任］埴原和郎 著 

 

 

［正题名］昭和史の謎を追う 

［第一责任人］秦郁彦著 

［出版者］文芸春秋 

［出版日期］1993.3 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］秦郁彦 著 

 

 

［正题名］部落解放への挑戦 

［第一责任人］奥田均著 

［出版者］解放出版社 

［出版日期］1994.10 

［主题词］部落問題 

［知识责任］奥田均 著 

 



 

［正题名］アトリーのチャイナ·ストーリー 

［第一责任人］フリーダ·アトリー著 

［译者］西川博史，石堂哲也訳 

［出版者］日本経済評論社 

［出版日期］1993.12 

［附注内容］原書 The China story.の翻訳 

［附注内容］参考文献：p363-370 

［主题词］中国/歴史/近代 

［主题词］アメリカ合衆国/対外関係/中国 

［知识责任］Utley, 著 

［次知识责任］西川博史 訳 

［次知识责任］石堂哲也 訳 

 

 

［正题名］「主人」ということば 

［第一责任人］福田真弓編著 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1993.10 

［附注内容］参考文献一覧：p259-262 

［主题词］婦人問題 

［主题词］男性 

［知识责任］福田真弓 編著 

 

 

［正题名］江青とその一味 

［第一责任人］新井宝雄著 

［出版者］青年出版社 

［出版日期］1977.5 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/政治 

［知识责任］新井宝雄 著 

 

 

［正题名］破防法裁判傍聴記 

［第一责任人］浅田光輝著 

［出版者］れんが書房 

［出版日期］1973.4 

［主题词］破壊活動防止法 

［知识责任］浅田光輝 著 

 

 

［正题名］人にやさしい豊かな社会 

［第一责任人］経済企画庁編 

［出版者］大蔵省印刷局 



［出版日期］1990.11 

［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 平成 2 年版 

［主题词］生活問題 

 

 

［正题名］財政構造改革白書 

［第一责任人］石弘光监監修 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1996.10 

［附注内容］監修：財政制度審議会·財政構造改革特別部会長 石弘光 

［主题词］財政/日本 

［主题词］財政政策 

［知识责任］石弘光 監修 

 

 

［正题名］ある日本軍「慰安婦」の回想 

［第一责任人］マリア·ロサ·L.ヘンソン著 

［译者］藤目ゆき訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1995.12 

［附注内容］著者年譜：巻末 p1-3 

［主题词］慰安婦 

［主题词］太平洋戦争 1941ー1945/会戦 

［知识责任］Henson 著 

［次知识责任］藤目ゆき 訳 

 

 

［正题名］フィリピンの民衆と解放の神学 

［第一责任人］ルーベン·アビト，山田経三編 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1986.2 

［附注内容］参考文献：p213-214 

［主题词］カトリック教会 

［知识责任］アビト 編 

［知识责任］Habito 編 

［知识责任］山田経三 編 

 

 

［正题名］日本資本主義講座 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.10 

［附注内容］総索引：統計·事項 

［附注内容］月報あり 



 

 

［正题名］日本資本主義講座 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.8 

［附注内容］総索引：統計·事項 

［附注内容］月報あり 

 

 

［正题名］軍事史 

［第一责任人］藤原彰著 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1961.2 

［丛编题名］日本現代史大系 

［丛编题名］ニホン ゲンダイシ タイケイ 

［附注内容］参考文献：p273-307 

［附注内容］年表：p309-345 

［知识责任］藤原彰 著 

 

 

［正题名］槙村浩全集 

［第一责任人］岡本正光，山崎小糸，井上泉編 

［出版者］平凡堂書店 

［出版日期］1984.1 

［附注内容］共同刊行：岡本正光，井上泉，発売：平凡堂書店(高知) 槙村浩の肖像あり 

［知识责任］岡本正光 編 

［知识责任］山崎小糸 編 

［知识责任］井上泉 編 

 

 

［正题名］構造改革論 

［第一责任人］向坂逸郎編 

［出版者］至誠堂 

［出版日期］1961.2 

［主题词］社会主義 

［知识责任］向坂逸郎 編 

 

 

［正题名］リトアニア 

［第一责任人］畑中幸子著 

［出版者］日本放送出版協会 

［出版日期］1996.8 

［丛编题名］NHK ブックス 

［丛编题名］NHK ブックス 776 



［主题词］リトアニア/歴史 

［知识责任］畑中幸子 著 

 

 

［正题名］外交文書で語る日韓併合 

［第一责任人］金膺龍著 

［出版者］合同出版 

［出版日期］1996.6 

［附注内容］参考文献：p406～408 

［附注内容］近代朝鮮史関係年表：p400～405 

［主题词］朝鮮/歴史/日韓併合時代 

［主题词］日本/対外関係/朝鮮 

［知识责任］金膺龍 著 

 

 

［正题名］狩野亨吉の生涯 

［第一责任人］青江舜二郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1987 

［丛编题名］中公文庫 

［丛编题名］チュウコウ ブンコ 

［附注内容］年譜：p807～813 

［知识责任］青江舜二郎 著 

 

 

［正题名］片山潜派の社會主義とその運動 

［第一责任人］岸本英太郎編·解説 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1956.11 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 300 資料日本社会運動思想史 明治後期第 8 集 

［主题词］社会運動/歴史 

［主题词］社会主義 

［知识责任］岸本英太郎 解説 

 

 

［正题名］自叙伝 

［正题名］日本脱出記 

［第一责任人］大杉栄著 

［译者］飛鳥井雅道校訂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.1 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 白-218,7222ー7225,青-134-1,青(33)-134-1 



［知识责任］大杉栄 著 

［次知识责任］飛鳥井雅道 校訂 

 

 

［正题名］内側から見たフィリピン革命 

［第一责任人］ホセ·マリア·シソン著 

［译者］鈴木武，岩元エリ子訳 

［出版者］梓書店 

［出版日期］1994.9 

［附注内容］The Philippin revolution.の翻訳 

［附注内容］歴史的出来事の年表とホセ·マリア·シソンの経歴：p232～236 

［主题词］フィリピン/政治·行政 

［知识责任］Sison, 著 

［次知识责任］鈴木武 訳 

［次知识责任］岩元エリ子 訳 

 

 

［正题名］報道協定 

［第一责任人］丸山昇著 

［出版者］第三書館 

［出版日期］1992.5 

［附注内容］報道協定参考資料年表と本書掲載目次：p517-521 

［主题词］ジャーナリズム 

［主题词］マスコミュニケーション 

［主题词］報道の自由 

［知识责任］丸山昇 著 

 

 

［正题名］朝鮮戦争 

［第一责任人］和田春樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1995.1 

［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 80 冊 

［附注内容］文献目録：p371-385 

［主题词］朝鮮戦争 

［主题词］朝鮮戦争 

［知识责任］和田春樹 著 

 

 

［正题名］竹島の歴史地理学的研究 

［第一责任人］川上健三著 

［出版者］古今書院 



［出版日期］1966.8 

［知识责任］川上健三 著 

 

 

［正题名］婦人問題 

［第一责任人］本間久雄著 

［出版者］東京堂 

［出版日期］1947.7 

［主题词］婦人問題 

［知识责任］本間久雄 著 

 

 

［正题名］国際学術団体要覧 

［第一责任人］日本学術会議編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1965.6 

［主题词］学術団体 

 

 

［正题名］松田喜一 

［第一责任人］部落解放同盟大阪府連合会，大阪府同和事業促進協議会，大阪市同和事業

促進協議会編輯 

［出版者］部落解放同盟大阪府連合会 

［出版者］大阪府同和事業促進協議会 

［出版者］大阪市同和事業促進協議会 

［出版日期］1975.2 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］越後の女性 

［第一责任人］新潟中央高等学校社会科学クラブ［編］ 

［出版者］東洋館 

［出版日期］1961.11 

［附注内容］監修：浅妻康二 

［主题词］婦人問題 

［知识责任］新潟中央高等学校社会科学クラブ 編 

 

 

［正题名］大阪市同和事業史 

［第一责任人］大阪市同和問題研究室編 

［出版者］大阪市同和問題研究室 

［出版日期］1968.5 

［附注内容］執筆：小林茂 

［附注内容］大阪市同和事業史年表：p352-366 



［主题词］同和事業 

 

 

［正题名］奈良県同和事業史 

［第一责任人］奈良県同和事業史編纂委員会編 

［出版者］奈良県 

［出版日期］1970.7 

［主题词］同和事業/歴史 

［主题词］部落問題 

［知识责任］奈良県同和事業史編纂委員会 編 

 

 

［正题名］紅と紺と 

［第一责任人］林屋辰三郎編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1966.5 

［附注内容］朝日新聞大阪本社版の女性欄に昭和 40 年 5 月 10 日より同 41 年 3 月 11 日ま

で土·日曜日をのぞいて連載されたもの 

［主题词］婦人/歴史 

［知识责任］林屋辰三郎 編 

 

 

［正题名］女流著作解題 

［第一责任人］女子學習院［編］ 

［出版者］女子学習院 

［出版日期］1939.11 

［主题词］日本文学/書目/解題 

［主题词］日本文学/伝記 

 

 

［正题名］日本婦人の書 

［第一责任人］岡田恰川著 

［出版者］實業之日本社 

［出版日期］1938.11 

［附注内容］著者名の読みは推定による 

［知识责任］岡田恰川 著 

 

 

［正题名］資料·大学の自治 

［第一责任人］大橋久利編著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1970.4 

［主题词］大学/管理·運営 

［主题词］大学の自治 



［知识责任］大橋久利 編著 

 

 

［正题名］部落産業の史的分析 

［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］1957.7 

［丛编题名］部落問題叢書 

［丛编题名］ブラク モンダイ ソウショ 第 1 巻 

CGRS905BR0007889 

CGRS905D361.86 

CGRS905E46 
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CGRS999901002nam  2200289   45 
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［正题名］小学校教師のための日本歴史 

［第一责任人］歴史教育者協議会編 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1958.5 

［主题词］日本/歴史/研究·指導 

 

 

［正题名］婦人の現状 

［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］1963.9 

［主题词］婦人 

 

 

［正题名］革新的 PTA 

［第一责任人］杉本音治郎著 



［出版者］関書院 

［出版日期］1958.9 

［主题词］P.T.A. 

［知识责任］杉本音治郎 著 

 

 

［正题名］家族制度と婦人問題 

［第一责任人］河田嗣郎著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1924.9 

［主题词］家族制度 

［主题词］婦人問題 

［知识责任］河田嗣郎 著 

 

 

［正题名］婦人参政権 

［第一责任人］吉見周子著 

［出版者］鹿島研究所出版会 

［出版日期］1971.2 

［丛编题名］近代日本女性史 

［丛编题名］キンダイ ニホン ジョセイシ 2 

［附注内容］参考文献：p325-331 

［主题词］婦人/歴史 

［知识责任］吉見周子 著 

 

 

［正题名］ひとすじの道 

［第一责任人］田島ひで著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1968.3 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］婦人問題 

［知识责任］田島ひで 著 

 

 

［正题名］母権論 

［第一责任人］バッハオーフェン著 

［译者］富野敬照訳 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1938.12 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］バッハオーフェン 著 

［次知识责任］富野敬照 訳 

 



 

［正题名］日本農村婦人問題 

［第一责任人］丸岡秀子著 

［出版者］高陽書院 

［出版日期］1937.3 

［附注内容］「附」主要参考文献資料：p215～219 

［主题词］婦人問題 

［主题词］農民 

［知识责任］丸岡秀子 著 

 

 

［正题名］婦人問題十六講 

［第一责任人］奥むめお著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1925.5 

［主题词］婦人問題 

［知识责任］奥むめお 著 

 

 

［正题名］航路二十年 

［第一责任人］婦人民主クラブ二十年史編纂委員会編 

［出版者］婦人民主クラブ 

［出版日期］1967.11 

［主题词］婦人民主クラブ 

［知识责任］婦人民主クラブ二十年史編纂委員会 編 

 

 

［正题名］日本女性史 

［第一责任人］原田伴彦著 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1965.8 

［主题词］婦人/歴史 

［知识责任］原田伴彦 著 

 

 

［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］1964.4 

［知识责任］住井すゑ 著 

 

 

［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］1964.4 

［知识责任］住井すゑ 著 

 

 

［正题名］賣笑三千年史 

［第一责任人］中山太郎著 

［出版者］春陽堂 

［出版日期］1927.12 

［主题词］遊女 

［主题词］娼妓 

［知识责任］中山太郎 著 

 

 

［正题名］女帝 

［第一责任人］上田正昭著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1971.6 

［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 252 

［主题词］日本/歴史/古代 

［主题词］皇后 

［知识责任］上田正昭 著 

 

 

［正题名］帝國學士院一覽 

［出版者］帝國學士院 

［出版日期］1944.6 

［正题名］抵抗する作文教育 

［第一责任人］上田庄三郎著 

［出版者］新光閣書店 

［出版日期］1957.4 

［主题词］作文/研究·指導 

［知识责任］上田庄三郎 著 

 

 

［正题名］新教科書の批判と研究 

［第一责任人］教科書問題協議会，日教組教文部共編 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1960.5 

［知识责任］教科書問題協議会 編 

 

 

［正题名］基礎科学白書 



［第一责任人］日本学術会議［編］ 

［出版者］日本学術会議 

［出版日期］1959.4 

［主题词］自然科学/研究管理 

 

 

［正题名］村田大造著作集 

［第一责任人］村田大造著 

［久留米］ 

［出版者］村田大造著作刊行会 

［出版日期］［19 ?］ 

［主题词］キリスト教/感想·説教 

［知识责任］村田大造 著 

 

 

［正题名］歴史學の成果と課題 

［第一责任人］歴史學研究會編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.12 

［主题词］歴史学 

 

 

［正题名］歴史學の成果と課題 

［第一责任人］歴史學研究會編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.12 

［主题词］歴史学 

 

 

［正题名］大日本女性史 

［第一责任人］高群逸枝著 

［出版者］厚生閣 

［出版日期］1941.7 

［主题词］婦人/歴史 

［主题词］母系制 

［知识责任］高群逸枝 著 

 

 

［正题名］教科の本質に基づく授業の改善 

［第一责任人］奈良学芸大学付属小学校著 

［出版者］明治図書 

［出版日期］1966.3 

［丛编题名］学校の共同研究 

［丛编题名］ガッコウ ノ キョウドウ ケンキュウ 



［主题词］教授法 

 

 

［正题名］全国研究機関総覧 

［第一责任人］日本学術会議編 

［出版者］日本学術振興会 

［出版日期］1964.3 

［主题词］研究機関 

 

 

［正题名］全国研究機関総覧 

［第一责任人］日本学術会議編 

［出版者］日本学術振興会 

［出版日期］1959.12 

［主题词］研究機関 

 

 

［正题名］日本科学者総覧 

［第一责任人］日本学術会議編 

［出版者］日本学術出版連盟 

［出版日期］1952.12 

［主题词］科学者/名簿 

 

 

［正题名］古代専制国家の構造 

［第一责任人］塩沢君夫著 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1962.11 

［知识责任］塩沢君夫 著 

 

 

［正题名］古代専制国家の構造 

［第一责任人］塩沢君夫著 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1958.11 

［知识责任］塩沢君夫 著 

 

 

［正题名］中國新民主主義革命史 

［第一责任人］胡華著 

［译者］東京大學中國研究會譯 

［出版者］五月書房 

［出版日期］1951.10 

［附注内容］附録：中国共産党の三十年 胡喬木著 



［附注内容］監修：岩村三千夫 

［主题词］革命/中国/歴史 

［知识责任］胡華 著 

 

 

［正题名］軍隊内反乱 

［第一责任人］桑島節郎著 

［出版者］勁草出版サービスセンター 

［出版日期］1990.2 

［附注内容］発売：勁草書房 

［知识责任］桑島節郎 著 

 

 

［正题名］日本歴史講座 

［第一责任人］尾張幸也編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1932.2 

［知识责任］尾張幸也 編 

 

 

［正题名］民の理 

［第一责任人］石渡博明編著 

［出版者］社会評論社 

［出版日期］1990.10 

［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 4 

［附注内容］編集·制作：NRK 出版部 

［附注内容］ブックガイド：p321-322 

［主题词］農本主義 

［主题词］農民/歴史 

［知识责任］石渡博明 編著 

 

 

［正题名］日本史研究入門 

［第一责任人］遠山茂樹，佐藤進一編 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1954.11 

［主题词］日本/歴史/研究·指導 

［知识责任］遠山茂樹 編 

［知识责任］佐藤進一 編 

 

 

［正题名］日本歴史講座 

［第一责任人］佐藤弘一編 



［出版者］河出書房 

［出版日期］1953.6 

［知识责任］佐藤弘一 編 

 

 

［正题名］日本歴史講座 

［第一责任人］佐藤弘一編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1953.7 

［知识责任］佐藤弘一 編 

 

 

［正题名］日本歴史講座 

［第一责任人］尾張幸也編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1951.9 

［知识责任］尾張幸也 編 

 

 

［正题名］日本歴史講座 

［第一责任人］尾張幸也編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1951.12 

［知识责任］尾張幸也 編 

 

 

［正题名］日本歴史講座 

［第一责任人］佐藤弘一編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1952.9 

［知识责任］佐藤弘一 編 

 

 

［正题名］日本歴史講座 

［第一责任人］佐藤弘一編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1953.12 

［知识责任］佐藤弘一 編 

 

 

［正题名］日本歴史講座 

［第一责任人］佐藤弘一編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1953.12 



［知识责任］佐藤弘一 編 

 

 

［正题名］天窓有影 

［第一责任人］杉田有窓子著 

［出版者］青蛙房 

［出版日期］1980.1 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］杉田有窓子 著 

 

 

［正题名］全体小説への志向 

［第一责任人］野間宏編 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1969.1 

［附注内容］対話者：高橋和巳ほか 8 名 

［主题词］文学 

［主题词］小説 

［知识责任］野間宏 編 

 

 

［正题名］ニッポンの女 

［第一责任人］タカクラ·テル著 

［出版者］理論社 

［出版日期］1951.10 

［丛编题名］タカクラ·テル著作集 

［丛编题名］タカクラ テル チョサクシュウ 第 28 

［主题词］婦人問題 

［知识责任］タカクラ·テル 著 

 

 

［正题名］わが愛は山の彼方に 

［第一责任人］高橋實著作 

［出版者］岩崎書店刊 

［出版日期］1948.4 

［知识责任］高橋實 著作 

 

 

［正题名］ジァンヌ·ダルク 

［第一责任人］横塚光雄著 

［出版者］山の木書店 

［出版日期］1950.6 

［附注内容］折り込み地図 1 枚 

［知识责任］横塚光雄 著 



 

 

［正题名］最終戦の防止と協同主義 

［第一责任人］福本松男著 

［出版者］福本松男 中央公論事業出版 

［出版日期］1969.1 

［知识责任］福本松男 著 

 

 

［正题名］危険な食品 

［第一责任人］郡司篤孝著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1968.7 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 618 

［主题词］食品 

［主题词］食品添加物 

［知识责任］郡司篤孝 著 

 

 

［正题名］天皇家はなぜ続いたか 

［第一责任人］今谷明著 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1991 

［附注内容］対談：網野善彦ほか 

［主题词］日本/歴史/中世 

［主题词］天皇制 

［主题词］天皇制 

［知识责任］今谷明 著 

 

 

［正题名］蘇我馬子は天皇だった 

［第一责任人］石渡信一郎著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1991.6 

［主题词］日本/歴史/古代 

［知识责任］石渡信一郎 著 

 

 

［正题名］戦時期日本の精神史 

［第一责任人］鶴見俊輔著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.5 

［主题词］社会思想/日本/歴史/昭和時代 



［知识责任］鶴見俊輔 著 

 

 

［正题名］文明の実験 

［第一责任人］アーノルド J.トインビー著 

［译者］黒沢英二訳 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1963.7 

［主题词］西洋/歴史 

［知识责任］Toynbee 著 

［次知识责任］黒沢英二 訳 

 

 

［正题名］明治維新と天皇制 

［第一责任人］田中彰著 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1992.4 

［主题词］明治維新 

［主题词］天皇制 

［知识责任］田中彰 著 

 

 

［正题名］最敬礼拒否の足跡 

［第一责任人］富村順一著 

［出版者］破防法研究会 

［出版日期］1974.8 

［主题词］琉球問題 

［主题词］天皇制 

［知识责任］富村順一 著 

 

 

［正题名］現代史の視点 

［第一责任人］宍戸恭一著 

［出版者］深夜叢書社 

［出版日期］1964.2 

［主题词］社会思想/日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］宍戸恭一 著 

 

 

［正题名］遊古疑考 

［第一责任人］松本清張著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1973.9 

［主题词］日本/歴史/古代 



［知识责任］松本清張 著 

 

 

［正题名］源氏物語往還 

［第一责任人］上坂信男著 

［出版者］笠間書院 

［出版日期］1978.1 

［主题词］日本文学/歴史/明治以後 

［主题词］源氏物語 

［知识责任］上坂信男 著 

 

 

［正题名］平野謙全集 

［第一责任人］平野謙著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1975.2 

［主题词］文学 

［知识责任］平野謙 著 

 

 

［正题名］日本社會經濟史 

［第一责任人］本庄榮治郎著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1928.12 

［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 30 巻 

［知识责任］本庄栄治郎 著 

 

 

［正题名］二·二六事件 

［第一责任人］須崎慎一［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 

［丛编题名］シリーズ昭和史 No.2 

［主题词］二·二六事件 

［知识责任］須崎慎一 著 

 

 

［正题名］日本史研究入門 

［第一责任人］遠山茂樹編 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1950.3 



［主题词］日本/歴史/研究·指導 

［知识责任］遠山茂樹 編 

 

 

［正题名］世紀末危機の巨きな物語 

［第一责任人］いいだもも著 

［出版者］社会評論社 

［出版日期］1989.12 

［知识责任］いいだもも, 著 

 

 

［正题名］軍事費を読む 

［第一责任人］中馬清福［著］ 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1986.8 

［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 no.68 

［附注内容］付：参考文献 

［主题词］国防費 

［知识责任］中馬清福 著 

 

 

［正题名］われらチンブー 

［第一责任人］畑中幸子著 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1974.6 

［主题词］民族/ニューギニア 

［知识责任］畑中幸子 著 

 

 

［正题名］小説葉隠 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］角川書店 

［出版日期］1976.8 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］土着の仮面劇 

［第一责任人］松永伍一著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1970 

［主题词］農民 

［知识责任］松永伍一 著 

 



 

［正题名］日本文化の考え方 

［第一责任人］桑原武夫著 

［出版者］白水社 

［出版日期］1963.5 

［知识责任］桑原武夫 著 

 

 

［正题名］現代文明と宗教 

［第一责任人］池田大作著 

［出版者］第三文明社 

［出版日期］1972.2 

［丛编题名］レグルス文庫 

［丛编题名］レグルス ブンコ 6 

［知识责任］池田大作 著 

 

 

［正题名］内乱から革命へ 

［第一责任人］J.M.バートラム著 

［译者］谷良平訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1953.12 

［主题词］西安事件 

［知识责任］Bertram, 著 

［次知识责任］谷良平 訳 

 

 

［正题名］西郷隆盛獄中記 

［第一责任人］昇曙夢著 

［译者］坂元盛秋編 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1977.3 

［附注内容］昇曙夢略歴：p.236 

［知识责任］昇曙夢 著 

［次知识责任］坂元盛秋 編 

 

 

［正题名］研究者と実踐者 

［第一责任人］桑原武夫著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1960.4 

［知识责任］桑原武夫 著 

 

 



［正题名］真実を訴える 

［第一责任人］ソ連帰還者生活擁護同盟文化部編 

［出版者］八月書房 

［出版日期］1949.6 

［丛编题名］帰還者の声 

［丛编题名］キカンシャ ノ コエ ソ連帰還者生活擁護同盟文化部編 1 

 

 

［正题名］祖国解放のために 

［第一责任人］徳田球一著 

［出版者］駿台社 

［出版日期］1952.8 

［附注内容］日本共産党創立三十周年にさいして 他 3 篇 

［主题词］日本共産党 

［知识责任］徳田球一 著 

 

 

［正题名］ソ連は日本に何を望むか 

［第一责任人］テレヴヤンコ, キスレンコ共述 

［译者］日ソ親善協會訳編 

［出版者］黄土社 

［出版日期］1949.12 

［主题词］日本管理政策 

［知识责任］Derevianko 共述 

［知识责任］Kislenko 共述 

 

 

［正题名］マス·コミュニケイション 

［第一责任人］加藤秀俊著 

［出版者］大日本雄弁会講談社 

［出版日期］1957 

［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］マス·コミュニケーション 

［知识责任］加藤秀俊 著 

 

 

［正题名］生命を語る 

［第一责任人］池田大作著 

［出版者］潮出版社 

［出版日期］1973.4 

［主题词］生命 

［知识责任］池田大作 著 

 



 

［正题名］絞首台からの叫び 

［第一责任人］秋山正夫著 

［出版者］正旗社 

［出版日期］1949.11 

［知识责任］秋山正夫 著 

 

 

［正题名］吉本隆明論 

［第一责任人］小林一喜著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1968.11 

［知识责任］小林一喜 著 

 

 

［正题名］学生生活 

［第一责任人］大河内一男，清水幾太郎共編 

［出版者］新評論社 

［出版日期］1952.5 

［主题词］学生 

［知识责任］大河内一男 編 

［知识责任］清水幾太郎 編 

 

 

［正题名］実践女子学園たたかう教師の記録 

［第一责任人］実践女子学園中高教職員組合編 

［出版者］実践女子学園中高教職員組合 

［出版日期］1965.11 

［主题词］教員組合 

［知识责任］実践女子学園中高教職員組合 編 

 

 

［正题名］音楽に何が問われているか 

［第一责任人］北沢方邦著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1971.3 

［主题词］音楽 

［知识责任］北沢方邦 著 

 

 

［正题名］新佛和中辭典 

［第一责任人］井上源次郎，田島清共編 

［出版者］白水社 

［出版日期］1937.4 



［主题词］フランス語/辞書 

［知识责任］井上源次郎 編 

［知识责任］田島清 編 

 

 

［正题名］中国陶俑の美 

［第一责任人］朝日新聞社編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1984.10 

［丛编题名］アサヒグラフ増刊 

［丛编题名］アサヒ グラフ ゾウカン 

［主题词］陶磁器中国/図集 

［主题词］中国/遺跡·遺物 

 

 

［正题名］愛のコリーダ 

［第一责任人］大島渚著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1976.6 

［主题词］愛のコリ-ダ映画 

［知识责任］大島渚 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.7 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.12 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.9 

［知识责任］河上肇 著 

 

 



［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.5 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.3 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.11 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.10 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.1 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.8 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.7 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.6 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.3 

［知识责任］河上肇 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］1966.9 

［丛编题名］日本の歴史 

［丛编题名］ニホン ノ レキシ 20 

［主题词］明治維新 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］部落問題の研究 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］部落問題研究所 

［出版日期］1959.11 

［附注内容］年表：巻末 p8-21 

［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］明治維新 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1971.1 

［丛编题名］日本現代史 



［丛编题名］ニホン ゲンダイシ 井上清著 第 1 巻 

［主题词］明治維新 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］世界と日本 

［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1960.2 

［丛编题名］日本の歴史 

［丛编题名］ニホン ノ レキシ 岡田章雄[ほか]編 第 12 巻 

［附注内容］索引：巻末 p1-4 

［附注内容］年表：p313-316 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］岡田章雄 編 

［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］アメリカ合衆国共産党史 

［第一责任人］W.Z.フォスター著 

［译者］合衆国共産党史刊行委員会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1954.3 

［知识责任］Foster 著 

 

 

［正题名］アメリカ合衆国共産党史 

［第一责任人］W.Z.フォスター著 

［译者］合衆国共産党史刊行委員会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1954.8 

［知识责任］Foster 著 

 

 

［正题名］風土記日本 

［第一责任人］下中弥三郎編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1957.5 

［知识责任］下中弥三郎 編 

 

 

［正题名］風土記日本 

［第一责任人］下中弥三郎編 



［出版者］平凡社 

［出版日期］1958.8 

［知识责任］下中弥三郎 編 

 

 

［正题名］風土記日本 

［第一责任人］下中弥三郎編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1958.6 

［知识责任］下中弥三郎 編 

 

 

［正题名］風土記日本 

［第一责任人］下中弥三郎編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1958.10 

［知识责任］下中弥三郎 編 

 

 

［正题名］風土記日本 

［第一责任人］下中弥三郎編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1958.10 

［知识责任］下中弥三郎 編 

 

 

［正题名］風土記日本 

［第一责任人］下中弥三郎編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1958.8 

［知识责任］下中弥三郎 編 

 

 

［正题名］風土記日本 

［第一责任人］下中弥三郎編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1958.12 

［知识责任］下中弥三郎 編 

 

 

［正题名］日本国宝展目録 

［第一责任人］東京国立博物館［編］ 

［出版者］東京国立博物館 

［出版日期］1960.10 



［附注内容］会期·会場：昭和 35 年 10 月 2 日-11 月 6 日 東京国立博物館 

［主题词］国宝 

 

 

［正题名］京都の社寺文化 

［第一责任人］財团法人京都府文化財保護基金編 

［出版者］京都府文化財保護基金 

［出版日期］1971.9 

［正题名］黒田寛一論 

［第一责任人］小林一喜著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1972.6 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］小林一喜 著 

 

 

［正题名］全学連 

［第一责任人］中島誠編著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1969.2 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 612 

［主题词］学生運動 

［知识责任］中島誠 編著 

 

 

［正题名］五月革命 

［第一责任人］西川一郎訳 

［出版者］合同出版 

［出版日期］1968.12 

［次知识责任］西川一郎 訳 

 

 

［正题名］国際民主運動と日本人民の立場 

［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］1966.10 

［正题名］天皇家の歴史 

［第一责任人］ねずまさし著 

［出版者］新評論社 

［知识责任］ねずまさし 著 

 

 

［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］1947.2 

［知识责任］徳田球一 著 

［知识责任］志賀義雄 著 

 

 

［正题名］日本共産党党性高揚文献 

［第一责任人］日本共産黨東京京都员会責任編集 

［出版者］駿台社 

［出版日期］1952.7 

［正题名］中国文化大革命期間の出土文物 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1973 

［附注内容］奥付出版社：東方書店 

 

 

［正题名］日本古代国家論 

［第一责任人］石母田正著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.6 

［知识责任］石母田正 著 

 

 

［正题名］日本問題文献集 

［第一责任人］中国世界知識社編 

［译者］国民文庫編集部訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1955.9 

［正题名］日本歴史入門 

［第一责任人］橋本弘毅訳 

［出版者］岩崎書店 

［出版日期］1946.9 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］橋本弘毅 訳 

 

 

［正题名］高校日本史 

［第一责任人］西岡虎之助著 

［出版者］実教出版 

［出版日期］1960.1 

［附注内容］昭和 34 年 4 月 30 日文部省検定済高等学校社会科用 

［知识责任］西岡虎之助 著 

 



 

［正题名］日本近代史學史 

［第一责任人］大久保利謙著 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1940.10 

［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］大久保利謙 著 

 

 

［正题名］反党修正主義と教条主義 

［第一责任人］日本共産党中央委員会出版部編集 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版日期］1966.9 

［附注内容］発売元：日本共産党中央委員会機関紙経営局 

 

 

［正题名］村の歴史 

［第一责任人］山崎春成著 

［出版者］理論社 

［出版日期］1956.10 

［丛编题名］私の大学 

［丛编题名］ワタクシ ノ ダイガク 

［丛编题名］歴史の教室 3 

［知识责任］山崎春成 著 

 

 

［正题名］現代の労働運動とマス·コミュニケーション 

［第一责任人］早川善治郎，小川肇著 

［出版者］ありえす書房 

［出版日期］1975.4 

［知识责任］早川善治郎 著 

［知识责任］小川肇 著 

 

 

［正题名］阪急電車 

［第一责任人］阪急電鉄株式会社［編］ 

［出版者］阪急電鉄総務部広報課 

［出版日期］1978.5 

［編］ a 大阪 c 阪急電鉄総務部広報課 d1978.5 a120pd21cm1 a きのう·きょう·あす A

キノウ·キョウ·アス a685.5v302a 阪急電鉄株式会社 A ハンキュウデンテツカブシキガ

イシャ 4 編  0aJPbNIIc20030226 2aCNbCASS11c20030714  a11bR0002730d685.5e0f1zxm 

aR0002730hR0002730 

!!JB6587 



CGRS010D80 円 

［正题名］株式会社発生史論 

［第一责任人］大塚久雄著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1947 

［主题词］経済/歴史/近代 

［主题词］資本主義/歴史 

［主题词］株式会社/歴史 

［知识责任］大塚久雄 著 

 

 

［正题名］株式会社発生史論 

［第一责任人］大塚久雄著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1947.10 

［附注内容］附索引 

［主题词］経済/歴史/近代 

［主题词］資本主義/歴史 

［主题词］株式会社/歴史 

［知识责任］大塚久雄 著 

 

 

［正题名］高校日本史 

［第一责任人］実教出版編修部編 

［出版者］実教出版 

［出版日期］1960.1 

［正题名］高校日本史 

［第一责任人］西岡虎之助著 

［出版者］実教出版 

［出版日期］1960 

［知识责任］西岡虎之助 著 

 

 

［正题名］近世西洋勞働運動史 

［第一责任人］カール·ウイットフォーゲル, ヘルマン·ドウンケル, アルフォンス·ゴ

ールドシュミット編 

［译者］北島武平，宮地健三共訳 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1935.10 

［附注内容］原著の部分訳 

［知识责任］Wittfogel 編 

［知识责任］Dunkel 編 

［知识责任］Goldschmidt 編 

［次知识责任］北島武平 訳 



［次知识责任］宮地健三共 訳 

 

 

［正题名］国際共産主義運動の歴史的検討 

［第一责任人］日本共産党左派中央委員会編 

［東京］ 

［出版者］人民の星社 

［出版日期］1983.6 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学，東洋文化研究所編集 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］1972 

［正题名］東洋文化研究所紀要 

［第一责任人］東京大学，東洋文化研究所編集 

［出版者］東京大學東洋文化研究所 

［出版日期］2003.3 

［正题名］近衛家書類 

［第一责任人］早川純三郎編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1919.5 

［主题词］近衛家 

［知识责任］早川純三郎 編輯 

 

 

［正题名］近衛家書類 

［第一责任人］早川純三郎編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1919.6 

［主题词］近衛家 

［知识责任］早川純三郎 編輯 

 

 

［正题名］鈴木大雜集 

［第一责任人］鈴木大［著］ 

［译者］日本史籍協會編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1918.2 

［知识责任］鈴木大 

 

 

［正题名］鈴木大雜集 



［第一责任人］鈴木大［著］ 

［译者］日本史籍協會編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1918.3 

［知识责任］鈴木大 

 

 

［正题名］鈴木大雜集 

［第一责任人］鈴木大［著］ 

［译者］日本史籍協會編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1918.6 

［知识责任］鈴木大 

 

 

［正题名］鈴木大雜集 

［第一责任人］鈴木大［著］ 

［译者］日本史籍協會編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1918.9 

［知识责任］鈴木大 

 

 

［正题名］日本佛教史 

［第一责任人］辻善之助著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.4 

［主题词］仏教/日本/歴史 

［知识责任］辻善之助 著 

 

 

［正题名］日本佛教史 

［第一责任人］辻善之助著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.4 

［主题词］仏教/日本/歴史 

［知识责任］辻善之助 著 

 

 

［正题名］日本佛教史 

［第一责任人］辻善之助著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.4 

［主题词］仏教/日本/歴史 



［知识责任］辻善之助 著 

 

 

［正题名］日本佛教史 

［第一责任人］辻善之助著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1956.4 

［主题词］仏教/日本/歴史 

［知识责任］辻善之助 著 

 

 

［正题名］幕藩体制解体期の経済構造 

［第一责任人］川浦康次著 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1965.10 

［主题词］日本/経済/歴史/江戸末期 

［知识责任］川浦康次 著 

 

 

［正题名］明治維新史研究講座 

［第一责任人］歴史学研究会編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1968 

［附注内容］月報あり 

［主题词］明治維新 

［主题词］日本/歴史/江戸末期 

 

 

［正题名］明治維新史研究講座 

［第一责任人］歴史学研究会編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1958.7-1969.6 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］別巻: 座談会「最近十年間における明治維新史研究の動向と問題点」 / 増補

=明治維新史史料·文献目録 は、 子書誌レコード <BN06108435> 

［主题词］明治維新 

［主题词］日本/歴史/江戸末期 

 

 

［正题名］近世農村経済史の研究 

［第一责任人］小林茂著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1963.5 

［主题词］農村経済 



［知识责任］小林茂 著 

 

 

［正题名］日本地主制史研究 

［第一责任人］古島敏雄編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.12 

［主题词］地主 

［主题词］土地制度/歴史 

［知识责任］古島敏雄 編 

 

 

［正题名］明治維新史研究講座 

［第一责任人］歴史学研究会編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1959.11 

［附注内容］月報あり 

［主题词］明治維新 

［主题词］日本/歴史/江戸末期 

 

 

［正题名］明治維新と地租改正 

［第一责任人］関順也著 

［出版者］ミネルヴァ書房 

［出版日期］1967.9 

［主题词］地租改正 

［知识责任］関順也 著 

 

 

［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］明治維新の権力基盤 

［第一责任人］芝原拓自著 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1965.4 

［主题词］明治維新 



［知识责任］芝原拓自 著 

 

 

［正题名］幕末·維新の農業構造 

［第一责任人］堀江英一編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.2 

［附注内容］史料目録：p323-325 

［知识责任］堀江英一 編 

 

 

［正题名］明治維新の基礎構造 

［第一责任人］中村哲著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1968.10 

［知识责任］中村哲 著 

 

 

［正题名］寄生地主制の研究 

［第一责任人］福島大学経済学会編 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1955.6 

［主题词］地主 

［主题词］土地制度/歴史 

 

 

［正题名］明治維新と教育 

［第一责任人］海原徹著 

［出版者］ミネルヴァ書房 

［出版日期］1972.10 

［知识责任］海原徹 著 

 

 

［正题名］近代天皇制の展開 

［第一责任人］遠山茂樹編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1987.12 

［主题词］天皇制 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後 

［知识责任］遠山茂樹 編 

 

 

［正题名］日本における封建制から資本制へ 

［第一责任人］中村哲，池田敬正編集解説 



［出版者］校倉書房 

［出版日期］1975.12 

［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 8 巻 

［附注内容］監修：石母田正ほか 

［主题词］日本/経済/歴史/江戸末期 

［主题词］明治維新 

［主题词］マニファクチュア 

［知识责任］中村哲 解説 

［知识责任］池田敬正 解説 

 

 

［正题名］ペレストロイカの思想 

［第一责任人］アファナーシェフ編 

［译者］和田春樹ほか訳 

［出版者］群像社 

［出版日期］1989.8 

［附注内容］原書の部分訳 

［主题词］ソビエト連邦/政治/行政 

［知识责任］AfanasˊevI◆UFE20◆U◆UFE21◆riǐ Nikolaevich 編 

［次知识责任］和田春樹 訳 

 

 

［正题名］明治維新草莽運動史 

［第一责任人］高木俊輔著 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1974.10 

［主题词］明治維新 

［知识责任］高木俊輔 著 

 

 

［正题名］日本陸海軍の制度·組織·人事 

［第一责任人］日本近代史料研究会編 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1971.3 

［主题词］日本/陸軍 

［主题词］日本/海軍 

 

 

［正题名］伊能忠敬 

［第一责任人］大谷亮吉編著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1917.3 

［知识责任］大谷亮吉 編著 



 

 

［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］1955.9 

［附注内容］總索引 

［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］1953.6 

［主题词］日本/文化/歴史 

［知识责任］辻善之助 著 

 

 

［正题名］社会主義国で社会主義を考える 

［第一责任人］田宮高麿著 

［出版者］「日本の自主と団結のために」の会 

［出版日期］1990.8 

［附注内容］発売：批評社(発売) 

［主题词］社会主義 

［知识责任］田宮高麿  著 

 

 

［正题名］ソ連より日本人へ 

［第一责任人］ノーボスチ通信社著 

［译者］川上洸訳 

［出版者］新森書房 

［出版日期］1991.1 

［附注内容］奥付の書名(誤植)：ソ連から日本人へ 

［主题词］ソビエト連邦/対外関係/日本 

［知识责任］KunadzeG. F. Georgiǐ Fridrikhovich 著 

［次知识责任］川上洸 

 

 

［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］1955.7 

［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］1955.5 

［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］1955.6 

［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］1955.6 

［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］1955.8 

［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］1955.8 

［主题词］日本/文化/歴史 

［知识责任］辻善之助 著 

 

 

［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］1916.5 

［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］1916.4 

［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］1916.1 

［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］1916.1 

［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］1916.1 

［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］1916.3 

［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］1915.12 

［知识责任］滝本誠一 編 

 

 

［正题名］広開土王陵碑の研究 

［第一责任人］李進煕著 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1972.10 

［附注内容］資料編：釈文·拓本 16 枚(帙入り) 

［主题词］金石·金石文/朝鮮 

［主题词］朝鮮/歴史/高句麗 

［知识责任］李進煕 著 

 

 

［正题名］日本考古学の発達と科学的精神 

［第一责任人］和島誠一著 

［出版者］和島誠一著作集刊行会 

［出版日期］1973.12 

［附注内容］年譜·著作目録：p.814-829 

［主题词］考古学 

［知识责任］和島誠一 著 

 

 

［正题名］考古学研究 

［第一责任人］浜田耕作著 

［出版者］座右寳刊行會 

［出版日期］1945.12 

［主题词］考古学 

［知识责任］濱田耕作 著 

 

 

［正题名］奈良朝時代民政經濟の數的研究 

［第一责任人］澤田吾一著 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1947.7 

［附注内容］付：諸國人口，斗量，衣食住 

［主题词］日本/経済/歴史/古代 

［主题词］日本/歴史/奈良時代 

［知识责任］沢田吾一 著 

 

 

［正题名］東亞文明の黎明 

［第一责任人］浜田青陵著 

［出版者］創元社 



［出版日期］1933.8 

［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 

［主题词］考古学 

［知识责任］濱田耕作 著 

 

 

［正题名］古代農村の復原 

［第一责任人］大場磐雄著 

［出版者］あしかび書房 

［出版日期］1948.2 

［知识责任］大場磐雄 著 

 

 

［正题名］邪馬台国は大和でない 

［第一责任人］市村其三郎著 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1973.10 

［主题词］邪馬台国 

［知识责任］市村其三郎 著 

 

 

［正题名］月の輪教室 

［第一责任人］美備郷土文化の会, 理論社編集部編 

［出版者］理論社 

［出版日期］1954.8 

［附注内容］月の輪古墳の発掘に関する文集 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］古墳 

［主题词］歴史教育 

 

 

［正题名］日本經濟思想史概説 

［第一责任人］本庄栄治郎著 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1946.11 

［知识责任］本庄栄治郎 著 

 

 

［正题名］古代社会の構造 

［第一责任人］渡部義通著 

［出版者］伊藤書店 

［出版日期］1948.5 

［知识责任］渡部義通 著 



 

 

［正题名］日本文學における生活史の研究 

［第一责任人］西岡虎之助著 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1954.5 

［主题词］日本文学/歴史 

［主题词］日本/社会/歴史 

［知识责任］西岡虎之助 著 

 

 

［正题名］ニッポン 

［第一责任人］ブルーノ·タウト著 

［译者］森儁郎譯 

［出版者］明治書房 

［出版日期］1941.3 

［附注内容］著者の肖像あり。 

［知识责任］Taut 著 

［次知识责任］森儁郎 訳 

 

 

［正题名］日本経済史 

［第一责任人］中村吉治著 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1957.8 

［主题词］日本/経済/歴史 

［知识责任］中村吉治 著 

 

 

［正题名］日本経済史 

［第一责任人］中村吉治著 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1957.5 

［主题词］日本/経済/歴史 

［知识责任］中村吉治 著 

 

 

［正题名］日本社會史 

［第一责任人］瀧川政次郎著 

［出版者］刀江書院 

［出版日期］1929.10 

［附注内容］図版あります 

［主题词］日本/社会/歴史 

［知识责任］滝川政次郎 著 



 

 

［正题名］日本奴隷史 

［第一责任人］阿部弘藏著 

［出版者］聚芳閣 

［出版日期］1926.11 

［知识责任］阿部弘蔵 著 

 

 

［正题名］日本經濟史 

［第一责任人］竹越輿三郎著 

［出版者］日本經濟史刊行會 

［出版日期］1925.3 

［知识责任］竹越輿三郎 著 

 

 

［正题名］日本經濟史 

［第一责任人］竹越輿三郎著 

［出版者］日本經濟史刊行會 

［出版日期］1925.4 

［知识责任］竹越輿三郎 著 

 

 

［正题名］日本經濟史 

［第一责任人］竹越輿三郎著 

［出版者］日本經濟史刊行會 

［出版日期］1925.7 

［知识责任］竹越輿三郎 著 

 

 

［正题名］日本經濟史 

［第一责任人］竹越輿三郎著 

［出版者］日本經濟史刊行會 

［出版日期］1925.8 

［附注内容］内附：物價史，總目次 

［知识责任］竹越輿三郎 著 

 

 

［正题名］日本古代共同体の研究 

［第一责任人］門脇禎二著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1960.7 

［知识责任］門脇禎二 著 

 



 

［正题名］日本工業構成史 

［第一责任人］森喜一著 

［出版者］伊藤書店 

［出版日期］1943.3 

［知识责任］森喜一 著 

 

 

［正题名］久坂玄瑞遺文集 

［第一责任人］妻木忠太著 

［出版者］泰山房 

［出版日期］1944.1 

［附注内容］久坂玄瑞年譜：p1-91 

［知识责任］妻木忠太 著 

 

 

［正题名］最近日本財政史 

［第一责任人］鈴木憲久著 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1929.2 

［知识责任］鈴木憲久 著 

 

 

［正题名］概観維新史 

［第一责任人］維新史料編纂会編 

［出版者］明治書院 

［出版日期］1940.3 

［主题词］明治維新 

 

 

［正题名］日本産業の構成 

［第一责任人］小林良正著 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1949.5 

［附注内容］年表：p283-291 

［附注内容］再刊に際しての記述あり(初版は 1935.8 発行.副表題あり) 

［主题词］資本主義 

［知识责任］小林良正 著 

 

 

［正题名］日本農村人口論 

［第一责任人］渡辺信一著 

［出版者］南郊社 

［出版日期］1938.5 



［主题词］農村人口 

［知识责任］渡辺信一 著 

 

 

［正题名］最新商業経済辞典 

［第一责任人］阿部賢一編 

［出版者］同文館 

［出版日期］1937.1 

［主题词］経済/辞書 

［知识责任］阿部賢一 編 

 

 

［正题名］象山と松陰 

［第一责任人］信夫清三郎著 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1975 

［附注内容］年表·文献：p.303-314 

［主题词］日本/外国関係/歴史/江戸末期 

［知识责任］信夫清三郎 著 

 

 

［正题名］精神史的考察 

［第一责任人］藤田省三著 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1982.4 

［丛编题名］平凡社選書 

［丛编题名］ヘイボンシャ センショ 72 

［知识责任］藤田省三 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］1926.12 

［附注内容］出版地変更：東京(第 1-2 卷)→静岡(第 3 卷-) 

［附注内容］第 1 卷：自第一議會至第三議會 

［主题词］議会 

 

 

［正题名］企業の發展と資本の集積 

［第一责任人］内閣統計局［編］ 

［出版者］東京統計協會 

［出版日期］1929.12 

［丛编题名］調査資料 



［丛编题名］チョウサ シリョウ 第 2 輯 

［主题词］経営計画 

 

 

［正题名］本邦統計資料解説 

［第一责任人］後藤貞治著 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1936.9 

［丛编题名］実務統計学講座 

［丛编题名］ジツム トウケイガク コウザ 第 18 巻 

［知识责任］後藤貞治 著 

 

 

［正题名］写真でみる岩波書店 80 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］1993.10 

［附注内容］参考文献：p8 

［主题词］岩波書店 

 

 

［正题名］愛國心 

［第一责任人］清水幾太郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1950.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-27 

［附注内容］第 24 版(1968.1)の標題紙タイトルは「愛国心」 

［主题词］愛国心 

［知识责任］清水幾太郎 著 

 

 

［正题名］金 

［第一责任人］三宅義夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-666 

［主题词］金 

［知识责任］三宅義夫 著 

 

 

［正题名］ロマン·ロラン 

［第一责任人］新村猛著 



［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 青版 316 

［知识责任］新村猛 著 

 

 

［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］1949 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-10 

［主题词］自由 

［知识责任］高桑純夫 著 

 

 

［正题名］新しい社会 

［第一责任人］E.H.カー著 

［译者］清水幾太郎譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.4 

［丛编题名］岩波新书 129 

［附注内容］執筆：水田洋ほか 

［主题词］社会主義 

［知识责任］Carr 著 

［次知识责任］清水幾太郎 譯 

 

 

［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］1953.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-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］日本の再軍備 

［第一责任人］山川均著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-118 

［知识责任］山川均 著 

 

 

［正题名］大恐慌 

［第一责任人］D.A.シャノン編 

［译者］玉野井芳郎，清水知久訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1963.10 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 24 

［附注内容］大恐慌関係年表：p207-208 

［知识责任］Shannon 編 

［次知识责任］玉野井芳郎 訳 

［次知识责任］清水知久 訳 

 

 

［正题名］和算の歴史 

［第一责任人］平山諦著 

［出版者］至文堂 

［出版日期］1963.4 

［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］和算 

［主题词］和算/歴史 

［知识责任］平山諦 著 

 

 

［正题名］肥田濱五郎 

［第一责任人］堤健男著 

［出版者］中央公論事業出版 (製作) 

［出版日期］1977.7 

［附注内容］参考文献：p280-281 

［知识责任］堤健男 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］長崎海軍伝習所の日々 

［第一责任人］ファン·カッテンディーケ著 

［译者］水田信利訳 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1964.9 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 26 

［附注内容］重要人物の略歴：p233-235 

［主题词］長崎海軍伝習所 

［知识责任］Huyssen van Kattendyke 著 

［次知识责任］水田信利 訳 

 

 

［正题名］明治維新 

［第一责任人］遠山茂樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.2 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 128 

［附注内容］此书号 R0004069 为 1951 年 2 月第 1 刷 

［主题词］明治維新 

［知识责任］遠山茂樹 著 

 

 

［正题名］吉田松陰 

［第一责任人］徳富蘇峰著 

［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 青版-154-1 

［知识责任］徳富蘇峰 著 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］日本外交文書颁布会 

［出版日期］1957.11 



［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］日本外交文書颁布会 

［出版日期］1954.12 

［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］日本外交文書颁布会 

［出版日期］1957.11 

［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］日本外交文書颁布会 

［出版日期］1955.1 

［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］日本外交文書颁布会 

［出版日期］1955.1 

［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］1963.2 

［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］1963.2 

［附注内容］本书附索引，附录。 

［附注内容］外務省蔵版 

［附注内容］自明治十五年一月至明治十五年十二月 

［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］本书附索引，附录。 

［附注内容］外務省蔵版 

［附注内容］自明治十六年一月至明治十六年十二月 

［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］本书附索引，附录。 

［附注内容］外務省蔵版 

［附注内容］自明治十七年一月至明治十七年十二月 

［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］本书附索引，附录。 

［附注内容］外務省蔵版 

［附注内容］自明治十八年一月至明治十八年十二月 

［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］本书附索引，附录。 

［附注内容］外務省蔵版 

［附注内容］自明治十九年一月至明治十九年十二月 

［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］本书附索引，附录。 

［附注内容］外務省蔵版 

［附注内容］自明治二十年一月至明治二十年十二月 

［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］本书附索引，附录。 

［附注内容］外務省蔵版 

［附注内容］自明治二十一年一月至明治二十一年十二月 

［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］本书附索引，附录。 

［附注内容］外務省蔵版 

［附注内容］自明治二十二年一月至明治二十二年十二月 

［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］本书附索引，附录。 

［附注内容］外務省蔵版 

［附注内容］自明治二十三年一月至明治二十三年十二月 



［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］1964.11 

［附注内容］本书附索引，附录。 

［附注内容］外務省蔵版 

［附注内容］自明治二十四年一月至明治二十四年十二月 

［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］1964.11 

［附注内容］本书附索引，附录。 

［附注内容］外務省蔵版 

［附注内容］自明治二十五年一月至明治二十五年十二月 

［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］1964.11 

［附注内容］本书附索引，附录。 

［附注内容］外務省蔵版 

［附注内容］自明治二十六年一月至明治二十六年十二月 

［主题词］日本/外国関係/歴史/明治時代/史料 

 

 

［正题名］天皇制の経済的基礎分析 

［第一责任人］戸田慎太郎著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1947.7 

［主题词］天皇制 

［知识责任］戸田慎太郎 著 

 

 

［正题名］日本生産性向上運動史 

［第一责任人］中村静治著 

［出版者］勁草書房 



［出版日期］1958.2 

［主题词］経営計画 

［知识责任］中村静治 著 

 

 

［正题名］日本生活史研究 

［第一责任人］笠原加代子著 

［出版者］第一書林 

［出版日期］1985.11 

［主题词］労働者/歴史 

［主题词］労働問題/日本/歴史 

［主题词］農民/歴史 

［知识责任］笠原加代子 著 

 

 

［正题名］朝日経済年史 

［第一责任人］朝日新聞社経済部編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1929.2 

［附注内容］子書誌レコードあり 

［主题词］日本/ 経済/歴史 

 

 

［正题名］日本耕地価格の研究 

［第一责任人］小峯三千男著 

［出版者］高陽書院 

［出版日期］1933.6 

［主题词］耕地 

［知识责任］小峯三千男 著 

 

 

［正题名］地代論論爭批判 

［第一责任人］山田勝次郎著 

［出版者］同友社 

［出版日期］1948.3 

［主题词］地代 

［知识责任］山田勝次郎 著 

 

 

［正题名］女性=反逆と革命と抵抗と 

［第一责任人］鈴木裕子編著 

［出版者］社会評論社 

［出版日期］1990.10 

［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 21 

［附注内容］編集·制作：NRK 出版部 

［附注内容］ブックガイド：p322-324 

［主题词］婦人問題/歴史 

［知识责任］鈴木裕子 編著 

 

 

［正题名］アラブ革命運動史 

［第一责任人］ナタン·ワインストック著 

［译者］北沢正雄，城川桂子訳 

［出版者］柘植書房 

［出版日期］1979.12 

［丛编题名］アジア叢書 

［丛编题名］アジア ソウショ 

［附注内容］アラブ史年表：p252～263 

［主题词］アラブ諸国/政治/歴史 

［知识责任］Weinstock 著 

［次知识责任］北沢正雄 訳 

［次知识责任］城川桂子 訳 

 

 

［正题名］アラブゲリラと世界赤軍 

［第一责任人］共産主義者同盟赤軍派，パレスチナ解放人民戦線編著 

［出版者］京都大学出版会 

［出版日期］1971.11 

［丛编题名］世界革命戦争への飛翔 

［丛编题名］セカイ カクメイ センソウ エノ ヒショウ 共産主義者同盟赤軍派，パレスチ

ナ解放人民戦線(PFLP)編著 No.2 

［附注内容］内容：世界革命戦争への途 世界革命戦争の勝利へ向けた、PFLP との戦士的

連帯万才！(共産主義者同盟赤軍派) 共産主義者同盟赤軍派·日本委員会へ(パレスチナ解

放人民戦線国際委員会) ジェラシ敗北後のパレスチナ革命(赤軍派アラブ委員会) PFLP 革

命戦略論 PFLP 綱領的文書,PFLP 軍事戦略,パレスチナ民主国家とは何にか. アラブゲリラ

戦略論資料 PLO 政治綱領(パレスチナ解放機構) あすのパレスチナ アル·ファタ，パレス

チナ問題の民主的解決に向けて(パレスチナ解放民主人民戦線) ，パレスチナ解放機構の組

織。 

［附注内容］アラブ関係年表：P298-299 

［附注内容］参考文献：P301 

［主题词］革命 

［主题词］民族運動/アラブ諸国 

 

 

［正题名］アラブとユダヤ 

［第一责任人］守川正道著 

［出版者］三一書房 



［出版日期］1975 

［主题词］シオニズム 

［主题词］イスラエル·アラブ紛争 

［主题词］中近東問題 

［知识责任］守川正道 著 

 

 

［正题名］される側から見た「援助」 

［第一责任人］永井浩著 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1983.11 

［主题词］経済援助/タイ 

［知识责任］永井浩 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］光風社出版株式会社 

［出版日期］1978.5 

［附注内容］補遺の出版：光風社出版(63p) 

［知识责任］宮地佐一郎編集 解説 

 

 

［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］1969.10 

［附注内容］慶応義塾創立百年記念出版 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］慶應義塾 編纂 

 

 

［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］1969.11 

［附注内容］慶応義塾創立百年記念出版 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］慶應義塾 編纂 

 

 

［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］1969.11 

［附注内容］慶応義塾創立百年記念出版 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］慶應義塾 編纂 

 

 

［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］1970.1 

［附注内容］慶応義塾創立百年記念出版 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］慶應義塾 編纂 

 

 

［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］1970.2 

［附注内容］慶応義塾創立百年記念出版 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］慶應義塾 編纂 

 

 

［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］1970.3 

［附注内容］慶応義塾創立百年記念出版 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］慶應義塾 編纂 

 

 

［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］1970.4 

［附注内容］慶応義塾創立百年記念出版 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］慶應義塾 編纂 

 

 

［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］1970.5 

［附注内容］慶応義塾創立百年記念出版 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］慶應義塾 編纂 

 

 

［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］1970.6 

［附注内容］慶応義塾創立百年記念出版 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］慶應義塾 編纂 

 

 

［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］1970.7 

［附注内容］慶応義塾創立百年記念出版 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］慶應義塾 編纂 

 

 

［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］1970.8 

［附注内容］慶応義塾創立百年記念出版 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］慶應義塾 編纂 

 

 

［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］1970.9 

［附注内容］慶応義塾創立百年記念出版 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］慶應義塾 編纂 

 

 

［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］1970.10 

［附注内容］慶応義塾創立百年記念出版 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］慶應義塾 編纂 

 

 

［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］1970.11 

［附注内容］慶応義塾創立百年記念出版 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］慶應義塾 編纂 

 

 

［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］1970.12 

［附注内容］慶応義塾創立百年記念出版 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］慶應義塾 編纂 

 

 

［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］1971.1 

［附注内容］慶応義塾創立百年記念出版 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］慶應義塾 編纂 

 

 

［正题名］歴史の辺境 

［第一责任人］針生一郎著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1970.1 

［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 4 

［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］新·沖縄史論 

［第一责任人］安良城盛昭著 

［出版者］沖縄タイムス社 

［出版日期］1980.7 

［丛编题名］タイムス選書 

［丛编题名］タイムス センショ 9 

［主题词］沖縄県/歴史 

［知识责任］安良城盛昭 著 

 

 

［正题名］琉球見聞録 

［第一责任人］喜舎場朝賢著 

［出版者］東汀遺著刊行会 

［出版日期］1952.11 

［附注内容］附録(p.155-292)：琉球三寃録,東汀随筆続編 

［附注内容］初版：大正 3 年刊 

［主题词］琉球 

［知识责任］喜舎場朝賢 著 

 

 

［正题名］日本二千六百年史 

［第一责任人］大川周明著 

［出版者］第一書房 

［出版日期］1939.12 

［附注内容］戰時體制版 

［知识责任］大川周明 著 

 

 

［正题名］初等科國史 

［第一责任人］文部省著 

［出版者］日本書籍 

［出版日期］1944.3 

［附注内容］昭和 19 年 3 月 17 日文部省検査済 

［主题词］教科書 

［主题词］歴史教育 

 

 

［正题名］初等科國史 

［第一责任人］文部省著 

［出版者］日本書籍 

［出版日期］1944.3 

［附注内容］昭和 19 年 3 月 17 日文部省検査済 



［主题词］教科書 

［主题词］歴史教育 

 

 

［正题名］中學校教科教授及修練指導要目 

［第一责任人］文部省著 

［東京］ 

［出版者］中等學校教科書株式會社 

［出版日期］1943.3 

［丛编题名］文部省訓令 第三號 

［附注内容］昭和十八年三月二十五日 

［主题词］学習指導要領 

 

 

［正题名］中學校教科教授及修練指導要目 

［第一责任人］文部省著 

［東京］ 

［出版者］中等學校教科書株式會社 

［出版日期］1943.3 

［丛编题名］文部省訓令 第二號 

［附注内容］昭和十八年三月二十五日 

［主题词］学習指導要領 

 

 

［正题名］くにのあゆみ 

［第一责任人］文部省著 

［出版者］日本書籍 

［出版日期］1946.9 

［附注内容］昭和 21 年 8 月 16 日文部省検査済 

［主题词］教科書 

［主题词］歴史教育 

 

 

［正题名］くにのあゆみ 

［第一责任人］文部省著 

［出版者］日本書籍 

［出版日期］1946.9 

［附注内容］昭和 21 年 8 月 16 日文部省検査済 

［主题词］教科書 

［主题词］歴史教育 

 

 

［正题名］小學國史教師用書 

［第一责任人］文部省編 



［出版者］日本書籍 

［出版日期］1936.4 

［附注内容］奥付記載事項：昭和 6 年 6 月 10 日-昭和 13 年 5 月 7 日文部省検査済 

［附注内容］翻刻発行 

［主题词］教科書 

［主题词］社会科 

 

 

［正题名］小學國史教師用書 

［第一责任人］文部省編 

［出版者］日本書籍 

［出版日期］1936.4 

［附注内容］奥付記載事項：昭和 6 年 6 月 10 日-昭和 13 年 5 月 7 日文部省検査済 

［附注内容］翻刻発行 

［主题词］教科書 

［主题词］社会科 

 

 

［正题名］小學國史教師用書 

［第一责任人］文部省編 

［出版者］日本書籍 

［出版日期］1933.7 

［附注内容］奥付記載事項：昭和 6 年 6 月 10 日-昭和 13 年 5 月 7 日文部省検査済 

［附注内容］翻刻発行 

［主题词］教科書 

［主题词］社会科 

 

 

［正题名］小學國史教師用書 

［第一责任人］文部省編 

［出版者］日本書籍 

［出版日期］1938.5 

［附注内容］奥付記載事項：昭和 6 年 6 月 10 日-昭和 13 年 5 月 7 日文部省検査済 

［附注内容］翻刻発行 

［主题词］教科書 

［主题词］社会科 

 

 

［正题名］日本社會運動史 

［第一责任人］赤松克麿著 

［出版者］通信教育振興会 

［出版日期］1952.1 

［主题词］社会運動/日本/歴史 

［知识责任］赤松克麿 著 



 

 

［正题名］琉球人行列記 

［出版者］津嶋堂 

［出版日期］1850 

［附注内容］和装 

［主题词］日本/歴史/江戸時代 

［主题词］沖縄県/歴史 

 

 

［正题名］沖繩の民衆意識 

［第一责任人］大田昌秀著 

［出版者］弘文堂新社 

［出版日期］1967.8 

［知识责任］大田昌秀 著 

 

 

［正题名］中国のめざすもの 

［第一责任人］中国研究所編 

［出版者］徳間書店 

［出版日期］1967 

［附注内容］巻末：文化大革命年表 

［主题词］文化大革命 

 

 

［正题名］琉球処分 

［第一责任人］大城立裕著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1968.1 

［知识责任］大城立裕 著 

 

 

［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］1964.6 

［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］沖縄健児隊 

［第一责任人］大田昌秀，外間守善編 



［出版者］日本出版協同 

［出版日期］1953.6 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］沖縄戦 

［知识责任］大田昌秀 編 

［知识责任］外間守善 編 

 

 

［正题名］琉球処分論 

［第一责任人］金城正篤著 

［出版者］沖縄タイムス社 

［出版日期］1978.7 

［丛编题名］タイムス選書 

［丛编题名］タイムス センショ 8 

［附注内容］参考文献：p340-348 

［主题词］琉球問題 

［知识责任］金城正篤 著 

 

 

［正题名］物呉ゆすど…… 

［第一责任人］沖縄研究会編 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1970.7 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］琉球問題 

 

 

［正题名］沖縄近代史研究 

［第一责任人］西里喜行著 

［出版者］沖縄時事出版 

［出版者］沖縄学版 (発売) 

［出版日期］1981.6 

［附注内容］安良城·西里論争関連年表：p483-487 

［主题词］沖縄県/歴史 

［知识责任］西里喜行 著 

 

 

［正题名］沖縄の証言 

［第一责任人］沖縄タイムス社編 

［出版者］沖縄タイムス社 

［出版日期］1971.5 

［正题名］売春 

［第一责任人］神崎清著 

［出版者］青木書店 



［出版日期］1955 

［主题词］売笑 

［知识责任］神崎清 著 

 

 

［正题名］日本社會の家族的構成 

［第一责任人］川島武宜著 

［出版者］學生書房 

［出版日期］1948.5 

［主题词］家族制度 

［知识责任］川島武宜 著 

 

 

［正题名］沖縄の自由民権運動 

［第一责任人］大里康永著 

［出版者］太平出版社 

［出版日期］1969.9 

［附注内容］謝花昇にかんする資料·関係年譜：p.263-274 

［主题词］琉球/政治/歴史 

［主题词］自由民権運動 

［知识责任］大里康永 著 

 

 

［正题名］「こちら北京」全世界に 

［第一责任人］楊中美〔ほか〕著 

［出版者］神保印刷出版社 

［出版日期］1989.9 

［附注内容］副書名は奥付による 

［主题词］中国/政治/行政 

［主题词］学生運動 

［知识责任］Yang 著 

 

 

［正题名］維新史 

［第一责任人］維新史料編纂事务局編 

［出版者］明治書院 

［出版日期］1944.3 

［主题词］明治維新 

 

 

［正题名］維新史 

［第一责任人］維新史料編纂事务局編 

［出版者］明治書院 

［出版日期］1940.3 



［主题词］明治維新 

 

 

［正题名］維新史 

［第一责任人］維新史料編纂事务局編 

［出版者］明治書院 

［出版日期］1941.3 

［主题词］明治維新 

 

 

［正题名］維新史 

［第一责任人］維新史料編纂事务局編 

［出版者］明治書院 

［出版日期］1941.12 

［主题词］明治維新 

 

 

［正题名］維新史 

［第一责任人］維新史料編纂事务局編 

［出版者］明治書院 

［出版日期］1941.12 

［主题词］明治維新 

 

 

［正题名］維新史 

［第一责任人］維新史料編纂事务局編 

［出版者］明治書院 

［出版日期］1941.12 

［主题词］明治維新 

 

 

［正题名］沖縄の歴史 

［第一责任人］比嘉春潮著 

［出版者］沖縄タイムス社 

［出版日期］1959.6 

［附注内容］索引：p484-462 

［主题词］琉球/歴史 

［知识责任］比嘉春潮 著 

 

 

［正题名］南島風土記 

［第一责任人］東恩納寛惇著 

［那覇］ 

［出版者］沖縄郷土文化研究会 



［出版日期］1964.12 

［附注内容］初版：昭和 25 年刊 

［主题词］琉球/地名/辞書 

［主题词］奄美大島 

［知识责任］東恩納寛惇 著 

 

 

［正题名］中國の科學と科學者 

［第一责任人］山田慶兒編 

［出版者］京都大學人文科學研究所 

［出版日期］1978.3 

［主题词］科学技術/中国/歴史 

［知识责任］山田慶児 編 

 

 

［正题名］毛沢東著作年表 

［第一责任人］京都大学人文科学研究所［編］ 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1981.3 

［編］ a 京都 c 京都大学人文科学研究所 d1981.3 a378pd26cm1 a 年表篇 1 a毛澤東著作

年表 A モウ タクトウ チョサク ネンピョウ 0a 毛沢東 A モウ,タクトウ f1893-1976 

a289.2v302a京都大学人文科学研究所Aキョウトダイガクジンブンカガクケンキュウジョ4

編  0aJPbNIIc20000801 2aCNbCASS11c20030715  a11bR0007143d289.2e10f1v :1zxm 

aR0007143hR0007143 

!!JB6774 

［正题名］毛沢東著作年表 

［第一责任人］京都大学人文科学研究所［編］ 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1980.3 

［編］ a 京都 c 京都大学人文科学研究所 d1980.3 a250pd26cm1 a 語彙索引篇 1 a 毛澤東

著作年表 A モウ タクトウ チョサク ネンピョウ 0a 毛沢東 A モウ,タクトウ f1893-1976 

a289.2v302a京都大学人文科学研究所Aキョウトダイガクジンブンカガクケンキュウジョ4

編  0aJPbNIIc20000801 2aCNbCASS11c20030715  a11bR0007144d289.2e10f1v :2zxm 

aR0007144hR0007144 

!!JB6775 

CGRS010A4882450097 

CGRS010D1200 円 

［正题名］天安門は見ていた 

［出版者］創現社 

［出版日期］1989.7 

［主题词］中国/政治/行政 

 

 

［正题名］大蔵省百年史 



［第一责任人］大蔵省百年史編集室編 

［出版者］大蔵財務協会 

［出版日期］1969.10 

［附注内容］付：参考文献 

［主题词］大蔵省 

［主题词］日本/財政/歴史/明治以後 

 

 

［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］1929.2 

［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］1930.5 

［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］1929.8 

［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］1929.11 

［主题词］議会 

 

 

［正题名］日本の衝撃 

［第一责任人］J.ハリディ, G.マコーマック著 

［译者］林理介訳 

［出版者］実業之日本社 

［出版日期］1973 

［主题词］日本/外国関係 

［知识责任］Halliday 著 

［知识责任］McCormack, 著 



［次知识责任］林理介 

 

 

［正题名］北ベトナム 

［第一责任人］本多勝一著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1973.8 

［主题词］ベトナム戦争 

［主题词］ベトナム 1946- 民主共和国 

［知识责任］本多勝一 著 

 

 

［正题名］論集現代史 

［第一责任人］藤原彰，松尾尊兌編 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1976.10 

［附注内容］井上清先生の還暦記念論文集 

［知识责任］松尾尊兊 編 

［知识责任］藤原彰 編 

 

 

［正题名］在日韓国人の歴史と現実 

［第一责任人］在日韓国青年同盟中央本部編著 

［出版者］洋々社 

［出版日期］1970.7 

［主题词］朝鮮人日本在留 

 

 

［正题名］現代史序説 

［第一责任人］G.バラクラフ著 

［译者］中村英勝，中村妙子訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.7 

［主题词］世界史/20 世紀 

［知识责任］Barraclough 著 

［次知识责任］中村英勝, 訳 

［次知识责任］中村妙子, 訳 

 

 

［正题名］國史の研究 

［第一责任人］黒板勝美著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1931.8-1936.1 

［附注内容］附録：國史公刊目録(自昭和六年至昭和十五年)：總説 p501～531 



［知识责任］黒板勝美 著 

 

 

［正题名］沖縄問題基本資料集 

［第一责任人］南方同胞援護会編 

［出版者］南方同胞援護会 

［出版日期］1968.11 

［附注内容］沖縄戦後史年表 1945 年(昭和 20)3 月-1968 年(昭和 43)3 月：p.1265-1305 

［主题词］琉球問題 

［主题词］アメリカ合衆国/外国関係/日本 

［主题词］日本/外国関係/アメリカ合衆国 

 

 

［正题名］黄檗文化 

［第一责任人］林雪光編 

［出版者］黄檗山萬福寺 

［出版日期］1972.3 

［主题词］万福寺宇治市 

［知识责任］林雪光 編 

 

 

［正题名］中華人民共和国古代青銅器展 

［出版者］日本経済新聞社 

［出版日期］1976 

［附注内容］展覧会図録 

［附注内容］東京会場：1976 年 3 月 30 日-5 月 23 日東京国立博物館 京都会場：1976 年 6

月 15 日-8 月 8 日京都国立博物館 

［附注内容］関係略年表：p[170]-[171] 

［附注内容］主要文献：p185 

［主题词］中国/歴史/古代 

［主题词］青銅器 

［主题词］美術中国/図集 

 

 

［正题名］アジア動向年報 

［第一责任人］アジア経済研究所，アジア経済出版会［編］ 

［出版者］アジア経済研究所 

［出版者］アジア経済出版会 

［出版日期］1975 

［附注内容］月刊「アジアの動向」の改題 

［附注内容］非売品は別書誌<BN1401967X> 

 

 

［正题名］日本経済を中心とする国際比較統計 



［第一责任人］岡田健一編集 

［出版者］日本信用調查株式会社出版部 

［出版日期］1969.4 

［附注内容］販売：日本信用調査株式会社出版部 

［附注内容］第 31 号(1994)以降は別書誌(BN12805138) 

［主题词］経済/統計 

［主题词］日本/経済/統計 

［知识责任］岡田健一 編集 

 

 

［正题名］新稿西洋史 

［第一责任人］池田哲郎，西村貞二，村岡晢共編 

［出版者］文理圖書出版社 

［出版日期］1954.4 

［主题词］西洋/歴史 

［知识责任］池田哲郎 編 

［知识责任］西村貞二 編 

［知识责任］村岡晢 編 

 

 

［正题名］人類解放物語 

［第一责任人］ヴァン·ルーン著 

［译者］内山賢次訳 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1951.5 

［主题词］文化/歴史 

［知识责任］Van Loon 著 

［次知识责任］内山賢次 訳 

 

 

［正题名］世界現代史 

［第一责任人］黄元起編 

［译者］山下竜三訳 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1954.8 

［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］世界史/20 世紀 

［知识责任］黄元起 編 

［次知识责任］山下竜三 訳 

 

 

［正题名］歴史研究の自由 

［第一责任人］大塚史学会…［等］著 



［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1952.11 

［附注内容］大塚史学会，歴史学研究会，史学会，社会経済史学会が主催して、1952 年 7

月 22 日に行われた学術講演会「歴史研究の自由について」の記録 

［主题词］歴史学 

 

 

［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］1949.5 

［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］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］1950.4 

［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］世界の歴史 

［第一责任人］每日新闻社图书编集部编 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1952.7 

［主题词］世界史 

 

 

［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］1949.11 

［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］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 

［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］中国プロレタリア文化大革命資料集成 

［第一责任人］東方書店出版部編 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1971.9 

［附注内容］月報あり 

［主题词］中国文化大革命 

 

 

［正题名］日本社會政策史 

［第一责任人］風早八十二著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1937.12 

［附注内容］日本社会政策史年表：p[479]-497 

［主题词］社会政策/歴史 

［知识责任］風早八十二 著 

 

 

［正题名］蒙古社會制度史 

［第一责任人］ウラヂミルツォフ著 

［译者］外務省調査部譯 

［出版者］生活社 

［出版日期］1942.2 

［附注内容］付：ベ·ヤ·ウラヂミルツォフの著作目録 巻末：参考文献 

［主题词］蒙古/社会/歴史 

［知识责任］ウラヂミルツォフ 著 

［知识责任］Vladimirt◆UFE20◆s◆UFE21◆ovB. I◆UFE20◆A◆UFE21◆. Boris I◆UFE20

◆A◆UFE21◆kovlevich 著 

 

 

［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 

［出版日期］1937.9 

［附注内容］出版社名変更：維新史料編纂事務局→文部省 

［附注内容］文久 2 年正月-文久 3 年 10 月 

［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 

［出版日期］1940.3 

［附注内容］出版社名変更：維新史料編纂事務局→文部省 

［附注内容］文久 3 年 11 月-元治元年 12 月 

［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 

［出版日期］1943.3 

［附注内容］出版社名変更：維新史料編纂事務局→文部省 

［附注内容］慶応元年正月-慶応 2 年 12 月 

［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 

［出版日期］1940.6 

［附注内容］出版社名変更：維新史料編纂事務局→文部省 

［附注内容］慶応 3 年正月-慶応 3 年 12 月 

［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 

［出版日期］1938.2 



［附注内容］出版社名変更：維新史料編纂事務局→文部省 

［附注内容］明治元年正月-明治元年閏 4 月 

［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 

［出版日期］1938.8 

［附注内容］出版社名変更：維新史料編纂事務局→文部省 

［附注内容］明治元年 5 月-明治元年 12 月 

［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 

［出版日期］1939.2 

［附注内容］出版社名変更：維新史料編纂事務局→文部省 

［附注内容］明治 2 年正月-明治 4 年 7 月 

［主题词］明治維新 

 

 

［正题名］日本綿業發達史 

［第一责任人］三瓶孝子著 

［出版者］慶応書房 

［出版日期］1941.12 

［主题词］綿業/歴史 

［知识责任］三瓶孝子 著 

 

 

［正题名］朝日経済年史 

［第一责任人］朝日新聞社経済部編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1951 

［附注内容］子書誌レコードあり 

［主题词］日本/ 経済/歴史 

 

 

［正题名］中国プロレタリア文化大革命資料集成 

［第一责任人］東方書店出版部編 

［出版者］東方書店 



［出版日期］1971.5 

［附注内容］月報あり 

［主题词］中国文化大革命 

 

 

［正题名］中国プロレタリア文化大革命資料集成 

［第一责任人］東方書店出版部編 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1971.4 

［附注内容］月報あり 

［主题词］中国文化大革命 

 

 

［正题名］ソ聯史 

［第一责任人］ア·ヴェ·シエスタコフ著 

［译者］荒川実蔵訳 

［出版者］第三書房 

［出版日期］1946.10 

［主题词］ロシア/歴史 

［知识责任］ShestakovA. V. Andreǐ Vasilˊevich 著 

［次知识责任］荒川実蔵 訳 

 

 

［正题名］日本人の思想の歩み 

［第一责任人］家永三郎編著 

［出版者］理論社 

［出版日期］1956.10 

［丛编题名］私の大学 

［丛编题名］ワタクシ ノ ダイガク 

［丛编题名］社会思想講座·20 世紀の思想とモラル 第 4 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［附注内容］各章末：参考書 

［主题词］日本/歴史/現代 

［主题词］社会思想/歴史 

［知识责任］家永三郎 編著 

 

 

［正题名］西洋中世世界の成立 

［第一责任人］増田四郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1950.9 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 112 

［知识责任］増田四郎 著 



 

 

［正题名］民主主義革命 

［第一责任人］鈴木正四著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1948.9 

［丛编题名］新しき歩みのために 

［丛编题名］アタラシキ アユミ ノ タメ ニ VI 

［主题词］民主主義 

［主题词］革命 

［知识责任］鈴木正四 著 

 

 

［正题名］インド兵(セポイ)の反亂 

［第一责任人］鈴木正四著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1955.11 

［丛编题名］青木新書 

［丛编题名］アオキ シンショ 35 

［附注内容］内容：インド兵(セポイ)の反乱ーインド民族解放運動の歴史，インド近代史，

印回対立の基礎ーインド民族運動とコミュナル問題 

［主题词］インド/歴史 

［知识责任］鈴木正四 著 

 

 

［正题名］日本の財閥 

［第一责任人］ペヴズネル著 

［译者］橋本弘毅訳 

［出版者］岩崎書店 

［出版日期］1953.8 

［丛编题名］知識文庫 

［丛编题名］チシキ ブンコ 第 30-1 

［附注内容］宇佐美誠次郎校閲(第 1，第 2) 

［附注内容］第 3 の訳者：橋本·西谷，第 4 の訳者:西谷道雄 

［主题词］財閥 

［主题词］日本/経済/歴史/現代 

［知识责任］PevznerI◆UFE20◆A◆UFE21◆kov Aleksandrovich 著 

［次知识责任］橋本弘毅 訳 

 

 

［正题名］日本に於ける農業問題 

［第一责任人］青木惠一著 

［出版者］不二書院 

［出版日期］1933.2 



［主题词］農業経済 

［主题词］日本/農業 

［知识责任］青木恵一 著 

 

 

［正题名］ソヴェート·ロシヤに於ける婦人の生活 

［第一责任人］ゼシカ·スミス著 

［译者］神近市子譯 

［出版者］南北書院 

［出版日期］1932 

［知识责任］Smith 著 

［次知识责任］神近市子 譯 

 

 

［正题名］大正昭和財界変動史 

［第一责任人］高橋亀吉著 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1954.2 

［主题词］経営 

［知识责任］高橋亀吉 著 

 

 

［正题名］聞書水俣民衆史 

［第一责任人］岡本達明，松崎次夫編集 

［出版者］草風館 

［出版日期］1990.7 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］水俣市/歴史 

［知识责任］岡本達明 

［知识责任］松崎次夫 

 

 

［正题名］聞書水俣民衆史 

［第一责任人］岡本達明，松崎次夫編集 

［出版者］草風館 

［出版日期］1990.8 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］水俣市/歴史 

［知识责任］岡本達明 

［知识责任］松崎次夫 

 

 



［正题名］聞書水俣民衆史 

［第一责任人］岡本達明，松崎次夫編集 

［出版者］草風館 

［出版日期］1989.1 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］水俣市/歴史 

［知识责任］岡本達明 

［知识责任］松崎次夫 

 

 

［正题名］聞書水俣民衆史 

［第一责任人］岡本達明，松崎次夫編集 

［出版者］草風館 

［出版日期］1990.3 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］水俣市/歴史 

［知识责任］岡本達明 

［知识责任］松崎次夫 

 

 

［正题名］聞書水俣民衆史 

［第一责任人］岡本達明，松崎次夫編集 

［出版者］草風館 

［出版日期］1990.3 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］水俣市/歴史 

［知识责任］岡本達明 

［知识责任］松崎次夫 

 

 

［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］1969.7 

［附注内容］参考書:p361-391 

［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］預金部秘史 



［第一责任人］中津海知方著 

［出版者］東洋経済新報出版部 

［出版日期］1928.4 

［主题词］日本/財政/歴史 

［知识责任］中津海知方 著 

 

 

［正题名］臨時軍事費 

［第一责任人］大蔵省昭和財政史編集室編 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1955.4 

［丛编题名］昭和財政史 

［丛编题名］ショウワ ザイセイシ 大蔵省昭和財政史編集室編 第 4 巻 

［附注内容］1955.4 刊行の刷もあり 

［主题词］国防費 

 

 

［正题名］日本経済六十年史 

［第一责任人］中外商業新報社著 

［出版者］中外商業新報社 

［出版日期］1936.10 

［正题名］友情と連帯の記録 

［第一责任人］石田真一編 

［出版者］汐文社 

［出版日期］1965.12 

［丛编题名］解放新書 

［丛编题名］カイホウ シンショ 2 

［知识责任］石田真一 編 

 

 

［正题名］故宮織繡選萃 

［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 

［附注内容］中国語，日本語，英語の解説あり 

［主题词］刺繍 

 

 

［正题名］故宮圖像選萃 

［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 

［附注内容］中国語，日本語，英語の解説あり 

 

 

［正题名］ザ·清輝 

［第一责任人］花田清輝著 

［出版者］第三書館 

［出版日期］1986.6 

［附注内容］内容：室町小説集 日本のルネサンス人 箱の話 クバニ王国考 かげろう紀行 

随筆三国志 小説平家 古典と現代 俳優修業 爆烈弾記 ものみな歌でおわる 桃中軒雲右衛

門 鳥獣戯話 佐倉明君伝 もうひとつの修羅 私は貝になった 就職試験 泥棒論語 乱世を

いかに生きるか カフカ小品集 二つの世界 復興期の精神 錯乱の論理 七 

［知识责任］花田清輝 著 

 

 

［正题名］世界經濟恐慌史 

［第一责任人］ソヴエー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］1938.6 

［附注内容］總監修：エー·ヴァルガ 

［主题词］恐慌 

［次知识责任］永住道雄 譯 

 

 

［正题名］新中國出土文物 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1972 

［附注内容］全 217 図 

［知识责任］外文出版社 

 

 

［正题名］朝鮮文化史 

［第一责任人］朝鮮民主主義人民共和国社会科学院歴史研究所編 

［译者］日本朝鮮研究所翻訳編集 

［東京］ 

［出版者］朝鮮文化史刊行会 

［出版者］亜東社(発売) 

［出版日期］1966 

［主题词］朝鮮/文化/歴史 

 

 

［正题名］北海道史研究入門 



［第一责任人］奥山亮編著 

［出版者］北海道地方史研究会 

［出版日期］1956.8 

［丛编题名］北海道地方史研究 

［丛编题名］ホッカイドウ チホウシ ケンキュウ 臨時増刊 

［主题词］北海道/歴史 

［知识责任］奥山亮 編著 

 

 

［正题名］北海道史研究のあゆみ 

［第一责任人］奥山亮著 

［出版者］北海道地方史研究会 

［出版日期］1964.2 

［丛编题名］北海道地方史研究臨時増刊 6 

［主题词］北海道/歴史 

［知识责任］奥山亮 著 

 

 

［正题名］北海道史 

［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 

［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 1 

［附注内容］北海道庁大正 7 年刊の複製 

［附注内容］附録:管轄略譜·年表·統計表 

［主题词］北海道/歴史 

［知识责任］河野常吉 編著 

 

 

［正题名］日本資本主義の研究 

［第一责任人］高橋正雄［ほか］著 

［出版者］黄土社 

［出版日期］1948 

［知识责任］高橋正雄 著 

［知识责任］土屋喬雄 著 

［知识责任］各坂逸郎著 

［知识责任］大内兵衛著 

 

 

［正题名］切支丹風土記 

［第一责任人］助野健太郎ほか編 

［出版者］宝文館 

［出版日期］1960.8 



［知识责任］助野健太郎ほか 編 

 

 

［正题名］切支丹風土記 

［第一责任人］野田宇太郎ほか編 

［出版者］宝文館 

［出版日期］1960.9 

［知识责任］野田宇太郎ほか 編 

 

 

［正题名］翠雨莊日記 

［第一责任人］小林龍夫編 

［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 

［知识责任］小林龍夫 編 

 

 

［正题名］浦上切支丹史 

［第一责任人］浦川和三郎著 

［出版者］全國書房 

［出版日期］1943.9 

［知识责任］浦川和三郎 著 

 

 

［正题名］歴史地理 

［第一责任人］日本歴史地理学会編輯 

［出版者］日本歴史地理学会 

［出版日期］1934.6 

［附注内容］***遡及入力をもとにした流用入力である 

［主题词］軍事/制度/歴史 

［知识责任］日本歴史地理学会 編輯 

 

 

［正题名］歴史地理 

［第一责任人］日本歴史地理学会編輯 

［出版者］日本歴史地理学会 

［出版日期］1934.6 

［附注内容］***遡及入力をもとにした流用入力である 

［主题词］軍事/制度/歴史 

［知识责任］日本歴史地理学会 編輯 

 

 



［正题名］帝国主義下の印度 

［第一责任人］矢内原忠雄著 

［出版者］大同書院 

［出版日期］1941.9 

［丛编题名］経済特殊研究叢書 

［丛编题名］ケイザイ トクシュ ケンキュウ ソウショ 第 1 編 

［知识责任］矢内原忠雄 著 

 

 

［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］1963.3 

［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］朝鮮独立運動秘話 

［第一责任人］千葉了著 

［出版者］帝国地方行政学会 

［出版日期］1939.10 

［知识责任］千葉了 著 

 

 

［正题名］実践論矛盾論 

［第一责任人］毛沢東著 

［译者］尾崎庄太郎訳 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1955.6 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 301 

［知识责任］毛沢東 著 

［次知识责任］尾崎庄太郎, 訳 

 

 

［正题名］哲学事典 

［第一责任人］下中邦彦編集 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1971.4 

［附注内容］監修者：林達夫 [ほか] 

［附注内容］はしがきに「改訂新版」と有り初版：1954 年(昭和 29 年) 

［附注内容］付録現代論理学への手引き：巻末 

［主题词］哲学/辞書 

［知识责任］下中邦彦 編集 

 



 

［正题名］日本漁業の經濟構造 

［第一责任人］近藤康男編 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1953.1 

［主题词］漁業/日本 

［主题词］水産経済 

［知识责任］近藤康男 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］1964 

［附注内容］明治四十年刊行 

［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］1975.1 

［附注内容］明治四十一年刊行 

［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］1975.2 

［附注内容］明治四十二年刊行 

［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］1975.3 

［附注内容］明治四十三年刊行 

［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］1975.4 

［附注内容］明治四十四年刊行 

［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］1975.5 

［附注内容］大正元年刊行 

［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］1975.5 

［附注内容］大正三年刊行 

［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］1975.5 

［附注内容］大正三年刊行 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本農本主義 

［第一责任人］櫻井武雄著 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1935.12 

［主题词］農本主義 

［知识责任］桜井武雄 著 

 

 

［正题名］我國工業の合理化 

［第一责任人］吉野信次著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1930.11 

［知识责任］吉野信次 著 
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［第一责任人］丸山一郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.8 

［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 2 部 資本主義發達史 

［主题词］鉱業/日本/歴史 

［知识责任］丸山一郎 著 

 

 

［正题名］植民地政策史 

［第一责任人］秋笹正之輔著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.3 

［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 2 部 資本主義發達史 

［主题词］植民地政策/歴史 

［知识责任］秋笹正之輔 著 

 

 

［正题名］議會および法制史 

［第一责任人］平野義太郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.6 

［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 2 部 資本主義發達史 

［主题词］国会/歴史 

［主题词］法制史/日本/明治以後 

［知识责任］平野義太郎 著 



 

 

［正题名］日本社會主義文獻解説 

［第一责任人］細川嘉六著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.4 

［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 4 部 日本資本主義發達史資料

解説 

［主题词］社会主義/書目/解題 

［知识责任］細川嘉六 著 

 

 

［正题名］我國における研究自由鬪爭史の一節 

［第一责任人］森戸辰男［著］ 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.9 

［丛编题名］岩波講座哲學 

［丛编题名］イワナミ コウザ テツガク 關係項目 

［主题词］哲学 

［知识责任］森戸辰男 著 

 

 

［正题名］最近における經濟情勢と經濟恐慌 

［第一责任人］井汲卓一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.6 

［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 3 部 帝國主義日本の現状 

［知识责任］井汲卓一 著 

 

 

［正题名］農村經濟と農業恐慌 

［第一责任人］相川春喜著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.8 

［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 3 部 帝國主義日本の現状 

［主题词］日本/農業/歴史/明治以後 

［主题词］農業経済 

［主题词］農業恐慌 

［知识责任］相川春喜 著 

 

 



［正题名］工業に於ける資本主義の端初的諸形態、マニュファクチュア·家内工業 

［第一责任人］山田盛太郎著 

［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 2 部 資本主義發達史 

［主题词］日本/工業/歴史 

［知识责任］山田盛太郎 著 

 

 

［正题名］交通機關の發達と内外市場の形成=展開 

［第一责任人］小林良正著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.8 

［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 2 部 資本主義發達史 

［主题词］日本/交通/歴史 

［主题词］日本/経済/歴史/明治以後 

［知识责任］小林良正 著 

 

 

［正题名］交通機關の發達と内外市場の形成=展開 

［第一责任人］小林良正著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.6 

［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 2 部 資本主義發達史 

［主题词］日本/交通/歴史 

［主题词］日本/経済/歴史/明治以後 

［知识责任］小林良正 著 

 

 

［正题名］教化史 

［第一责任人］山下徳治著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.4 

［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 2 部 資本主義發達史 

［主题词］日本/教育/歴史/明治以後 

［知识责任］山下徳治 著 

 

 

［正题名］農民の状態及び農民運動小史 

［第一责任人］稻岡暹著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.6 

［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 2 部 資本主義發達史 

［主题词］農民運動 

［知识责任］稲岡進 著 

 

 

［正题名］文化運動史 

［第一责任人］秋田雨雀，山田清三郎［著］ 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932.8 

［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 2 部 資本主義發達史 

［主题词］プロレタリア文化運動/歴史 

［知识责任］秋田雨雀 著 

［知识责任］山田清三郎 著 

 

 

［正题名］明治維新の革命及び反革命 

［第一责任人］服部之總著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.2 

［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］明治維新 

［知识责任］服部之総 著 

 

 

［正题名］本邦綿絲紡績史 

［第一责任人］絹川太一著 

［出版者］日本綿業倶楽部 

［出版日期］1937.6 

［附注内容］監修：庄司乙吉 

［主题词］紡績/歴史 

［知识责任］絹川太一 著 

 

 

［正题名］本邦綿絲紡績史 

［第一责任人］絹川太一著 

［出版者］日本綿業倶楽部 

［出版日期］1937.9 

［附注内容］監修：庄司乙吉 

［主题词］紡績/歴史 



［知识责任］絹川太一 著 

 

 

［正题名］本邦綿絲紡績史 

［第一责任人］絹川太一著 

［出版者］日本綿業倶楽部 

［出版日期］1938.4 

［附注内容］監修：庄司乙吉 

［主题词］紡績/歴史 

［知识责任］絹川太一 著 

 

 

［正题名］本邦綿絲紡績史 

［第一责任人］絹川太一著 

［出版者］日本綿業倶楽部 

［出版日期］1939.2 

［附注内容］監修：庄司乙吉 

［主题词］紡績/歴史 

［知识责任］絹川太一 著 

 

 

［正题名］本邦綿絲紡績史 

［第一责任人］絹川太一著 

［出版者］日本綿業倶楽部 

［出版日期］1941.10 

［附注内容］監修：庄司乙吉 

［主题词］紡績/歴史 

［知识责任］絹川太一 著 

 

 

［正题名］本邦綿絲紡績史 

［第一责任人］絹川太一著 

［出版者］日本綿業倶楽部 

［出版日期］1942.12 

［附注内容］監修：庄司乙吉 

［主题词］紡績/歴史 

［知识责任］絹川太一 著 

 

 

［正题名］本邦綿絲紡績史 

［第一责任人］絹川太一著 

［出版者］日本綿業倶楽部 

［出版日期］1944.1 

［附注内容］監修：庄司乙吉 



［主题词］紡績/歴史 

［知识责任］絹川太一 著 

 

 

［正题名］明治維新の土地変革 

［第一责任人］丹羽邦男著 

［出版者］御茶の水書房 

［出版日期］1962.11 

［丛编题名］近代土地制度史研究叢書 

［丛编题名］キンダイ トチ セイドシ ケンキュウ ソウショ 第 2 巻 

［附注内容］監修：古島敏雄 

［主题词］地租改正 

［主题词］明治維新 

［知识责任］丹羽邦男 著 

 

 

［正题名］資料明治前期福島縣農業史 

［第一责任人］庄司吉之助編著 

［出版者］農林省農業総合研究所 

［出版日期］1952.12 

［丛编题名］農業総合研究所刊行物 

［丛编题名］ノウギョウ ソウゴウ ケンキュウジョ カンコウブツ 第 80 号 

［附注内容］折り込み図版 1 枚あり 

［主题词］福島県/農業/歴史 

［知识责任］庄司吉之助 編著 

 

 

［正题名］帝國及列國の陸軍 

［第一责任人］陸軍省編 

［東京］ 

［出版者］陸軍省 

［出版日期］1936.1 

［主题词］陸軍 

［主题词］日本/陸軍 

 

 

［正题名］天皇の軍隊 

［第一责任人］熊沢京次郎著 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1974.8 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］熊沢京次郎 著 

 

 



［正题名］日本紡績史 

［第一责任人］飯島幡司著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1949.8 

［主题词］紡績/歴史 

［知识责任］飯島幡司 著 

 

 

［正题名］農村産業機構史 

［第一责任人］我妻東策著 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1937.5 

［主题词］日本/農業/歴史/現代 

［主题词］農業経済 

［知识责任］我妻東策 著 

 

 

［正题名］日本資本主義史論集 

［第一责任人］土屋喬雄編著 

［出版者］育生社 

［出版日期］1937.5 

［丛编题名］日本政治·經濟研究叢書 

［丛编题名］ニホン セイジ ケイザイ ケンキュウ ソウショ 1 

［主题词］日本/経済/歴史/江戸時代 

［主题词］資本主義/日本/歴史 

［知识责任］土屋喬雄 編著 

 

 

［正题名］海軍兵學寮 

［第一责任人］沢鑑之丞述 

［译者］一二三利高編 

［出版者］興亜日本社 

［出版日期］1942.5 

［主题词］日本/海軍/歴史 

［主题词］海軍兵学寮 

［知识责任］沢鑑之丞 述 

［次知识责任］一二三利高 編 

 

 

［正题名］科學と技術の課題 

［第一责任人］武谷三男著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1947.9 

［主题词］自然科学/論説 



［主题词］技術/論説 

［知识责任］武谷三男 著 

 

 

［正题名］流れに抗して 

［第一责任人］レーニン著 

［译者］村井繁訳 

［出版者］彰考書院 

［出版日期］1952.5 

［附注内容］中扉の巻次 (誤記)：第 1 分冊 

［附注内容］中扉の標題関連情報：戦争問題にかんする論集 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［次知识责任］村井繁 訳 

 

 

［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 

［丛编题名］満州事変前夜 

［丛编题名］マンシュウ ジヘン 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1963.2 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］満州事変 

 

 

［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 

［丛编题名］満州事変 

［丛编题名］マンシュウ ジヘン 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1962.2 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］満州事変 

 

 

［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 

［丛编题名］日中戰爭 上 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1961.12 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］満州事変 

 

 



［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 

［丛编题名］日中戰爭 下 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1961.12 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］満州事変 

 

 

［正题名］太平洋戦争と富岡定俊 

［第一责任人］史料調査会編 

［出版者］軍事研究社 

［出版日期］1971.12 

［附注内容］年表：p.484-494 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］史料調査会 編 

 

 

［正题名］私記·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］1973.7 

［附注内容］巻末：今村均年譜 

［附注内容］続篇の書名：一軍人六十年の哀歓 

［主题词］従軍記 

［主题词］陸軍 

［知识责任］今村均 著 

 

 

［正题名］秘録永田鉄山 

［第一责任人］永田鉄山刊行会編 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1972.2 

［附注内容］付：年譜 

 

 

［正题名］東條英機 

［第一责任人］東條英機刊行会，法快男編 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1974.11 

［知识责任］上法快男 編 

 

 

［正题名］陸軍大学校 



［第一责任人］上法快男編 

［出版者］芙容書房 

［出版日期］1973.12 

［附注内容］監修：稲葉正夫 

［附注内容］附録：徳川家兵学校掟書他 

［附注内容］「続」は子書誌 

［主题词］陸軍大学校 

［知识责任］上法快男 編 

 

 

［正题名］秘録 土肥原賢二 

［第一责任人］土肥原賢二刊行会編 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1972.11 

［附注内容］土肥原賢二の肖像あり 

［附注内容］付：年譜 

 

 

［正题名］有末精三回顧録 

［第一责任人］有末精三著 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1974.8 

［附注内容］有末精三年譜：p525-536 

［知识责任］有末精三 著 

 

 

［正题名］秘録板垣征四郎 

［第一责任人］板垣征四郎刊行会編 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1972.7 

［附注内容］板垣征四郎年譜：p556～560 

［附注内容］板垣征四郎の肖像あり 

 

 

［正题名］最終戦争論 

［第一责任人］石原莞爾著 

［出版者］経済往来社 

［出版日期］1972.2 

［主题词］戦争 

［知识责任］石原莞爾 著 

 

 

［正题名］橋本大佐の手記 

［第一责任人］中野雅夫著 



［出版者］みすず書房 

［出版日期］1963.7 

［附注内容］橋本欣五郎の肖像あり 

［主题词］満州事変 

［知识责任］中野雅夫 著 

 

 

［正题名］三人の放火者 

［第一责任人］中野雅夫著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1956.10 

［知识责任］中野雅夫 著 

 

 

［正题名］日中十五年戦争と私 

［第一责任人］遠藤三郎著 

［出版者］日中書林 

［出版日期］1974.11 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］遠藤三郎 著 

 

 

［正题名］支那事変の回想 

［第一责任人］今井武夫著 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1964.9 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］今井武夫 著 

 

 

［正题名］弁証法の諸問題 

［第一责任人］武谷三男著 

［出版者］理学社 

［出版日期］1947.6 

［知识责任］武谷三男 著 

 

 

［正题名］レーニン農業問題 

［第一责任人］朝野勉著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1950.6 

［主题词］農業政策 

［知识责任］朝野勉 著 



 

 

［正题名］思想方法論 

［第一责任人］毛沢東序 

［译者］片山さとし訳 

［出版者］五月書房 

［出版日期］1951.5 

［附注内容］奥付版表示：改訳増補 

［主题词］共産主義 

［知识责任］毛沢東 序 

［次知识责任］片山さとし訳 訳 

 

 

［正题名］貧農に訴う 

［第一责任人］レーニン著 

［译者］中沢英彦訳 

［出版者］第三書房 

［出版日期］1950.11 

［丛编题名］レーニン文庫 

［丛编题名］レーニン ブンコ 

［主题词］マルクス主義 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［知识责任］中澤英彦 訳 

 

 

［正题名］弁證法的唯物論講話 

［第一责任人］レオーノフ著 

［译者］社会思想研究所編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1951 

［知识责任］Leonov 著 

 

 

［正题名］ある作戦参謀の悲劇 

［第一责任人］芦澤紀之著 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1974.12 

［附注内容］参考文献：p413-414 

［附注内容］肖像あり 

［知识责任］芦沢紀之 著 

 

 

［正题名］関東軍と極東ソ連軍 

［第一责任人］林三郎著 



［出版者］芙容書房 

［出版日期］1974.10 

［附注内容］日ソ関係略年表·主要参考ソ連文献：p.316-324 

［主题词］関東軍 

［主题词］日本/外国関係/ロシア/歴史/昭和時代 

［知识责任］林三郎 著 

 

 

［正题名］清代学術概論 

［第一责任人］梁啓超著 

［译者］小野和子訳注 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1974.1 

［丛编题名］東洋文庫 

［丛编题名］トウヨウ ブンコ 245 

［附注内容］参考文献：p361-362 

［主题词］中国思想/歴史/清時代 

［知识责任］梁啓超 著 

［次知识责任］小野和子 訳注 

 

 

［正题名］六朝古逸觀世音應驗記の研究 

［第一责任人］牧田諦亮著 

［出版者］平楽寺書店 

［出版日期］1970.1 

［主题词］観世音応験記 

［主题词］仏教/感想·説教 

［知识责任］牧田諦亮 著 

 

 

［正题名］資料日中戦争期阿片政策 

［第一责任人］江口圭一編著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1985.7 

［附注内容］折り込図 1 枚：蒙疆土業組合収納区画地図 

［主题词］日中戦争 

［主题词］阿片 

［知识责任］江口圭一 編著 

 

 

［正题名］秘録石原莞爾 

［第一责任人］横山臣平著 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1971.6 



［附注内容］石原莞爾の肖像あり 

［附注内容］巻末：年譜 

［知识责任］横山臣平 著 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1928.6 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1929.3 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1929.7 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1928.10 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1928.12 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1928.12 



［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1929.4 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1931.4 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1929.9 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1929.12 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1930.6 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1931.7 

［知识责任］山本美 編纂 

 



 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1931.6 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1928.8 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1929.10 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1930.4 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1930.12 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1931.12 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 



［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1932.2 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1930.3 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1930.8 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1930.11 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1930.10 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1931.2 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 



［出版日期］1931.5 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1931.8 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス全集 

［第一责任人］山本美編纂 

［出版者］改造社 

［出版日期］1931.9 

［知识责任］山本美 編纂 

 

 

［正题名］支那に於ける租界の研究 

［第一责任人］植田捷雄著 

［出版者］巖松堂書店 

［出版日期］1941.9 

［附注内容］折込み図 4 枚 

［附注内容］参考文献：p867-887 

［主题词］租界 

［知识责任］植田捷雄 著 

 

 

［正题名］支那制覇戰と太平洋 

［第一责任人］カントロウイチ著 

［译者］廣島定吉訳 

［出版者］生活社 

［出版日期］1938.11 

［主题词］中国/外国関係 

［知识责任］Kantorovich 著 

［次知识责任］広島定吉 訳 

 

 

［正题名］支那制覇戰と太平洋 

［第一责任人］カントロウイチ著 

［译者］廣島定吉訳 

［出版者］生活社 

［出版日期］1938.12 

［主题词］中国/外国関係 



［知识责任］Kantorovich 著 

［次知识责任］広島定吉 訳 

 

 

［正题名］枕草子 

［第一责任人］池田亀鑑，池田亀鑑，秋山虔校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.9 

［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 19 

［附注内容］監修：高木市之助ほか 

［知识责任］池田亀鑑 校注 

［知识责任］池田亀鑑 校注 

［知识责任］秋山虔 校注 

 

 

［正题名］保元物語 

［正题名］平治物語 

［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］1961.7 

［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 31 

［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］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］1963.9 

［附注内容］明治二十四年刊行 

［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］1963.10 

［附注内容］明治二十五年刊行 

［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］1963.11 

［附注内容］明治二十六年刊行 

［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］1963.12 

［附注内容］明治二十七年刊行 

［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］1964.1 

［附注内容］明治二十八年刊行 

［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］1964.2 

［附注内容］明治二十九年刊行 

［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］1964.3 

［附注内容］明治三十年刊行 

［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］1964.4 



［附注内容］明治三十一年刊行 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］宇治拾遺物語 

［第一责任人］渡邊綱也，西尾光一校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.5 

［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 27 

［附注内容］監修：高木市之助ほか 

［知识责任］渡辺綱也 校注 

［知识责任］西尾光一 校注 

 

 

［正题名］日本史概説 

［第一责任人］坂本太郎著 

［出版者］至文堂 

［出版日期］1962.3 

［附注内容］昭和 61 年刊は追補あり 

［知识责任］坂本太郎 著 

 

 

［正题名］中国共産党五十年略史 

［第一责任人］藤井満洲男著 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1972.2 

［主题词］中国共産党/歴史 

［知识责任］藤井満洲男 著 

 

 

［正题名］日本の教育 

［第一责任人］日教組，日高教共編 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1962.7 

［附注内容］日教組第 11 次·日高教第 8 次·合同教研全国集会報告 

［附注内容］日本教職員組合，日本高等学校教職員組合 

［主题词］日本/教育 

 

 

［正题名］社會科の本質 

［第一责任人］馬場四郎著 

［出版者］同学社 

［出版日期］1948.1 



［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 

［知识责任］馬場四郎 著 

 

 

［正题名］中國民族解放運動史 

［第一责任人］華崗著 

［译者］玉嶋信義訳 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1955.2 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 212 

［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］華崗 著 

［次知识责任］玉嶋信義 訳 

 

 

［正题名］孫文と日本 

［第一责任人］貝塚茂樹著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1967.2 

［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 104 

［主题词］辛亥革命 

［主题词］中国/外国関係/日本/歴史/民国時代 

［知识责任］貝塚茂樹 著 

 

 

［正题名］中國史概説 

［第一责任人］和田清著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1950.11 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 120 

［知识责任］和田清 著 

 

 

［正题名］元明詩概説 

［第一责任人］吉川幸次郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.6 

［丛编题名］中國詩人選集二集 

［丛编题名］チュウゴク シジン センシュウ ニシュウ 吉川幸次郎，小川環樹編集·校閲 2 



［附注内容］付：地図(折込み 1 枚) 

［附注内容］元明詩年表：p237-246 

［主题词］漢詩 

［知识责任］吉川幸次郎 著 

 

 

［正题名］中国農業の社会主義への道 

［第一责任人］蘇星著 

［译者］野間清，近田尚己共訳 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1976.12 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/農業 

［知识责任］蘇星 著 

［次知识责任］野間清 訳 

［次知识责任］近田尚己 訳 

 

 

［正题名］まじめに本を読んで学習しよう 

［出版者］外文出版社 

［出版者］中国国際書店 

［出版日期］1973 

［正题名］諸子百家 

［第一责任人］貝塚茂樹著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 437 

［附注内容］年表：p177-181 

［主题词］諸子 

［知识责任］貝塚茂樹 著 

 

 

［正题名］中國共産黨 

［第一责任人］朝日新聞社東亜部編 

［出版者］月曜書房 

［出版日期］1946.10 

［丛编题名］中国叢書 

［丛编题名］チュウゴク ソウショ 1 

［主题词］中国/政治 

［主题词］中国共産党 

 

 

［正题名］半植民地経済論 

［第一责任人］王亜南著 



［译者］中国経済研究会訳 

［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 243 

［附注内容］原書名「中国経済原論」 

［主题词］経済学/社会主義学派 

［主题词］中国/経済 

［知识责任］王亜南 著 

 

 

［正题名］中国四大家族 

［第一责任人］陳伯達著 

［译者］大金久展訳 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1955.1 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 140 

［知识责任］陳伯達 著 

［次知识责任］大金久展 訳 

 

 

［正题名］東亞美術史綱 

［第一责任人］フェノロサ著 

［译者］有賀長雄譯註 

［出版者］創元社 

［出版日期］1938.12 

［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］原著は大正 10 年 7 月刊行 

［附注内容］校閲：大村西涯 

［主题词］美術東洋/歴史 

［知识责任］Fenollosa 著 

［次知识责任］有賀長雄 譯註 

 

 

［正题名］東亞美術史綱 

［第一责任人］フェノロサ著 

［译者］有賀長雄譯註 

［出版者］創元社 

［出版日期］1939.6 

［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］原著は大正 10 年 7 月刊行 



［附注内容］校閲：大村西涯 

［主题词］美術東洋/歴史 

［知识责任］Fenollosa 著 

［次知识责任］有賀長雄 譯註 

 

 

［正题名］東亞美術史綱 

［第一责任人］フェノロサ著 

［译者］有賀長雄譯註 

［出版者］創元社 

［出版日期］1939.3 

［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］原著は大正 10 年 7 月刊行 

［附注内容］校閲：大村西涯 

［主题词］美術東洋/歴史 

［知识责任］Fenollosa 著 

［次知识责任］有賀長雄 譯註 

 

 

［正题名］東亞美術史綱 

［第一责任人］フェノロサ著 

［译者］有賀長雄譯註 

［出版者］創元社 

［出版日期］1940.11 

［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］原著は大正 10 年 7 月刊行 

［附注内容］校閲：大村西涯 

［主题词］美術東洋/歴史 

［知识责任］Fenollosa 著 

［次知识责任］有賀長雄 譯註 

 

 

［正题名］ゲョエテ ファウスト 

［第一责任人］茅野蕭々著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1936.1 

［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 19 

［知识责任］茅野蕭々 著 

 

 

［正题名］スミス 國富論 



［第一责任人］中山伊知郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1936.1 

［知识责任］中山伊知郎 著 

 

 

［正题名］新約聖書 

［第一责任人］石原謙著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.12 

［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 4 

［主题词］聖書/新約 

［知识责任］石原謙 著 

 

 

［正题名］デカルト 省察録 

［第一责任人］朝永三十郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1936.3 

［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 9 

［知识责任］朝永三十郎 著 

 

 

［正题名］プラトン國家篇 

［第一责任人］久保勉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1936.3 

［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 1 

［知识责任］久保勉 著 

 

 

［正题名］ライプニツ 單子論 

［第一责任人］河野與一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1936.2 

［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 12 

［知识责任］河野与一 著 

 

 

［正题名］舊約聖書 



［第一责任人］淺野順一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1936.2 

［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 3 

［主题词］聖書/旧約 

［知识责任］浅野順一 著 

 

 

［正题名］ミル功利主義 

［第一责任人］高橋穰著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.7 

［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 24 

［知识责任］高橋穣 著 

 

 

［正题名］ダンテ神曲 

［第一责任人］黒田正利著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.7 

［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 7 

［知识责任］黒田正利 著 

 

 

［正题名］蕃山·益軒 

［第一责任人］津田左右吉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.3 

［丛编题名］大教育家文庫 

［丛编题名］ダイ キョウイクカ ブンコ 4 

［知识责任］津田左右吉 著 

 

 

［正题名］スピノザ倫理學 

［第一责任人］安倍能成著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.8 

［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 10 

［知识责任］安倍能成 著 

 



 

［正题名］ヒューム人性論 

［第一责任人］大島正德著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.8 

［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 15 

［知识责任］大島正德 著 

 

 

［正题名］コント 實證哲學 

［第一责任人］田邊壽利著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.9 

［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 22 

［知识责任］田辺寿利 著 

 

 

［正题名］ニュートン自然哲學の數學的原理 

［第一责任人］阿部良夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.9 

［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 11 

［附注内容］肖像あり 

［知识责任］阿部良夫 著 

 

 

［正题名］アウグスチヌス 神の國 

［第一责任人］岩下壯一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.11 

［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 6 

［知识责任］岩下壮一 著 

 

 

［正题名］ルッソー 民約論 

［第一责任人］木村龜二著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.11 

［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 14 



［知识责任］木村亀二 著 

 

 

［正题名］プロチノス エネアデス 

［第一责任人］出隆著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1936.7 

［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 5 

［知识责任］出隆 著 

 

 

［正题名］ニイチエ ツァラツストラ 

［第一责任人］立澤剛著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1936.7 

［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 26 

［知识责任］立澤剛 著 

 

 

［正题名］モンテスキュー法の精神 

［第一责任人］宫泽俊義著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1936.10 

［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 13 

［附注内容］ヘーゲルの肖像あり 

［主题词］法哲学 

［主题词］法律学 

［知识责任］宫泽俊義 著 

 

 

［正题名］ヘーゲル 精神現象論 

［第一责任人］矢崎美盛著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1936.10 

［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 21 

［附注内容］ヘーゲルの肖像あり 

［知识责任］矢崎美盛 著 

 

 

［正题名］カント實踐理性批判 



［第一责任人］和辻哲郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.10 

［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 18 

［知识责任］和辻哲郎 著 

 

 

［正题名］カント 純粹理性批判 

［第一责任人］天野貞祐著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.10 

［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 17 

［知识责任］天野貞祐 著 

 

 

［正题名］大自然科學史 

［第一责任人］ダンネマン ［著］ 

［译者］安田徳太郎，加藤正譯 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1941.8 

［主题词］自然科学/歴史 

［知识责任］Dannemann 著 

［次知识责任］安田徳太郎 譯 

［次知识责任］加藤正 譯 

 

 

［正题名］大自然科學史 

［第一责任人］ダンネマン ［著］ 

［译者］安田徳太郎，加藤正譯 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1941.8 

［主题词］自然科学/歴史 

［知识责任］Dannemann 著 

［次知识责任］安田徳太郎 譯 

［次知识责任］加藤正 譯 

 

 

［正题名］フレーベル自傳 

［第一责任人］フレーベル［著］ 

［译者］長田新訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937.12 



［知识责任］Fr◆U00F6◆belFriedrich 著 

［知识责任］長田新 

 

 

［正题名］人間の學としての倫理學 

［第一责任人］和辻哲郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.3 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 19 

［主题词］倫理学 

［知识责任］和辻哲郎 著 

 

 

［正题名］親族·相續 

［第一责任人］中川善之助著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.12 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 6 民法 3 

［主题词］親族法 

［主题词］相続法 

［知识责任］中川善之助 著 

 

 

［正题名］大自然科學史 

［第一责任人］ダンネマン ［著］ 

［译者］安田徳太郎，加藤正譯 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1941.5 

［主题词］自然科学/歴史 

［知识责任］Dannemann 著 

［次知识责任］安田徳太郎 譯 

［次知识责任］加藤正 譯 

 

 

［正题名］哲學通論 

［第一责任人］田邊元著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.12 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 2 

［主题词］哲学 

［知识责任］田辺元 著 



 

 

［正题名］哲學の根本問題 

［第一责任人］西田幾多郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.12 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 33 

［知识责任］西田幾多郎 著 

 

 

［正题名］哲學の根本問題 

［第一责任人］西田幾多郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.12 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 33 

［知识责任］西田幾多郎 著 

 

 

［正题名］國際法 

［第一责任人］横田喜三郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.12 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 4 

［附注内容］參考書：p324 

［主题词］国際法 

［知识责任］横田喜三郎 著 

 

 

［正题名］基督教史 

［第一责任人］石原謙著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.9 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 32 

［知识责任］石原謙 著 

 

 

［正题名］大陰謀 

［第一责任人］マイケル·セイヤーズ, アルバート·イー·カーン共著 

［译者］大木貞夫訳 

［出版者］ナウカ社 



［出版日期］1951.9 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［知识责任］Sayers 著 

［知识责任］Kahn 著 

［次知识责任］大木貞夫 訳 

 

 

［正题名］大陰謀 

［第一责任人］マイケル·セイヤーズ, アルバート·イー·カーン共著 

［译者］大木貞夫訳 

［出版者］ナウカ社 

［出版日期］1951.8 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［知识责任］Sayers 著 

［知识责任］Kahn 著 

［次知识责任］大木貞夫 訳 

 

 

［正题名］大自然科學史 

［第一责任人］ダンネマン ［著］ 

［译者］安田徳太郎，加藤正譯 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1941.2 

［主题词］自然科学/歴史 

［知识责任］Dannemann 著 

［次知识责任］安田徳太郎 譯 

［次知识责任］加藤正 譯 

 

 

［正题名］大自然科學史 

［第一责任人］ダンネマン ［著］ 

［译者］安田徳太郎，加藤正譯 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1941.3 

［主题词］自然科学/歴史 

［知识责任］Dannemann 著 

［次知识责任］安田徳太郎 譯 

［次知识责任］加藤正 譯 

 

 

［正题名］マルクス資本論 

［第一责任人］柏崎次郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1936.12 



［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 25 

［附注内容］著者標目は第 2 刷以降のもの 

［知识责任］山田勝次郎 著 

 

 

［正题名］フィヒテ 知識學 

［第一责任人］桑木嚴翼著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.6 

［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 20 

［知识责任］桑木厳翼 著 

 

 

［正题名］アリストテレス形而上學 

［第一责任人］三木清著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.6 

［丛编题名］大思想文庫 

［丛编题名］ダイシソウ ブンコ 2 

［主题词］形而上学 

［知识责任］三木清 著 

 

 

［正题名］大自然科學史 

［第一责任人］ダンネマン ［著］ 

［译者］安田徳太郎，加藤正譯 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1943.9 

［主题词］自然科学/歴史 

［知识责任］Dannemann 著 

［次知识责任］安田徳太郎 譯 

［次知识责任］加藤正 譯 

 

 

［正题名］イ·ヴェ·スターリン 

［第一责任人］マルクス·エンゲルス·レーニン研究所編 

［译者］横田瑞穂訳 

［出版者］ソヴィエト文化社 

［出版日期］1946 

［附注内容］表紙背の書名はスターリン伝 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［次知识责任］横田瑞穂 訳 



 

 

［正题名］新民主主義論 

［第一责任人］毛沢東著 

［译者］日本民主化协会译 

［出版者］船形書院 

［出版日期］1946.8 

［知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］弁証法的唯物論 

［第一责任人］森宏一著 

［出版者］ナウカ社 

［出版日期］1948.11 

［丛编题名］ナウカ講座 

［丛编题名］ナウカ コウザ 1 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［知识责任］森宏一 著 

 

 

［正题名］世界を震撼させた十日間 

［第一责任人］ジョン·リード著 

［译者］原光雄訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1946.11 

［主题词］ロシア革命 

［知识责任］Reed 著 

［次知识责任］原光雄, 訳 

 

 

［正题名］人民の子 

［第一责任人］モーリス·トレーズ著 

［译者］山辺健太郎訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1951.6 

［附注内容］続の訳者は山辺健太郎 

［知识责任］Thorez 著 

［知识责任］山辺健太郎 訳 

 

 

［正题名］考えるということ 

［第一责任人］北條元一著 

［出版者］解放社 

［出版日期］1948.10 



［知识责任］北条元一 著 

 

 

［正题名］赤い夜ばなし 

［第一责任人］イナオカ·ススム著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1949.6 

［知识责任］稲岡進 著 

 

 

［正题名］世界資本主義の一般的危機 

［第一责任人］神野璋一郎著 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1950.5 

［主题词］資本主義 

［知识责任］神野璋一郎 著 

 

 

［正题名］経済学入門 

［第一责任人］宮川実著 

［出版者］研進社 

［出版日期］1948.1 

［主题词］経済学 

［知识责任］宮川実 著 

 

 

［正题名］民族解放統一戦線 

［第一责任人］岡倉古志郎，鈴木正四共編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1953.11 

［知识责任］岡倉古志郎 著 

［知识责任］鈴木正四 著 

 

 

［正题名］明治前期財政経済史料集成 

［第一责任人］大蔵省農商務省，會計檢査院編 

［译者］大内兵衛，土屋喬雄校 

［出版者］改造社 

［出版日期］1932.12 

［附注内容］歳入出決算報告書 

［次知识责任］大内兵衛 校 

［次知识责任］土屋喬雄 校 

 

 



［正题名］明治前期財政経済史料集成 

［第一责任人］大蔵省農商務省，會計檢査院編 

［译者］大内兵衛，土屋喬雄校 

［出版者］改造社 

［出版日期］1933.11 

［附注内容］興業意見 

［次知识责任］大内兵衛 校 

［次知识责任］土屋喬雄 校 

 

 

［正题名］明治前期財政経済史料集成 

［第一责任人］大蔵省農商務省，會計檢査院編 

［译者］大内兵衛，土屋喬雄校 

［出版者］改造社 

［出版日期］1934.11 

［附注内容］貨政孝要 

［次知识责任］大内兵衛 校 

［次知识责任］土屋喬雄 校 

 

 

［正题名］明治前期財政経済史料集成 

［第一责任人］大蔵省農商務省，會計檢査院編 

［译者］大内兵衛，土屋喬雄校 

［出版者］改造社 

［出版日期］1935.4 

［附注内容］会社全書（上卷） 

［次知识责任］大内兵衛 校 

［次知识责任］土屋喬雄 校 

 

 

［正题名］明治前期財政経済史料集成 

［第一责任人］大蔵省農商務省，會計檢査院編 

［译者］大内兵衛，土屋喬雄校 

［出版者］改造社 

［出版日期］1935.10 

［附注内容］会社全書（中卷） 

［次知识责任］大内兵衛 校 

［次知识责任］土屋喬雄 校 

 

 

［正题名］明治前期財政経済史料集成 

［第一责任人］大蔵省農商務省，會計檢査院編 

［译者］大内兵衛，土屋喬雄校 

［出版者］改造社 



［出版日期］1935.10 

［附注内容］工部省沿革報告·会計檢査院史 

［次知识责任］大内兵衛 校 

［次知识责任］土屋喬雄 校 

 

 

［正题名］明治前期財政経済史料集成 

［第一责任人］大蔵省農商務省，會計檢査院編 

［译者］大内兵衛，土屋喬雄校 

［出版者］改造社 

［出版日期］1932.10 

［附注内容］歳入出決算報告書 

［次知识责任］大内兵衛 校 

［次知识责任］土屋喬雄 校 

 

 

［正题名］明治前期財政経済史料集成 

［第一责任人］大蔵省農商務省，會計檢査院編 

［译者］大内兵衛，土屋喬雄校 

［出版者］改造社 

［出版日期］1933.3 

［附注内容］地租改正報告書·地租改正例規沿革撮要·地租関係書類彙纂 

［次知识责任］大内兵衛 校 

［次知识责任］土屋喬雄 校 

 

 

［正题名］明治前期財政経済史料集成 

［第一责任人］大蔵省農商務省，會計檢査院編 

［译者］大内兵衛，土屋喬雄校 

［出版者］改造社 

［出版日期］1932.8 

［附注内容］貨幣制度調査会報告·貨幣制度調査会報告附録 

［次知识责任］大内兵衛 校 

［次知识责任］土屋喬雄 校 

 

 

［正题名］明治前期財政経済史料集成 

［第一责任人］大蔵省農商務省，會計檢査院編 

［译者］大内兵衛，土屋喬雄校 

［出版者］改造社 

［出版日期］1933.5 

［附注内容］ 族禄処分録·秩禄処分顛末略·秩禄処分参考書 

［次知识责任］大内兵衛 校 

［次知识责任］土屋喬雄 校 



 

 

［正题名］明治前期財政経済史料集成 

［第一责任人］大蔵省農商務省，會計檢査院編 

［译者］大内兵衛，土屋喬雄校 

［出版者］改造社 

［出版日期］1934.7 

［附注内容］貨政孝要 

［次知识责任］大内兵衛 校 

［次知识责任］土屋喬雄 校 

 

 

［正题名］明治前期財政経済史料集成 

［第一责任人］大蔵省農商務省，會計檢査院編 

［译者］大内兵衛，土屋喬雄校 

［出版者］改造社 

［出版日期］1935.8 

［附注内容］九分利付外国公債紀事·七分利付外国公債発行日記·在欧吉田少輔往復書類 

［次知识责任］大内兵衛 校 

［次知识责任］土屋喬雄 校 

 

 

［正题名］明治前期財政経済史料集成 

［第一责任人］大蔵省農商務省，會計檢査院編 

［译者］大内兵衛，土屋喬雄校 

［出版者］改造社 

［出版日期］1933.12 

［附注内容］藩債処分(上·下)·藩債輯録·舊藩外国逋債処分録 

［次知识责任］大内兵衛 校 

［次知识责任］土屋喬雄 校 

 

 

［正题名］明治前期財政経済史料集成 

［第一责任人］大蔵省農商務省，會計檢査院編 

［译者］大内兵衛，土屋喬雄校 

［出版者］改造社 

［出版日期］1936.2 

［附注内容］会社全書（下） 

［次知识责任］大内兵衛 校 

［次知识责任］土屋喬雄 校 

 

 

［正题名］明治前期財政経済史料集成 

［第一责任人］大蔵省農商務省，會計檢査院編 



［译者］大内兵衛，土屋喬雄校 

［出版者］改造社 

［出版日期］1931.8 

［附注内容］興業意見（上） 

［次知识责任］大内兵衛 校 

［次知识责任］土屋喬雄 校 

 

 

［正题名］明治前期財政経済史料集成 

［第一责任人］大蔵省農商務省，會計檢査院編 

［译者］大内兵衛，土屋喬雄校 

［出版者］改造社 

［出版日期］1931.5 

［附注内容］理財稽蹟·松方伯財政論策集 

［次知识责任］大内兵衛 校 

［次知识责任］土屋喬雄 校 

 

 

［正题名］明治前期財政経済史料集成 

［第一责任人］大蔵省農商務省，會計檢査院編 

［译者］大内兵衛，土屋喬雄校 

［出版者］改造社 

［出版日期］1934.5 

［附注内容］大蔵省沿革志（下） 

［次知识责任］大内兵衛 校 

［次知识责任］土屋喬雄 校 

 

 

［正题名］明治前期財政経済史料集成 

［第一责任人］大蔵省農商務省，會計檢査院編 

［译者］大内兵衛，土屋喬雄校 

［出版者］改造社 

［出版日期］1932.6 

［附注内容］大蔵省沿革志（上） 

［次知识责任］大内兵衛 校 

［次知识责任］土屋喬雄 校 

 

 

［正题名］部落解放を全ジャーナリストに 

［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］1971.10 

［主题词］部落問題 

 



 

［正题名］この目で見たカンボジア 

［第一责任人］中村梧郎ルポ著 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1979.7 

［附注内容］年表：p155-158 

［主题词］カンボジア/社会 

［主题词］カンボジア/政治 

［知识责任］中村梧郎 著 

 

 

［正题名］現代戦と科学·技術 

［第一责任人］ゲ·イ·ポクロフスキー著 

［译者］林克也，太田多耕共訳 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1962.5 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］軍事 

［知识责任］Pokrovskii 著 

［次知识责任］林克也, 訳 

［次知识责任］太田多耕 訳 

 

 

［正题名］わが生涯を朝鮮に 

［第一责任人］穂積真六郎著 

［出版者］友邦協会 

［出版日期］1974.3 

［附注内容］穂積真六郎の著作と追悼集を収録したもの 

［附注内容］穂積真六郎年譜：p.281-283 

［知识责任］穂積真六郎 著 

 

 

［正题名］政党政治の始動 

［第一责任人］本山幸彦著 

［出版者］ミネルヴァ書房 

［出版日期］1983.4 

［丛编题名］歴史と日本人 

［丛编题名］レキシ ト ニホンジン 7 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代 

［主题词］政党/歴史 

［知识责任］本山幸彦 著 

 

 

［正题名］象徴主義·行動主義 



［第一责任人］多田道太郎著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1957.5 

［丛编题名］文芸思想史 

［丛编题名］ブンゲイ シソウシ 第 3 巻 

［主题词］象徴主義文学上 

 

 

［正题名］日本の教育 

［第一责任人］日本教職員組合編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.9 

［正题名］日本の教育 

［第一责任人］日教組，日高教共編 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1966.6 

［附注内容］日教组第 15 次·日高教第 12 次·教育研究全国集会報告 

［主题词］日本/教育 

 

 

［正题名］満洲國史 

［第一责任人］満洲国史編纂刊行会編 

［出版者］満蒙同胞援護会 

［出版日期］1970.6 

［主题词］満州国/歴史 

 

 

［正题名］耶蘇會士日本通信 

［第一责任人］村上直次郎訳 

［译者］渡辺世祐註 

［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 

［主题词］カトリック教会/日本/歴史 

［知识责任］村上直次郎 訳 

［次知识责任］渡辺世祐 註 

 

 

［正题名］耶蘇會士日本通信 

［第一责任人］村上直次郎訳 

［译者］渡辺世祐註 

［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 

［主题词］カトリック教会/日本/歴史 

［知识责任］村上直次郎 訳 

［次知识责任］渡辺世祐 註 

 

 

［正题名］一堂紀事 

［第一责任人］金明秀編 

［出版者］一堂紀事出版所 

［出版日期］1927.12 

［附注内容］監修：和田一郎 

［知识责任］金明秀 編 

 

 

［正题名］満洲共産匪の研究 

［第一责任人］満洲國軍政部軍事調査部編 

［出版者］軍政部顧問部 

［出版日期］1937.3 

［附注内容］第 1 輯：康徳 3 年 

［主题词］中国共産党 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1976.4 

［附注内容］自辛巳朝鮮纯祖廿一年至庚子朝鮮憲宗六年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1976.5 

［附注内容］自辛丑朝鮮憲祖七年至癸亥朝鮮哲宗十四年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1976.5 

［附注内容］自辛亥朝鮮李太王即位年至朝鮮李太王三十一年 



［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1976.3 

［附注内容］自丁未朝鮮英祖三年至已巳朝鮮祖廿五年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1976.3 

［附注内容］自庚朝鮮英祖廿六年至乙未朝鮮英祖五十一年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1976.4 

［附注内容］自丙申朝鮮英祖五十二年至庚申朝鮮正祖廿四年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.5 

［主题词］朝鮮/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］1971.2 

［附注内容］慶応義塾創立百年記念出版 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］慶應義塾 編纂 

 

 

［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］1971.3 

［附注内容］慶応義塾創立百年記念出版 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］慶應義塾 編纂 

 

 

［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］1971.3 

［附注内容］慶応義塾創立百年記念出版 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］慶應義塾 編纂 

 

 

［正题名］秩父事件史料 

［第一责任人］（左石，右幾）田文雄編 

［出版者］埼玉新聞社出版局 

［出版日期］1971.10 

［附注内容］埼玉新聞社出版部 

［附注内容］秩父暴動如来， 秩父暴徒関係書類 

［主题词］秩父事件 

［知识责任］（石幾）田文雄編 編 

 

 

［正题名］秩父事件史料 

［第一责任人］梶拓二編 

［出版者］埼玉新聞社出版局 

［出版日期］1978.1 

［附注内容］明治 17 年 秩父暴徒犯罪ニ関スル書類編 

［主题词］秩父事件 

［知识责任］梶拓二 編 

 

 

［正题名］近代 

［第一责任人］小西四郎著 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1962.7 

［丛编题名］日本全史 

［丛编题名］ニホン ゼンシ 8 

［知识责任］小西四郎 著 

 



 

［正题名］絶対主義論 

［第一责任人］白杉庄一郎著 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1957.1 

［主题词］絶対主義 

［知识责任］白杉庄一郎 著 

 

 

［正题名］帝国議会の歴史と本質 

［第一责任人］上杉重二郎著 

［出版者］岩崎書店 

［出版日期］1953.12 

［主题词］国会/歴史 

［知识责任］上杉重二郎 著 

 

 

［正题名］日本統治時代の朝鮮 

［第一责任人］外務省条約局法規課 ［編］ 

［東京］ 

［出版者］外務省条約局法規課 

［出版日期］1971.3 

［丛编题名］外地法制誌 

［丛编题名］ガイチ ホウセイシ 第 4 部の 2 

［附注内容］付：朝鮮全図 

［主题词］法制史/朝鮮/日本統治時代 

 

 

［正题名］融和事業年鑑 

［第一责任人］中央融和事業協會編 

［出版者］部落解放研究所 

［出版日期］1970.9 

［附注内容］部落解放研究所發行 

［主题词］同和事業 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］融和事業年鑑 

［第一责任人］中央融和事業協會編 

［出版者］部落解放研究所 

［出版日期］1970.9 

［附注内容］部落解放研究所發行 

［主题词］同和事業 

［主题词］部落問題 



 

 

［正题名］融和事業年鑑 

［第一责任人］中央融和事業協會編 

［出版者］部落解放研究所 

［出版日期］1970.9 

［附注内容］部落解放研究所發行 

［主题词］同和事業 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］融和事業年鑑 

［第一责任人］中央融和事業協會編 

［出版者］部落解放研究所 

［出版日期］1970.9 

［附注内容］部落解放研究所發行 

［附注内容］附表 

［主题词］同和事業 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］融和事業年鑑 

［第一责任人］中央融和事業協會編 

［出版者］部落解放研究所 

［出版日期］1970.9 

［附注内容］部落解放研究所發行 

［附注内容］附表 

［主题词］同和事業 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］融和事業年鑑 

［第一责任人］財团法人中央融和事業協會編 

［出版者］部落解放研究所 

［出版日期］1970.9 

［附注内容］部落解放研究所發行 

［附注内容］附表 

［主题词］同和事業 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］融和事業年鑑 

［第一责任人］財团法人中央融和事業協會編 

［出版者］部落解放研究所 



［出版日期］1970.9 

［附注内容］部落解放研究所發行 

［附注内容］附表 

［主题词］同和事業 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］融和事業年鑑 

［第一责任人］財团法人中央融和事業協會編 

［出版者］部落解放研究所 

［出版日期］1970.9 

［附注内容］部落解放研究所發行 

［附注内容］附表 

［主题词］同和事業 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］融和事業年鑑 

［第一责任人］財团法人中央融和事業協會編 

［出版者］部落解放研究所 

［出版日期］1970.9 

［附注内容］部落解放研究所發行 

［附注内容］附表 

［主题词］同和事業 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］融和事業年鑑 

［第一责任人］財团法人中央融和事業協會編 

［出版者］部落解放研究所 

［出版日期］1970.9 

［附注内容］部落解放研究所發行 

［附注内容］附表 

［主题词］同和事業 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］融和事業年鑑 

［第一责任人］財团法人中央融和事業協會編 

［出版者］部落解放研究所 

［出版日期］1970.9 

［附注内容］部落解放研究所發行 

［附注内容］附表 

［主题词］同和事業 



［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］融和事業年鑑 

［第一责任人］財团法人中央融和事業協會編 

［出版者］部落解放研究所 

［出版日期］1970.9 

［附注内容］部落解放研究所發行 

［附注内容］附表 

［主题词］同和事業 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］融和事業年鑑 

［第一责任人］財团法人中央融和事業協會編 

［出版者］部落解放研究所 

［出版日期］1970.9 

［附注内容］部落解放研究所發行 

［附注内容］附表 

［主题词］同和事業 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］融和事業年鑑 

［第一责任人］財团法人中央融和事業協會編 

［出版者］部落解放研究所 

［出版日期］1970.9 

［附注内容］部落解放研究所發行 

［附注内容］附表 

［主题词］同和事業 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］融和事業年鑑 

［第一责任人］財团法人中央融和事業協會編 

［出版者］部落解放研究所 

［出版日期］1970.9 

［附注内容］部落解放研究所發行 

［附注内容］附表 

［主题词］同和事業 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］融和事業年鑑 



［第一责任人］中央融和事業協會編 

［出版者］部落解放研究所 

［出版日期］1970.9 

［附注内容］部落解放研究所發行 

［附注内容］附表 

［主题词］同和事業 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］謝花昇伝 

［第一责任人］大里康永著 

［出版者］太平出版社 

［出版日期］1971.10 

［主题词］琉球/政治/歴史 

［主题词］自由民権運動 

［知识责任］大里康永 著 

 

 

［正题名］女護ケ島 

［第一责任人］前花哲雄著 

［那覇］ 

［出版者］琉球文教図書 

［出版日期］1971.2 

［主题词］昔話/琉球 

［知识责任］前花哲雄 著 

 

 

［正题名］沖縄解放闘争の未来像 

［第一责任人］新里金福著 

［出版者］新泉社 

［出版日期］1973.8 

［附注内容］初稿発表覚え書：p269-270 

［主题词］琉球問題 

［知识责任］新里金福 著 

 

 

［正题名］被差別部落の歴史 

［第一责任人］原田伴彦著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1973.8 

［主题词］部落問題 

［知识责任］原田伴彦 著 

 

 



［正题名］労働運動と部落問題 

［第一责任人］青木郁夫，星野隆著 

［出版者］ひかり社 たいまつ社(発売) 

［出版日期］1974.11 

［主题词］部落問題 

［主题词］芝浦屠場東京都 

［知识责任］青木郁夫 著 

［知识责任］星野隆 著 

 

 

［正题名］近代沖縄の歴史と民衆 

［第一责任人］沖縄歴史研究会編 

［出版者］沖縄歴史研究会 

［出版日期］1970.5 

［附注内容］『沖縄歴史研究』別冊 

［附注内容］内容：近世期の沖縄(上原兼善) 「琉球処分」と農村問題(金城正篤) 宮古農

民の人頭税廃止運動(島尻勝太郎) 「土地整理」に関する一考察(西原文雄) 明治期の沖縄

の糖業(金城功) 移民と出稼ぎ(安仁屋政昭) 大正·昭和期の労働運動(田港朝昭) 沖縄近代

史における本島と先島(西里喜行) 伊波普猷論覚書(仲地哲夫) 付録 近代史研究の意義と

課題(共同執筆) 

［主题词］沖縄県/歴史 

［知识责任］沖縄歴史研究会 編 

 

 

［正题名］沖縄現代史 

［出版地不明］ 

［出版者］［出版社不明］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［主题词］琉球/歴史 

 

 

［正题名］沖縄舊慣地方制度 

［第一责任人］沖縄縣内務部第一課［編］ 

［那覇］ 

［出版者］［沖縄縣内務部第一課］ 

［出版日期］1951.4 

［主题词］地方行政/琉球/歴史 

［主题词］地方行政/沖縄県/歴史 

 

 

［正题名］播磨国皮多村文書 

［第一责任人］播磨国皮多村文書研究会編 

［出版者］部落問題研究所 

［出版日期］1969.9 



［正题名］同和問題の歴史的研究 

［第一责任人］三好伊平次著 

［出版者］同和奉公会 

［出版日期］1944.5 

［主题词］部落問題 

［知识责任］三好伊平次 著 

 

 

［正题名］未解放部落の史的研究 

［第一责任人］渡辺広著 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1963.3 

［主题词］部落問題/歴史 

［知识责任］渡辺広 著 

 

 

［正题名］秩父事件史料 

［第一责任人］梶拓二編 

［出版者］埼玉新聞社出版局 

［出版日期］1977.7 

［附注内容］明治 17 年 秩父暴徒犯罪ニ関スル書類編 

［主题词］秩父事件 

［知识责任］梶拓二 編 

 

 

［正题名］秩父事件史料 

［第一责任人］梶拓二編 

［出版者］埼玉新聞社出版局 

［出版日期］1976.3 

［附注内容］新聞·雑誌編 

［主题词］秩父事件 

［知识责任］梶拓二 編 

 

 

［正题名］明治四十五年史 

［第一责任人］大日本國民中學会編 

［出版者］東京國民書院 

［出版日期］1912.10 

［正题名］西郷隆盛 

［第一责任人］林房雄著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1943.5 

［附注内容］青葉の巻 

［附注内容］裝幀：海老原喜之助 



［知识责任］林房雄 著 

 

 

［正题名］西郷隆盛 

［第一责任人］林房雄著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1942.7 

［附注内容］落花の巻 

［附注内容］裝幀：海老原喜之助 

［知识责任］林房雄 著 

 

 

［正题名］西郷隆盛 

［第一责任人］林房雄著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1943.7 

［附注内容］早春の巻 

［附注内容］裝幀：海老原喜之助 

［知识责任］林房雄 著 

 

 

［正题名］西郷隆盛 

［第一责任人］林房雄著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1943.5 

［附注内容］而立の巻 

［附注内容］裝幀：海老原喜之助 

［知识责任］林房雄 著 

 

 

［正题名］西郷隆盛 

［第一责任人］林房雄著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1943.5 

［附注内容］月魄の巻 

［附注内容］裝幀：海老原喜之助 

［知识责任］林房雄 著 

 

 

［正题名］西郷隆盛 

［第一责任人］林房雄著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1943.5 

［附注内容］彗星の巻 



［附注内容］裝幀：海老原喜之助 

［知识责任］林房雄 著 

 

 

［正题名］西郷隆盛 

［第一责任人］林房雄著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1943.2 

［附注内容］不知火の巻 

［附注内容］裝幀：海老原喜之助 

［知识责任］林房雄 著 

 

 

［正题名］西郷隆盛 

［第一责任人］林房雄著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1945.11 

［附注内容］黒潮の巻 

［附注内容］裝幀：海老原喜之助 

［知识责任］林房雄 著 

 

 

［正题名］西郷隆盛 

［第一责任人］林房雄著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1945.10 

［附注内容］風の巻 

［附注内容］裝幀：海老原喜之助 

［知识责任］林房雄 著 

 

 

［正题名］西郷隆盛 

［第一责任人］林房雄著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1947.5 

［附注内容］雲の巻 

［附注内容］裝幀：海老原喜之助 

［知识责任］林房雄 著 

 

 

［正题名］明治國家の成立 

［第一责任人］大江志乃夫著 

［出版者］ミネルヴァ書房 

［出版日期］1959.11 



［主题词］日本/歴史/明治時代 

［知识责任］大江志乃夫 著 

 

 

［正题名］秩父事件史料 

［第一责任人］（左石，右幾）田文雄編 

［出版者］埼玉新聞社出版局 

［出版日期］1972.6 

［附注内容］新聞·雑誌編 

［主题词］秩父事件 

［知识责任］石幾田文雄 編 

 

 

［正题名］絶對主義論批判 

［第一责任人］白杉庄一郎著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1950.11 

［主题词］絶対主義 

［知识责任］白杉庄一郎 著 

 

 

［正题名］日本における近代國家の成立 

［第一责任人］E.H.Norman 著 

［译者］大窪愿二訳 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1947.8 

［附注内容］監修：太平洋問題調査會中央事務局 

［附注内容］参考文献：p287-301 

［知识责任］Norman 著 

［次知识责任］大窪愿二, 訳 

 

 

［正题名］高知藩財政史 

［第一责任人］平尾道雄著 

［出版者］高知市立市民図書館 

［出版日期］1953.6 

［主题词］土佐藩 

［主题词］高知県/経済/歴史 

［知识责任］平尾道雄 著 

 

 

［正题名］土佐藩經濟史研究 

［第一责任人］松好貞夫著 

［出版者］日本評論社 



［出版日期］1930.5 

［知识责任］松好貞夫 著 

 

 

［正题名］支那革命實見記 

［第一责任人］池亨吉著 

［出版者］金尾文淵堂 

［出版日期］1969.11 

［附注内容］附録：革命潮(英文) 革命方略(漢文) 

［知识责任］池亨吉 著 

 

 

［正题名］論語と孔子の思想 

［第一责任人］津田左右吉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1946.12 

［主题词］論語 

［知识责任］津田左右吉 著 

 

 

［正题名］支那論 

［第一责任人］内藤虎次郎著 

［出版者］文會堂書店 

［出版日期］1914.3 

［知识责任］内藤湖南 著 

 

 

［正题名］高知県の歴史 

［第一责任人］山本大著 

［出版者］山川出版社 

［出版日期］1969.12 

［丛编题名］県史シリーズ 

［丛编题名］ケンシ シリーズ 39 

［附注内容］付：参考文献 

［附注内容］記述は 1 版 1 刷(昭和 45 年 1 月発行)による 

［主题词］高知県/歴史 

［知识责任］山本大 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］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 著 

［次知识责任］遠藤鎮雄 編 

 

 

［正题名］部落 

［第一责任人］朝日新聞社大阪本社社会部編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1958.1 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 134 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］文化と部落問題 

［第一责任人］部落問題研究所編集部編 

［出版者］部落問題研究所 

［出版日期］1960.2 

［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 2 集 

 

 

［正题名］山県有朋 

［第一责任人］藤村道生著 

［译者］日本歴史学会編 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1961.5 

［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 67 

［附注内容］山県有朋の肖像あり 

［附注内容］略年譜·参考文献：p278-287 

［知识责任］藤村道生 著 

 

 

［正题名］支那旅行日記 

［第一责任人］リヒトホーフェン著 

［译者］海老原正雄訳 

［出版者］慶應書房 

［出版日期］1943.5 



［主题词］中国/紀行 

［知识责任］Richthofen 著 

［次知识责任］海老原正雄 訳 

 

 

［正题名］西郷隆盛 

［第一责任人］林房雄著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1948.2 

［附注内容］孤岛の巻 

［附注内容］裝幀：海老原喜之助 

［知识责任］林房雄 著 

 

 

［正题名］儒教と道教 

［第一责任人］マクス·ウェーバー著 

［译者］細谷徳三郎譯 

［出版者］弘文堂書房 

［出版日期］1940.10 

［主题词］宗教社会学 

［主题词］儒学 

［主题词］道教 

［知识责任］Weber 著 

［次知识责任］細谷徳三郎 訳 

 

 

［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］日本の學校 

［第一责任人］勝田守一編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.2 

［丛编题名］岩波講座教育 

［丛编题名］イワナミ コウザ キョウイク 第 5 巻 



［主题词］教育/叢書 

［知识责任］勝田守一 編集 

 

 

［正题名］日本の學校 

［第一责任人］勝田守一編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.9 

［丛编题名］岩波講座教育 

［丛编题名］イワナミ コウザ キョウイク 第 4 巻 

［主题词］教育/叢書 

［知识责任］勝田守一 編集 

 

 

［正题名］明治維新史研究講座 

［第一责任人］歴史学研究会編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1968.8 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］此书号 R0003357 为 1968 年 11 月第 3 刷，本书价钱为 650 円 

［主题词］明治維新 

［主题词］日本/歴史/江戸末期 

 

 

［正题名］明治維新史研究講座 

［第一责任人］歴史学研究会編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1958.12 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］此书号 R0003358 为 1968 年 12 月第 3 刷，本书价钱为 650 円 

［主题词］明治維新 

［主题词］日本/歴史/江戸末期 

 

 

［正题名］明治維新史研究講座 

［第一责任人］歴史学研究会編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1959.3 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］此书号 R0003359 为 1969 年 1 月第 3 刷 

［主题词］明治維新 

［主题词］日本/歴史/江戸末期 

 

 



［正题名］明治維新史研究講座 

［第一责任人］歴史学研究会編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1959.9 

［附注内容］月報あり 

［附注内容］明治維新史史料·文献目録 総索引 は、 子書誌レコード <BN01873475> 

［附注内容］此书号 R0003360 为 1969 年 3 月第 2 刷，本书的价钱为 650 円 

［主题词］明治維新 

［主题词］日本/歴史/江戸末期 

 

 

［正题名］眞夏の夜の夢 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.9 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ ［著］ 坪内逍遥訳 

第 4 巻 

［知识责任］Shakespeare 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 

［正题名］コリオレーナス 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.9 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ ［著］ 坪内逍遥訳 

第 32 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 

 

 

［正题名］お氣に召すまゝ 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.11 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

19 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 



［正题名］リヤ王 

［第一责任人］坪内逍遙譯 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.11 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ ［著］ 坪内逍遥訳 

第 30 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 譯 

 

 

［正题名］ヘンリー五世 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.6 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ ［著］ 坪内逍遥訳 

第 9 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 

 

 

［正题名］ウィンザーの陽気な女房 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.6 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

17 巻 

［知识责任］Shakespeare 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 

［正题名］十二夜 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1933.10 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

20 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 



［正题名］ロシオとヂェリエュット 

［第一责任人］坪内逍遙譯 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1933.10 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ ［著］ 坪内逍遥訳 

第 25 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 譯 

 

 

［正题名］以尺報尺 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1933.9 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

22 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 

 

 

［正题名］ハムレット 

［第一责任人］坪内逍遙譯 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1933.9 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

27 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 

［正题名］ヴェニスの商人 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1933.12 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

15 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 



［正题名］タイタス·アンドロニカス 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1933.12 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

24 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 

［正题名］ヂョン王 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.1 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

5 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 

［正题名］ペリクリーズ 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.1 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

34 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 

［正题名］冬の夜ばなし 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.8 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

36 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 



［正题名］ヘンリー六世 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.8 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

12 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 

［正题名］アセンズのタイモン 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.5 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

33 巻 

［知识责任］Shakespeare 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 

［正题名］ぢゃぢゃ馬馴らし 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.5 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

16 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 

［正题名］末よければ總てよし 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1935.1 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

21 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 



［正题名］アントニーとクレオパトラ 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1935.1 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

31 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 

［正题名］詩篇 

［第一责任人］坪内逍遙譯 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.12 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

39 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 譯 

 

 

［正题名］颶風(テムペスト) 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.12 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

37 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 

［正题名］ヘンリー八世 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1935.3 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

14 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 



［正题名］戀の骨折損 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1935.3 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

1 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 

［正题名］リチャード二世 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.2 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

6 巻 

［知识责任］Shakespeare 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 

［正题名］ヴェローナの二紳士 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.2 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

3 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 

［正题名］マクベス 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1935.2 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

29 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 



［正题名］むだ騒ぎ 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1935.2 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

18 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 

［正题名］リチャード三世 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.10 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

13 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 

［正题名］トロイラスとクレシダ 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.10 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

23 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 

［正题名］間ちがひつづき 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1935.5 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

2 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 



［正题名］シェークスピヤ研究栞 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1935.5 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

40 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 

［正题名］ヘンリー四世 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.4 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

7 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 

［正题名］ヘンリー四世 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.4 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

8 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 

［正题名］オセロー 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1935.4 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

28 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 



［正题名］シムベリン 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1935.4 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

35 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 遥訳 

 

 

［正题名］ヂュリヤス·シーザー 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.3 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

26 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 

［正题名］詩篇 

［第一责任人］坪内逍遙譯 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.12 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

38 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 譯 

 

 

［正题名］ヘンリー六世 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.7 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

10 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 



［正题名］ヘンリー六世 

［第一责任人］坪内逍遥訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1934.7 

［丛编题名］新修シェークスピヤ全集 

［丛编题名］シンシュウ シェークスピヤ ゼンシュウ シェークスピヤ［著］ 坪内逍遥訳 第

10 巻 

［知识责任］Shakespeare 著 

［知识责任］坪内逍遥 訳 

 

 

［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］1952.2 

［知识责任］毛沢東 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］1952.3 

［知识责任］毛沢東 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］1952.7 

［知识责任］毛沢東 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］1952.8 

［知识责任］毛沢東 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］1953.5 

［知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］毛沢東論文集 

［第一责任人］現代中国研究会訳 

［出版者］第三書房 

［出版日期］1951.6 

［知识责任］毛沢東 

 

 

［正题名］經濟問題と財政問題 

［第一责任人］毛澤東著 

［译者］中國研究所編訳 

［出版者］中國研究所 

［出版日期］1950.6 

［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 

［知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］毛沢東選集 

［第一责任人］毛沢東著 

［译者］中国共産党中央委員会毛沢東選集出版委員会［編］ 

［出版者］外文出版社 

［出版者］大安(発売) 

［出版日期］1968 

［附注内容］毛沢東の肖像あり 

［附注内容］原本：北京人民出版社 1964 年 9 月出版，4 卷本 

［知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］毛沢東選集 

［第一责任人］毛沢東著 

［译者］中国共産党中央委員会毛沢東選集出版委員会［編］ 

［出版者］外文出版社 

［出版者］大安(発売) 

［出版日期］1968 

［附注内容］毛沢東の肖像あり 

［附注内容］原本：北京人民出版社 1964 年 9 月出版，4 卷本 

［知识责任］毛沢東 著 



 

 

［正题名］中華人民共和国第二期全国人民代表大会第二回会議主要文献集 

［第一责任人］中华人民共和国全国人民代表大会［編］ 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1960.6 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/政治 

 

 

［正题名］軍事六篇 

［第一责任人］毛沢東［著］ 

［译者］浅川謙次訳 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1968.3 

［丛编题名］毛沢東問題別選 

［丛编题名］モウ タクトウ モンダイ ベッセン 6 

［知识责任］毛沢東 著 

［次知识责任］浅川謙次 訳 

 

 

［正题名］軍事六篇 

［第一责任人］毛沢東［著］ 

［译者］浅川謙次訳 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1968.3 

［丛编题名］毛沢東問題別選 

［丛编题名］モウ タクトウ モンダイ ベッセン 5 

［知识责任］毛沢東 著 

［次知识责任］浅川謙次 訳 

 

 

［正题名］中国革命と中国共産党 

［第一责任人］毛沢東著 

［译者］松村一人編 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1969 

［丛编题名］毛沢東問題別選 

［丛编题名］モウ タクトウ モンダイ ベッセン 7 

［附注内容］内容：中国社会各階級の分析(1926 年 3 月)，中国革命と中国共産党(1939 年

12 月)，民主主義論(1940 年 1 月)，連合政府について(1945 年 2 月 24 日)，中国共産党第

七期中央委員会第二回総会での報告(1949 年 3 月 5 日)，人民民主主義独裁について(1949

年 6 月 30 日) 

［主题词］中国/政治/歴史/民国時代 

［主题词］中国共産党 



［主题词］共産主義/中国 

［知识责任］毛沢東 著 

［次知识责任］松村一人 編 

 

 

［正题名］党建設 

［第一责任人］毛沢東著 

［译者］浅川謙次訳 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1967.12 

［丛编题名］毛沢東問題別選 

［丛编题名］モウ タクトウ モンダイ ベッセン 4 

［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

［主题词］中国共産党 

［主题词］共産主義/中国 

［知识责任］毛沢東 著 

［次知识责任］浅川謙次 訳 

 

 

［正题名］中國民主革命 

［第一责任人］岩村三千夫著 

［出版者］彰考書院 

［出版日期］1947.11 

［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 15 

［知识责任］岩村三千夫 著 

 

 

［正题名］中國共産黨の三十年 

［第一责任人］胡喬木著 

［译者］淺川謙次訳 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1954.3 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 166 

［知识责任］胡乔木 著 

［知识责任］浅川謙次 訳 

 

 

［正题名］八億人の哲学 

［第一责任人］東方書店編集翻訳 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1971.11 

［丛编题名］人民双書 



［丛编题名］ジンミン ソウショ 9 

［主题词］共産主義/中国 

 

 

［正题名］連続革命と毛沢東思想 

［第一责任人］菅沼正久著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1969.7 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 658 

［主题词］中国文化大革命 

［知识责任］菅沼正久 著 

 

 

［正题名］毛沢東論文選 

［第一责任人］毛沢東著作選読編集委員会編 

［译者］中共中央毛沢東選集出版委員会訳 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1967 

［附注内容］中国·外文出版社版 

［主题词］共産主義 

 

 

［正题名］江青同志論文芸 

［第一责任人］青藍社翻訳室訳 

［出版者］青藍社 

［出版日期］1974.2 

［主题词］芸術中国 

［主题词］中国文化大革命 

 

 

［正题名］中国の地理概況 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1974 

［主题词］中国/地誌 

 

 

［正题名］解放闘争と毛沢東思想 

［第一责任人］坂本徳松等編 

［出版者］亜東社 

［出版日期］1967.11 

［主题词］共産主義 

［知识责任］坂本徳松 編 

 



 

［正题名］反動階級の「聖人」 

［第一责任人］楊栄国著 

［出版者］外交出版社 

［出版者］中国国際書店(発売) 

［出版日期］1974 

［知识责任］楊栄国 

 

 

［正题名］現代の中国 

［第一责任人］福武直編 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1977.10 

［附注内容］執筆：福武直〔等〕 

［主题词］中国 1949- 中華人民共和国/社会 

［知识责任］福武直 編 

 

 

［正题名］新段階論 

［第一责任人］毛沢東著 

［出版者］日本共産党宣伝教育部 

［出版日期］〔19 ? 〕 

［丛编题名］教育資料 

［丛编题名］キョウイク シリョウ 

［主题词］共産主義 

［知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］鄧小平伝 

［第一责任人］和田武司，田中信一著 

［出版者］徳間書店 

［出版日期］1977.6 

［附注内容］鄧小平年譜：p.231～239 参考文献：p.241～245 

［知识责任］和田武司 著 

［知识责任］田中信一 著 

 

 

［正题名］実践論 

［第一责任人］毛澤東著 

［译者］社会科学研究会編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1951.6 

［附注内容］附：実践論」に関する諸研究 

［知识责任］毛沢東 著 



 

 

［正题名］江青 

［第一责任人］ロクサーヌ·ウィトケ著 

［译者］中嶋嶺雄，宇佐美滋訳 

［出版者］パシフィカ 

［出版日期］1977.8 

［知识责任］Witke 著 

［次知识责任］中島嶺雄 訳 

［次知识责任］宇佐美滋 訳 

 

 

［正题名］ルーディン 

［第一责任人］トゥルゲーニェフ作 

［译者］原久一郎譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.10 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 

［知识责任］Turgenev 作 

［次知识责任］原久一郎 譯 

 

 

［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］1957.7 

［丛编题名］角川文庫 

［丛编题名］カドカワ ブンコ 1563 

［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］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］1950 

［主题词］日本文学/辞書 

［知识责任］藤村作 編 

 

 

［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］1950.10 

［主题词］日本文学/辞書 

［知识责任］藤村作 編 

 

 

［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］1953.8 

［主题词］日本文学/辞書 

［知识责任］藤村作 編 

 

 

［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 

［译者］河出孝雄編集 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1959.7 

［附注内容］各巻に折込あり 

［次知识责任］河出孝雄 編集 

 

 

［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 

［译者］河出孝雄編集 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1959.11 

［附注内容］各巻に折込あり 

［次知识责任］河出孝雄 編集 

 

 

［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 

［译者］奈良本辰也編集 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1960.5 

［附注内容］各巻に折込あり 

［次知识责任］奈良本辰也 編集 

 

 

［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 



［译者］河出孝雄編集 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1959.9 

［附注内容］各巻に折込あり 

［次知识责任］河出孝雄 編集 

 

 

［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 

［译者］河出孝雄編集 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1959.7 

［附注内容］各巻に折込あり 

［次知识责任］河出孝雄 編集 

 

 

［正题名］近代天皇制の成立 

［第一责任人］遠山茂樹編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1987.11 

［丛编题名］近代天皇制の研究 

［丛编题名］キンダイ テンノウセイ ノ ケンキュウ 遠山茂樹編 1 

［主题词］天皇制 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代 

［知识责任］遠山茂樹 編 

 

 

［正题名］神戸権勢史 

［第一责任人］本郷直彦著 

［出版者］平野寶盛堂 

［出版日期］1913.5 

［知识责任］本郷直彦 著 

 

 

［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］1948.10 

［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］比較近代化論 



［第一责任人］武田清子編 

［出版者］未来社 

［出版日期］1970.3 

［主题词］社会/歴史 

［主题词］日本/社会/歴史 

［主题词］日本研究 

［知识责任］武田清子 編 

 

 

［正题名］中江兆民集 

［第一责任人］中江兆民著 

［译者］松永昌三編集解説 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1974.11 

［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 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］松永昌三 編集解説 

 

 

［正题名］近代史の新しい見方 

［第一责任人］E.O.ライシャワー著 

［译者］羽染竹一訳 

［出版者］原書房 

［出版日期］1964.2 

［附注内容］標題紙には A NEW LOOK AT MODERN HISTORY とあり 

［知识责任］Reischauer 著 

［次知识责任］羽染竹一 訳 

 

 

［正题名］中江兆民 

［第一责任人］土方和雄著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1958.12 

［丛编题名］近代日本の思想家 

［丛编题名］キンダイ ニホン ノ シソウカ 2 

［知识责任］土方和雄 著 

 

 

［正题名］中江兆民の思想 

［第一责任人］松永昌三著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1970.10 



［知识责任］松永昌三 著 

 

 

［正题名］國民性十論 

［第一责任人］芳賀矢一著 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1916.12 

［知识责任］芳賀矢一 著 

 

 

［正题名］天皇と華族 

［第一责任人］遠山茂樹校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.5 

［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 2 

［附注内容］付録：月報 1 

［主题词］天皇 

［主题词］華族 

［知识责任］加藤周一 編 

［知识责任］遠山茂樹 校注 

 

 

［正题名］明治天皇の聖徳 

［第一责任人］渡邊幾治郎著 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1941.7 

［知识责任］渡辺幾治郎 著 

 

 

［正题名］明治天皇の聖徳 

［第一责任人］渡邊幾治郎著 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1942.7 

［知识责任］渡辺幾治郎 著 

 

 

［正题名］リア王 

［第一责任人］シェイクスピア作 

［译者］齋藤勇譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1948.6 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤(32)-164，赤 205-1，3716-3717a 



［知识责任］Shakespeare 作 

［次知识责任］斎藤勇 譯 

 

 

［正题名］ウォール街 

［第一责任人］小椋廣勝著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1953.5 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 114 

［主题词］金融資本 

［主题词］帝国主義 

［主题词］資本主義/アメリカ合衆国 

［知识责任］小椋広勝 著 

 

 

［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］1929.12 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 515-517 

［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］ブラウン神父の不信 

［第一责任人］G.K.チェスタトン著 

［译者］福田恒存，中村保男訳 

［出版者］東京創元社 

［出版日期］1959.11 

［丛编题名］創元推理文庫 

［丛编题名］ソウゲン スイリ ブンコ 

［知识责任］Chesterton 著 

［次知识责任］福田恆存 訳 

［次知识责任］中村保男 訳 

 

 

［正题名］日本工業史 

［第一责任人］横井時冬著 

［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 26 篇 

［主题词］日本/工業/歴史 

［知识责任］横井時冬 著 

 

 

［正题名］基督者の自由 

［正题名］他三篇 

［第一责任人］マルティン·ルター著 

［译者］石原謙譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.12 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 957 

［知识责任］Luther 著 

［次知识责任］石原謙 譯 

 

 

［正题名］ワーヅワース詩集 

［第一责任人］田部重治選譯 

［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 1748-1749，赤-218-1 

［知识责任］田部重治 譯 

 

 

［正题名］ヘルマン戦争 

［第一责任人］クライスト著 

［译者］浜野修訳 

［出版者］改造社 

［出版日期］1936.11 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 2 部第 267 篇 

［知识责任］Kleist 

［次知识责任］浜野修 訳 

 

 

［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］1963.3 

［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］1963.10 

［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］1963.10 

［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］1963.3 

［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］1956.3 

［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］1957.3 

［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］1956.10 

［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］1957.4 

［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］1956.1 

［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］1955.12 

［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］1957.10 

［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］1954.3 

［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］1954.1 

［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］1956.3 

［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］1958.2 

［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］1954.9 

［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］1954.9 

［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］魯迅詩話 

［第一责任人］高田淳著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1971.4 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 249 

［知识责任］高田淳 著 

 

 

［正题名］これからの婦人 

［第一责任人］帯刀貞代著 

［出版者］世界画報社 

［出版日期］1948.3 

［主题词］婦人問題 

［知识责任］帯刀貞代 著 

 

 

［正题名］学生国語辞典 

［第一责任人］旺文社［編］ 

［出版者］旺文社 

［出版日期］1959.3 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［附注内容］校閲：守随憲治，今泉忠義 

［主题词］日本語/辞書 

 

 

［正题名］エスペラント會話 

［第一责任人］久保貞次郎編 

［译者］岡本好次校閲 

［出版者］日本エスペラント学会 

［出版日期］1935.4 

［丛编题名］エスペラント文庫 

［丛编题名］エスペラント ブンコ 第 5 篇 

［知识责任］久保貞次郎 編 

［次知识责任］岡本好次 校閲 

 

 

［正题名］信長と天皇 

［第一责任人］今谷明著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1992.4 

［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 1096 

［附注内容］参考文献：p218-219 

［主题词］日本/歴史/室町時代 

［知识责任］今谷明 著 

 

 

［正题名］獨逸語變化表 

［第一责任人］三省堂編輯所編 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1942.3 

［丛编题名］語學文庫 

［丛编题名］ゴガク ブンコ 

［附注内容］***遡及による流用入力 

 

 

［正题名］獨和辭典 

［第一责任人］木村謹治，相良守峯共著 

［出版者］博文館 

［出版日期］1940.3 

［附注内容］背·表紙の書名：Kimura=Sagara deutsch=japanisches W◆U00F6◆rterbuch 

［附注内容］主要參考書目:巻頭 p5-6 

［主题词］ドイツ語/辞書 

［知识责任］木村謹治 著 

［知识责任］相良守峯 著 

 

 

［正题名］ラテン文法概要 

［第一责任人］呉茂一著 

［出版者］鐵塔書院 

［出版日期］1933.4 

［主题词］ラテン語 

［知识责任］呉茂一 著 

 

 

［正题名］芸術とはなにか 

［第一责任人］トルストイ著 

［译者］河野與一訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 985-986a，赤-36，赤(32)-619-6 

［附注内容］『解説』に昭和 34 年 2 月付の追加( p.282-286)あり 

［附注内容］補注：p.287-290 

［附注内容］奥付：1958 年 2 月 25 日 第 19 刷改版発行 



［知识责任］Tolstoy 著 

［次知识责任］河野与一 訳 

 

 

［正题名］荘子 

［第一责任人］福永光司著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1975.7 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 36 

［知识责任］福永光司 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］1927.3 

［附注内容］出版地変更：東京(第 1-2 卷)→静岡(第 3 卷-) 

［附注内容］自第四議會至第七議會 

［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］1926.12 

［附注内容］出版地変更：東京(第 1-2 卷)→静岡(第 3 卷-) 

［附注内容］自第八議會至第九議會 

［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］1927.9 

［附注内容］出版地変更：東京(第 1-2 卷)→静岡(第 3 卷-) 

［附注内容］自第十議會至第十三議會 

［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］1927.12 



［附注内容］出版地変更：東京(第 1-2 卷)→静岡(第 3 卷-) 

［附注内容］自第十四議會至第廿議會 

［主题词］議会 

 

 

［正题名］薩南血涙史 

［第一责任人］加治木常樹著 

［出版者］大和学芸図書 

［出版日期］1976.10 

［附注内容］薩南血涙史発行所大正 1 年刊の複製 限定版 

［主题词］西南戦争 

［知识责任］加治木常樹 著 

 

 

［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］1962.9 

［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］1962.11 

［附注内容］明治十六年刊行 

［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］1963.1 

［附注内容］明治十七年刊行 

［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］1963.3 

［附注内容］明治十八年刊行 

［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］1963.4 

［附注内容］明治十九年刊行 

［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］1963.5 

［附注内容］明治二十年刊行 

［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］1963.6 

［附注内容］明治二十一年刊行 

［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］1963.7 

［附注内容］明治二十二年刊行 

［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］1963.8 

［附注内容］明治二十三年刊行 

［主题词］日本/統計 

 

 

［正题名］日本の子ども 

［第一责任人］勝田守一[ほか]編集 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1952.12 

［丛编题名］岩波講座教育 

［丛编题名］イワナミ コウザ キョウイク 第 7 巻 

［附注内容］奥付の著者表示：編集責任者：宮原誠一 

［主题词］教育/叢書 

［知识责任］勝田守一 編集 

［知识责任］宮原誠一 

 

 

［正题名］日本の問題 

［第一责任人］勝田守一[ほか]編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.8 

［丛编题名］岩波講座教育 

［丛编题名］イワナミ コウザ キョウイク 第 2 巻 

［附注内容］奥付の著者表示：編集責任者:久野収 

［附注内容］年表(太平洋戦争勃発以降)：p[307]-315 

［主题词］教育/叢書 

［知识责任］勝田守一 編集 

［知识责任］久野収 編集 

 

 

［正题名］私は見た韓国の内幕 

［第一责任人］西村敏夫著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1965.10 

［主题词］朝鮮 1948- 大韓民国/社会 

［知识责任］西村敏夫 著 

 

 

［正题名］朝鮮問題への基本的視角 

［第一责任人］中川信夫著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1976 

［主题词］朝鮮問題 

［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］中川信夫 著 

 

 

［正题名］朝鮮民族解放鬪爭史 

［第一责任人］朝鮮歴史編纂委員会編 

［译者］朝鮮歴史研究会訳 

［出版者］三一書房 



［出版日期］1952.12 

［附注内容］折り込図 1 枚 

［次知识责任］朝鮮歴史研究会 編 

 

 

［正题名］朝鮮大学校をみて 

［第一责任人］「朝鮮大学校をみて」編集委員会編 

［出版者］朝鮮大学校 

［出版日期］1967.9 

［知识责任］「朝鮮大学校をみて」編集委員会 編 

 

 

［正题名］不屈のうた 

［第一责任人］金明花著 

［出版者］朝鮮青年社 

［出版日期］1961.1 

［丛编题名］朝鮮青年新書 

［丛编题名］チョウセン セイネン シンショ 

［附注内容］編集：在日本朝鮮青年同盟中央常任委員会 著者の肖像あり 

［主题词］朝鮮/歴史/日本統治時代 

［知识责任］金明花 著 

 

 

［正题名］こゝろ 

［第一责任人］夏目漱石著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1927.7 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 8-9 

［附注内容］第 3 刷(1945.10 発行)によって記述 

［知识责任］夏目漱石 著 

 

 

［正题名］大鹽平八郎 

［正题名］堺事件 

［第一责任人］森鴎外作 

［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 緑-34,2186，緑-6-6 

［知识责任］森鴎外 作 

 

 

［正题名］日本外交文書 



［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1995.3 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［附注内容］原本の出版事項：東京：日本国際連合協会 

［附注内容］総目次日附順索引には「限定版」の記載なし 

［附注内容］総目次日附順索引には「日本外交文書頒布會発行」の記載なし 

［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］外務省 

［出版日期］1995.3 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［附注内容］原本の出版事項：東京：日本国際連合協会 

［附注内容］総目次日附順索引には「限定版」の記載なし 

［附注内容］総目次日附順索引には「日本外交文書頒布會発行」の記載なし 

［附注内容］昭和七年对欧米·国际关系 

［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］外務省 

［出版日期］1990.2 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［附注内容］原本の出版事項：東京：日本国際連合協会 

［附注内容］総目次日附順索引には「限定版」の記載なし 

［附注内容］総目次日附順索引には「日本外交文書頒布會発行」の記載なし 

［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］外務省 

［出版日期］1989.3 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［附注内容］原本の出版事項：東京：日本国際連合協会 

［附注内容］総目次日附順索引には「限定版」の記載なし 

［附注内容］総目次日附順索引には「日本外交文書頒布會発行」の記載なし 

［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］外務省 

［出版日期］1994.3 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［附注内容］原本の出版事項：東京：日本国際連合協会 

［附注内容］総目次日附順索引には「限定版」の記載なし 

［附注内容］総目次日附順索引には「日本外交文書頒布會発行」の記載なし 

［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］外務省 

［出版日期］1993.3 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［附注内容］原本の出版事項：東京：日本国際連合協会 

［附注内容］総目次日附順索引には「限定版」の記載なし 

［附注内容］総目次日附順索引には「日本外交文書頒布會発行」の記載なし 

［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］外務省 

［出版日期］1978.3 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［附注内容］原本の出版事項：東京：日本国際連合協会 

［附注内容］総目次日附順索引には「限定版」の記載なし 

［附注内容］総目次日附順索引には「日本外交文書頒布會発行」の記載なし 

［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］外務省 

［出版日期］1992.3 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［附注内容］原本の出版事項：東京：日本国際連合協会 

［附注内容］総目次日附順索引には「限定版」の記載なし 

［附注内容］総目次日附順索引には「日本外交文書頒布會発行」の記載なし 

［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］外務省 

［出版日期］1989.3 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［附注内容］原本の出版事項：東京：日本国際連合協会 

［附注内容］総目次日附順索引には「限定版」の記載なし 

［附注内容］総目次日附順索引には「日本外交文書頒布會発行」の記載なし 

［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］外務省 

［出版日期］1991.7 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［附注内容］原本の出版事項：東京：日本国際連合協会 

［附注内容］総目次日附順索引には「限定版」の記載なし 

［附注内容］総目次日附順索引には「日本外交文書頒布會発行」の記載なし 

［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］外務省 

［出版日期］1964.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1967.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1966.11 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 



 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1965.8 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1964.9 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1965.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1965.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1966.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 



［出版者］外務省 

［出版日期］1968.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1969.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1966.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1968.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1967.1 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1967.8 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 



 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1967.11 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］独和小辞典 

［第一责任人］片山正雄著 

［出版者］南江堂書店 

［出版日期］1933.2 

［主题词］ドイツ語/辞書 

［知识责任］片山正雄 著 

 

 

［正题名］南洋群島の研究 

［第一责任人］矢内原忠雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.6 

［知识责任］矢内原忠雄 著 

 

 

［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］1951.1 

［主题词］日本文学/辞書 

［知识责任］藤村作 編 

 

 

［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］1950.2 

［主题词］日本文学/辞書 

［知识责任］藤村作 編 

 

 

［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］1950.5 

［主题词］日本文学/辞書 

［知识责任］藤村作 編 

 

 

［正题名］何を爲すべきか 

［第一责任人］佐藤勇譯 

［出版者］穂高書房 

［出版日期］1946.11 

［丛编题名］レーニン選集 

［丛编题名］レーニン センシュウ 1 

［主题词］共産主義 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

［知识责任］佐藤勇 譯 

 

 

［正题名］弁証法的·史的唯物論 

［第一责任人］ユンスタンチ—ノフ监修 

［译者］ソヴェト研究者协会訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1952.1 

［主题词］唯物弁証法 

［知识责任］ユンスタンチ—ノフ 监修 

［次知识责任］ソヴェト研究者协会 訳 

 

 

［正题名］太平洋戦争 

［第一责任人］藤原彰，今井清一編集 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1989.1 

［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 3 

［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：p273-280 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］藤原彰 編集 

［知识责任］今井清一 編集 

 

 

［正题名］特高警察秘録 

［第一责任人］小林五郎著 

［出版者］生活新社 

［出版日期］1952.7 

［主题词］特別高等警察 



［知识责任］小林五郎 著 

 

 

［正题名］最近の我國社會運動 

［第一责任人］松元竹二著 

［出版者］勞働事情調査所出版部 

［出版日期］1932.5 

［附注内容］巻頭に「改訂版の序」5p あり 

［主题词］社会運動/日本歴史/昭和時代 

［知识责任］松元竹二 著 

 

 

［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］1948.8 

［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］再建後の左翼労働組合運動 

［第一责任人］富呂波巌太著 

［出版者］労農書房 

［出版日期］1932.4 

［附注内容］著者の読みは JP による 

［知识责任］富呂波巌太 著 

 

 

［正题名］渡辺政之輔著作集 

［第一责任人］渡辺政之輔著 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版日期］1962.12 

［主题词］政治/論説 

［主题词］共産主義 

［知识责任］渡辺政之輔 著 

 

 

［正题名］再建後の左翼勞働組合運動 

［第一责任人］富呂波巖太著 

［出版者］勞農書房 

［出版日期］1931.9 

［附注内容］著者名：奥付には"富勞波嚴太"とあり 

［主题词］労働組合/日本 

［主题词］労働運動/日本 



［知识责任］富呂波巖太 著 

 

 

［正题名］大隈重信關係文書 

［第一责任人］大隈重信［著］ 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1933.8 

［附注内容］公爵大隈家蔵版 

［知识责任］大隈重信 著 

 

 

［正题名］大隈重信關係文書 

［第一责任人］大隈重信［著］ 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1933.12 

［附注内容］公爵大隈家蔵版 

［知识责任］大隈重信 著 

 

 

［正题名］大隈重信關係文書 

［第一责任人］大隈重信［著］ 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1932.10 

［附注内容］公爵大隈家蔵版 

［知识责任］大隈重信 著 

 

 

［正题名］大隈重信關係文書 

［第一责任人］大隈重信［著］ 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1934.4 

［附注内容］公爵大隈家蔵版 

［知识责任］大隈重信 著 

 

 

［正题名］大隈重信關係文書 

［第一责任人］大隈重信［著］ 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1934.10 

［附注内容］公爵大隈家蔵版 

［知识责任］大隈重信 著 

 

 

［正题名］大隈重信關係文書 



［第一责任人］大隈重信［著］ 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1935.4 

［附注内容］公爵大隈家蔵版 

［知识责任］大隈重信 著 

 

 

［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］1953.5 

［編］ a4 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1953.5 a536pd19cm1 a 續群書類従 A グンショ 

ルイジュウ 1 a 譯家部 a210.088v402a 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 

a11bR0000532d210.088e0f1v :27(1)zxm aR0000532hR0000532 

!!JB7375 

［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］1942.9 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1942.9 a639-1229,18pd19cm1 a續群書類従 A

グンショ ルイジュウ 1 a 文筆部 1 a 消息部 a210.088v402a 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 

a11bR0000530d210.088e0f1v :13(2)zxm aR0000530hR0000530 

!!JB7376 

［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］1942.11 

［編］ a6 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1942.11 a518pd19cm1 a 續群書類従 A グンシ

ョ ルイジュウ 1 a 和歌部 a210.088v402a 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 

a11bR0000531d210.088e0f1v :14(1)zxm aR0000531hR0000531 

!!JB7377 

［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］1941.12 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1941.12 a431-838pd19cm1 a 續群書類従 A グ

ンショ ルイジュウ 1 a 和歌部 a210.088v402a 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 

a11bR0000533d210.088e0f1v :15(2)zxm aR0000533hR0000533 

!!JB7378 

［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］1940.12 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1940.12 a556pd19cm1 a 續群書類従 A グンシ

ョ ルイジュウ 1 a 武家部 a210.088v402a 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 

a11bR0000529d210.088e0f1v :23(2)zxm aR0000529hR0000529 

!!JB7379 

［正题名］續羣書類從 

［第一责任人］続群書類従完會［編］ 

［出版者］續群書類従完成會 

［出版日期］1940.12 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1940.12 a500pc 圖 d19cm1 a 續群書類従 A グ

ンショ ルイジュウ 1 a 武家部 a210.088v402a 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 

a11bR0000550d210.088e0f1v :24(1)zxm aR0000550hR0000550 

!!JB7380 

［正题名］續羣書類從 

［第一责任人］続群書類従完會［編］ 

［出版者］續群書類従完成會 

［出版日期］1941.9 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1941.9 a466pd19cm1 a 續群書類従 A グンショ 

ルイジュウ 1 a 武家部 a210.088v402a 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 

a11bR0000534d210.088e0f1v :25(1)zxm aR0000534hR0000534 

!!JB7381 

［正题名］續羣書類從 

［第一责任人］続群書類従完會［編］ 

［出版者］續群書類従完成會 

［出版日期］1939.8 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1939.8 a516pd19cm1 a 續群書類従 A グンショ 

ルイジュウ 1 a 系譜部 a210.088v402a 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 

a11bR0000535d210.088e0f1v :5(2)zxm aR0000535hR0000535 

!!JB7382 

［正题名］續羣書類從 

［第一责任人］続群書類従完會［編］ 

［出版者］續群書類従完成會 

［出版日期］1939.10 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1939.10 a504pd19cm1 a 續群書類従 A グンシ

ョ ルイジュウ 1 a 神祇部 a210.088v402a 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 

a11bR0000537d210.088e0f1v :1(1)zxm aR0000537hR0000537 

!!JB7383 



［正题名］續羣書類從 

［第一责任人］続群書類従完會［編］ 

［出版者］續群書類従完成會 

［出版日期］1941.10 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1941.10 a399-818pd19cm1 a 續群書類従 A グ

ンショ ルイジュウ 1 a 神祇部 a210.088v402a 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 

a11bR0000538d210.088e0f1v :2(2)zxm aR0000538hR0000538 

!!JB7384 

［正题名］續羣書類從 

［第一责任人］続群書類従完會［編］ 

［出版者］續群書類従完成會 

［出版日期］1941.6 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1941.6 a406pd19cm1 a 續群書類従 A グンショ 

ルイジュウ 1 a 傅部 a210.088v402a 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 

a11bR0000536d210.088e0f1v :9(1)zxm aR0000536hR0000536 

!!JB7385 

CGRS010D700 円 

［正题名］スカトロジア 

［第一责任人］山田稔著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1976.4 

［知识责任］山田稔 1930- 仏文学 著 

 

 

［正题名］革命の中の革命 

［第一责任人］レジス·ドブレ著 

［译者］谷口侑訳 

［出版者］晶文社 

［出版日期］1967.11 

［丛编题名］晶文選書 

［丛编题名］ショウブン センショ 

［附注内容］书号 R0003576 为 1967 年 12 月第 2 刷 

［主题词］ゲリラ 

［知识责任］DebrayRégis 著 

［次知识责任］谷口侑 訳 

 

 

［正题名］况锺 

［第一责任人］蒋星煜著 

［出版者］上海人民出版社 

［出版日期］1981.10 

［知识责任］蒋星煜 著 



 

 

［正题名］講演特集号 

［第一责任人］山下正美編 

［出版者］学士会 

［出版日期］1999.11 

［附注内容］平成 11 年 3 月からの学士会主催午餐会·夕食会における講演要旨を纒めたも

の 

［知识责任］山下正美 編 

 

 

［正题名］金日成選集 

［第一责任人］金日成選集刊行委員会編訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1952 

［知识责任］金日成選集刊行委員会 編訳 

 

 

［正题名］金日成選集 

［第一责任人］金日成選集刊行委員会編訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1952.8 

［知识责任］金日成選集刊行委員会 編訳 

 

 

［正题名］ドキュメント昭和史 

［第一责任人］今井清一編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1975.5 

［知识责任］今井清一 編 

 

 

［正题名］ドキュメント昭和史 

［第一责任人］山田宗睦編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1975.8 

［知识责任］山田宗睦 編 

 

 

［正题名］ドキュメント昭和史 

［第一责任人］伊東光晴編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1975.9 

［知识责任］伊東光晴 編 



 

 

［正题名］ドキュメント昭和史 

［第一责任人］林茂編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1975.1 

［知识责任］林茂 編 

 

 

［正题名］ドキュメント昭和史 

［第一责任人］粟屋憲太郎編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1975.2 

［知识责任］粟屋憲太郎 編 

 

 

［正题名］ドキュメント昭和史 

［第一责任人］内川芳美編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1975.3 

［知识责任］内川芳美 編 

 

 

［正题名］ドキュメント昭和史 

［第一责任人］原田腾正編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1975.3 

［知识责任］内川芳美 編 

 

 

［正题名］総合世界歴史事典 

［第一责任人］井上幸治，川崎庸之，野原四郎編 

［出版者］時事通信社 

［出版日期］1954.5 

［附注内容］監修：今井登志喜 

［附注内容］附 世界史の現段階：p539-552 

［附注内容］世界歴史年表：p649-737 

［主题词］歴史/辞書 

［知识责任］川崎庸之 編 

［知识责任］野原四郎 編 

［知识责任］井上幸治 編 

 

 

［正题名］同和教育論 



［第一责任人］東上高志著 

［出版者］新評論 

［出版日期］1960.11 

［丛编题名］現代教育論叢書 

［丛编题名］ゲンダイ キョウイクロン ソウショ 3 

［知识责任］東上高志 著 

 

 

［正题名］羯南文録 

［第一责任人］鈴木虎雄編 

［出版者］大日社 

［出版日期］1938 

［附注内容］陸羯南の肖像あり 

［知识责任］鈴木虎雄 編 

 

 

［正题名］同和対策と部落問題 

［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］1967.3 

［正题名］西光万吉選集 

［第一责任人］西光万吉著 

［译者］北川鉄夫編 

［出版者］涛書房 

［出版日期］1976.3 

［知识责任］西光万吉 著 

［次知识责任］北川鉄夫 編 

 

 

［正题名］現代の中間階級 

［第一责任人］田沼肇編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1958.2 

［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 

［知识责任］田沼肇 編 

 

 

［正题名］労働白書 

［第一责任人］労働省労働統計調査部編 

［出版者］労働法令協会 

［出版日期］1958.7 

［主题词］労働問題/日本 

 



 

［正题名］日本社会党史 

［第一责任人］小山弘健，清水慎三共編著 

［出版者］芳賀書店 

［出版日期］1965.10 

［知识责任］小山弘健 編著 

［知识责任］清水慎三 編著 

 

 

［正题名］農民解放を阻む山地農業の諸問題 

［第一责任人］古島敏雄著 

［出版者］潮流社 

［出版日期］1949.6 

［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］古島敏雄 著 

 

 

［正题名］日本国憲法概説 

［第一责任人］佐藤功著 

［出版者］学陽書房 

［出版日期］1959.4 

［附注内容］参考文献：p477-479 

［主题词］憲法/日本 

［知识责任］佐藤功 著 

 

 

［正题名］追悼朝田善之助 

［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］1983.7 

［正题名］国会議員選挙要覧 

［第一责任人］藤原弘達著 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1959.3 

［知识责任］藤原弘達 著 

 

 

［正题名］戦後改革 

［第一责任人］東京大学社会科学研究所編 

［出版者］東京大学社会科学研究所 

［正题名］独立日本 50 の疑問 

［第一责任人］理論社編集部編 



［出版者］理論社 

［出版日期］1952 

［正题名］部落解放の主体形成の理論 

［第一责任人］小森龍邦著 

［出版者］東方出版 

［出版日期］1980.11 

［知识责任］小森龍邦 著 

 

 

［正题名］日本女性發達史 

［第一责任人］大井田源太郎著 

［出版者］刀江書院 

［出版日期］1941.6 

［知识责任］大井田源太郎 著 

 

 

［正题名］今日の部落差別 

［第一责任人］部落解放同盟大阪府連合会編 

［出版者］大阪部落解放研究所 

［出版日期］1969.6 

［正题名］現代の部落解放運動 

［第一责任人］岡映著 

［出版者］汐文社 

［出版日期］1966.6 

［丛编题名］解放新書 

［丛编题名］カイホウ シンショ 

［知识责任］岡映 著 

 

 

［正题名］日本のナショナリズム 

［第一责任人］丸山真男編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1953.11 

［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 1 

［知识责任］丸山真男 編 

 

 

［正题名］岩波文庫解説目録 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.4 

［正题名］明治勞働問題論集 

［第一责任人］岸本英太郎編 

［出版者］青木書店 



［出版日期］1956.7 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 291 資料日本社會運動思想史 明治後期第 4 集 

［主题词］労働問題/日本/歴史/明治时代 

［知识责任］岸本英太郎 編 

 

 

［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］農業問題入門 

［第一责任人］井上晴丸著 

［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 2 

［知识责任］井上晴丸 著 

 

 

［正题名］兵器大観 

［第一责任人］長谷川正道著 

［出版者］宝文館 

［出版日期］1934.3 

［附注内容］***遡及データをもとにした流用入力である 

［附注内容］附：其の戦法 

［知识责任］長谷川正道 著 

 

 

［正题名］機密日露戦史 

［第一责任人］谷壽夫著 

［出版者］原書房 

［出版日期］1966.2 

［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］附図第 1：(其 1)開戦前日露両軍ノ配置， (其 2)旅順要塞概見図 

［附注内容］附図第 2：日露戦役作戦一覧図(附日本海々戦要図) 

［附注内容］附図第 3：(其ノ 1)於韓国(日露之戦役前)我四作戦考案の要領，(其ノ 2)永沼

挺進隊長ノ携行セル唯一ノ道路要図 

［附注内容］附図第 4：日露戦役兵站要図 



［附注内容］附表第 1：戦時大本営将校同相当官職員及人馬概見表 

［附注内容］附表第 2：満州軍総指令部職員人馬概見表 

［附注内容］附表第 3：満州軍総指令部職員異動一覧表 

［主题词］日露戦争 

［知识责任］谷壽夫 著 

 

 

［正题名］近世日本國防論 

［第一责任人］足立栗圓編 

［出版者］三教書院 

［出版日期］1939.12 

［知识责任］足立栗圓 編 

 

 

［正题名］日本武學史 

［第一责任人］佐藤堅司著 

［出版者］大東書館 

［出版日期］1942.8 

［主题词］武道 

［知识责任］佐藤堅司 著 

 

 

［正题名］武田流軍學全書 

［第一责任人］武田流軍學全書刊行會編纂 

［出版者］武田流軍學全書刊行會 

［出版日期］1935.3 

［主题词］兵法 

［主题词］甲陽軍鑑 

 

 

［正题名］武田流軍學全書 

［第一责任人］武田流軍學全書刊行會編纂 

［出版者］武田流軍學全書刊行會 

［出版日期］1935.3 

［主题词］兵法 

［主题词］甲陽軍鑑 

 

 

［正题名］武田流軍學全書 

［第一责任人］武田流軍學全書刊行會編纂 

［出版者］武田流軍學全書刊行會 

［出版日期］1935.3 

［主题词］兵法 

［主题词］甲陽軍鑑 



 

 

［正题名］山鹿素行集 

［第一责任人］國民精神文化研究所編 

［出版者］目黒書店 

［出版日期］1943.12 

［正题名］山鹿素行集 

［第一责任人］國民精神文化研究所編 

［出版者］目黒書店 

［出版日期］1943.12 

［正题名］支那屯田兵制史 

［第一责任人］張君約著 

［译者］藤田實訳 

［出版者］人文閣 

［出版日期］1942.1 

［丛编题名］支那文化叢書 

［丛编题名］シナ ブンカ ソウショ 

［主题词］屯田兵 

［主题词］軍事/制度 

［知识责任］張君約 著 

［次知识责任］藤田實 訳 

 

 

［正题名］幕末西洋文化と沼津兵學校 

［第一责任人］米山梅吉著 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1935.10 

［知识责任］米山梅吉 著 

 

 

［正题名］佐藤信淵武學集 

［第一责任人］日本武学研究所編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1943.12 

［丛编题名］日本武學大系 

［丛编题名］ニホン ブガク タイケイ 日本武學研究所編 23 

 

 

［正题名］佐藤信淵武學集 

［第一责任人］日本武学研究所編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1942.11 

［丛编题名］日本武學大系 

［丛编题名］ニホン ブガク タイケイ 日本武學研究所編 22 



 

 

［正题名］續萬葉の世紀 

［第一责任人］北山茂夫著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.11 

［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］日本兵農史論 

［第一责任人］小野武夫著 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1938.9 

［丛编题名］比較土地制度史研究日本の部 

［丛编题名］ヒカク トチ セイドシ ケンキュウ ニホン ノ ブ 第 1 巻 

［主题词］土地制度/歴史 

［知识责任］小野武夫 

 

 

［正题名］愛知淑徳学園史 

［第一责任人］学園史編纂委員会編 

［出版者］愛知淑徳学園 

［出版日期］1965.10 

［主题词］愛知淑徳学園 

［主题词］愛知淑徳短期大学 

 

 

［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 6 

［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］文化厚生会館をめぐる問題 

［第一责任人］部落解放同盟京都府連合会編集 

［出版者］部落解放同盟京都府連合会 

［出版日期］1968.3 



［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］日本の軍国主義 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］現代評論社 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］日本の軍国主義 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］現代評論社 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］〈軍事大国〉日本 

［第一责任人］「世界」編集部編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1987 

［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 102 

［主题词］日本/国防 

 

 

［正题名］農業農民問題講座 

［第一责任人］河合悦三編著 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1954.8 

［主题词］日本/農業 

［主题词］農民 

［知识责任］河合悦三 

 

 

［正题名］日本人の社会意識 

［第一责任人］福武直編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1960.3 

［主题词］階級 

［知识责任］福武直 編 

 

 

［正题名］国際協力の新段階 

［第一责任人］経済審議会経済協力研究委員会編 

［出版者］大蔵省印刷局 



［出版日期］1970 

［主题词］経済援助 

［主题词］後進国開発 

 

 

［正题名］日本の防衛 

［第一责任人］防衛庁編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1970.11 

［附注内容］記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］資本自由化と海外企業進出 

［第一责任人］経済審議会国際資本移動研究委員会編 

［東京］ 

［出版者］経済審議会国際資本移動研究委員会 

［出版日期］1969.11 

［東京］c 経済審議会国際資本移動研究委員会 d1969.11 a232pd21cm1 a 国際資本移動研

究委員会報告書 A コクサイ シホン イドウ ケンキュウ イインカイ ホウコクショ 

a678.2v902a 経済審議会国際資本移動研究委員会 A ケイザイシンギカイコクサイシホンイ

ド ウ ケ ン キ ュ ウ イ イ ン カ イ 4 編  0aJPbNIIc20021211 2aCNbCASS11c20030722 

a11bR0000524d678.2e3f1zxm aR0000524hR0000524 

!!JB7447 

CGRS010D2400 円 

［正题名］江戸の賤民 

［第一责任人］石井良助著 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1988.12 

［主题词］賤民 

［知识责任］石井良助 著 

 

 

［正题名］東條英機と天皇の時代 

［第一责任人］保阪正康著 

［出版者］伝統と現代社 

［出版日期］1980.1 

［知识责任］保阪正康 著 

 

 

［正题名］東條英機と天皇の時代 

［第一责任人］保阪正康著 

［出版者］伝統と現代社 

［出版日期］1979.12 

［知识责任］保阪正康 著 



 

 

［正题名］矢田·戦後部落解放運動史 

［第一责任人］部落解放同盟矢田支部編 

［出版者］矢田同和教育推進協議会 

［出版日期］1980.8 

［附注内容］矢田·戦後部落解放運動史 1 年表：p254～261 

［主题词］部落問題/歴史 

 

 

［正题名］人間解放をめざして 

［第一责任人］植松安太郎著 

［出版者］創樹社 

［出版日期］1977.11 

［主题词］部落問題 

［知识责任］植松安太郎 著 

 

 

［正题名］朝鮮民主主義人民共和国における社会主義建設と南朝鮮革命について 

［第一责任人］金日成［著］ 

［出版者］在日本朝鮮人総聨合会中央常任委員会 

［出版日期］1965.5 

［附注内容］標題紙に「1965·4·14」の表記あり 

［知识责任］金日成 著 

 

 

［正题名］農業協同組合の知識 

［第一责任人］武笠幹雄著 

［出版者］大雅堂 

［出版日期］1948.2 

［附注内容］附：関係法令集並ニ定款例 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］武笠幹雄 著 

 

 

［正题名］朝鮮近代革命運動史 

［第一责任人］朝鮮民主主義人民共和国科学院歴史研究所編 

［译者］在日本朝鮮人科学者協会社会科学部門歴史部会訳 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1964.8 

［正题名］パリ 1930 年代 

［第一责任人］ルネ·ドゥ·ベルヴァル著 

［译者］矢島翠編訳 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1981.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 161 

［主题词］詩人/フランス 

［主题词］フランス文学/歴史/20 世紀 

［知识责任］BervalRené de 編 

［次知识责任］矢島翠 編訳 

 

 

［正题名］家族という関係 

［第一责任人］金城清子著 

［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-305 

［主题词］家族 

［知识责任］金城清子 著 

 

 

［正题名］ヒバクシャ·イン·USA 

［第一责任人］春名幹男著 

［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-308 

［主题词］原子爆弾 

［主题词］原子兵器 

［主题词］放射能 

［知识责任］春名幹男 著 

 

 

［正题名］リハビリテーション 

［第一责任人］砂原茂一著 

［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-139 

［主题词］リハビリテーション 

［知识责任］砂原茂一 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］1973.5 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］悪魔の接吻 

［第一责任人］Berndt Krauthoff［著］ 

［译者］末吉寛訳註 

［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 31 

［知识责任］Krauthoff 著 

［次知识责任］末吉寛 訳註 

 

 

［正题名］灰かぶり 

［第一责任人］Jacob Grimm［著］ 

［译者］小西長明訳註 

［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 3 グリム童話 

［附注内容］記述は第 4 版(1957.5)による 

［知识责任］Grimm 著 

［次知识责任］小西長明 訳註 

 

 

［正题名］茨姫 

［第一责任人］Jacob Grimm［ 著］ 

［译者］小西長明訳註 

［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 6 グリム童話 

［知识责任］Grimm 著 

［次知识责任］小西長明 訳註 

 

 

［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 



［附注内容］1963 年 12 月第 16 刷 

［知识责任］吉川幸次郎 著 

 

 

［正题名］漢字 

［第一责任人］白川静著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1970.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版-747 

［附注内容］参考文献：p189-190 

［主题词］漢字/歴史 

［知识责任］白川静 著 

 

 

［正题名］平和·民主·独立文献 

［出版者］駿台社 

［丛编题名］必読基本文献 

［丛编题名］ヒツドク キホン ブンケン 第 1 集 

［主题词］日本共産党 

［主题词］日本/政治 

［主题词］マルクス主義 

 

 

［正题名］構造改革とはどういうものか 

［第一责任人］石堂清倫，佐藤昇編 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1961.3 

［丛编题名］青木新書 

［丛编题名］アオキ シンショ 58 

［附注内容］附：参考文献 (p210-215) 

［主题词］社会主義 

［知识责任］石堂清倫 編 

［知识责任］佐藤昇 

 

 

［正题名］宮本顕治裏切りの 34 年 

［第一责任人］金沢幸雄著 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1967.12 

［丛编题名］人民双書 

［丛编题名］ジンミン ソウショ 3 

［主题词］共産主義 

［知识责任］金沢幸雄 著 



 

 

［正题名］青嵐会からの直言 

［第一责任人］阿部喜元［ほか］ 著 

［出版者］浪曼 

［出版日期］1974.2 

［附注内容］巻末資料：結成趣意書，議員名簿(p.189-193) 

［主题词］自由民主党 

［知识责任］阿部喜元 著 

 

 

［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］1976.2 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 32-606-2 

［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］マルクス=エンゲルス文学·芸術論 

［第一责任人］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］1955.5 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 20 

 

 

［正题名］あしながおじさん 

［第一责任人］ウェブスター［著］ 

［译者］松本恵子訳 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1954.12 

［丛编题名］新潮文庫 

［丛编题名］シンチョウ ブンコ 

［知识责任］Webster 著 

［次知识责任］松本恵子 訳 

 

 

［正题名］懺悔録 

［第一责任人］ルソオ著 



［译者］石川戲庵譯 

［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 赤 690-692 

［附注内容］Les confessions.の翻訳 

［知识责任］Rousseau 著 

［次知识责任］石川戯庵 譯 

 

 

［正题名］共産主義における「左翼」小児病 

［第一责任人］レーニン著 

［译者］朝野勉訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1953.2 

［丛编题名］国民文庫 

［丛编题名］コクミン ブンコ 105 

［主题词］共産主義 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 

［次知识责任］朝野勉 訳 

 

 

［正题名］未解放部落の実態 

［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部 

［出版日期］1965.8 

［主题词］部落問題 

 

 

［正题名］婦人労働に関する文献抄録 

［第一责任人］日本労働科学研究所編 

［東京］ 

［出版者］［日本労働科学研究所］ 

［出版日期］1940.12 

［丛编题名］日本労働科学研究所報告 

［丛编题名］ニホン ロウドウ カガク ケンキュウショ ホウコク 第 1 輯 

 

 

［正题名］人文学の新時代 

［第一责任人］京都大学人文科学研究所［編］ 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］2000.3 

［丛编题名］京都大学人文科学研究所共同研究資料叢刊 

［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 シリョウ ソウカン 第 2 号 

［附注内容］期間：1999 年 3 月 22-24 日 

 

 

［正题名］近代日本総合年表 

［第一责任人］岩波書店編集部編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968.11 

［附注内容］内容：1853(嘉永 6)～1983(昭和 58) 

［附注内容］初版(1968 年 11 月刊)は別書誌<BN01529243> 

［主题词］日本/歴史/江戸末期/年表 

［主题词］日本/歴史/明治以後/年表 

 

 

［正题名］那覇市史 

［第一责任人］那覇市企画部市史編集室編 

［出版者］那覇市企画部市史編集室 

［出版日期］1970.11 

［附注内容］子書誌あり 

 

 

［正题名］那覇市史 

［第一责任人］那覇市企画部市史編集室編 

［出版者］那覇市企画部市史編集室 

［出版日期］1971.10 

［附注内容］子書誌あり 

 

 

［正题名］那覇市史 

［第一责任人］那覇市企画部市史編集室編 

［出版者］那覇市企画部市史編集室 

［出版日期］1969.9 

［附注内容］子書誌あり 

 

 

［正题名］那覇市史 

［第一责任人］那覇市企画部市史編集室編 

［出版者］那覇市企画部市史編集室 

［出版日期］1969.6 

［附注内容］子書誌あり 

 

 

［正题名］那覇市史 

［第一责任人］那覇市企画部市史編集室編 



［出版者］那覇市企画部市史編集室 

［出版日期］1967.8 

［附注内容］子書誌あり 

 

 

［正题名］那覇市史 

［第一责任人］那覇市企画部市史編集室編 

［出版者］那覇市企画部市史編集室 

［出版日期］1966.10 

［附注内容］子書誌あり 

 

 

［正题名］那覇市史 

［第一责任人］那覇市企画部市史編集室編 

［出版者］那覇市企画部市史編集室 

［出版日期］1970.6 

［附注内容］子書誌あり 

 

 

［正题名］那覇市史 

［第一责任人］那覇市企画部市史編集室編 

［出版者］那覇市企画部市史編集室 

［出版日期］1968.6 

［附注内容］子書誌あり 

 

 

［正题名］日本経済を中心とする国際比較統計 

［第一责任人］四川元彦編集 

［出版者］日本銀行統計局 

［出版日期］1971.5 

［附注内容］責任表示変更：日本銀行統計局([昭和 39 年]-第 17 号)→日本銀行調査統計局

(第 18 号-第 29 号)→日本銀行国際局(第 30 号-) 

［附注内容］出版者変更：日本銀行統計局([昭和 39 年]-第 17 号)→日本銀行調査統計局(第

18 号-第 29 号)→日本銀行国際局(第 30 号-) 

［附注内容］販売：日本信用調査株式会社出版部(-第 32 号)→ときわ総合サービス株式会

社出版部(第 33 号-) 

［附注内容］[昭和 39 年]-第 30 号(1993)は別書誌(BN00831935) 

［主题词］経済/統計 

［主题词］日本/経済/統計 

［知识责任］四川元彦 編集 

 

 

［正题名］抗日こそ誇り 

［第一责任人］指紋なんてみんなで"不"の会編 



［出版者］中国東北地区における指紋実態調査団 

［出版日期］1988.5 

［正题名］京都の明治文化財 

［第一责任人］京都府文化財保護基金編 

［出版者］京都府文化財保護基金 

［出版日期］1970.4 

［正题名］京都の明治文化財 

［第一责任人］京都府文化財保護基金編 

［出版者］京都府文化財保護基金 

［出版日期］1968.5 

［正题名］幕末實戦史 

［第一责任人］大鳥圭介述 

［译者］中田蕭村編輯 

［出版者］寳文館 

［出版者］誠文館 

［出版日期］1929.4 

［知识责任］大鳥圭介 介述 

［次知识责任］中田蕭村 編輯 

 

 

［正题名］農業史 

［第一责任人］大内力著 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1960.10 

［丛编题名］日本現代史大系 

［丛编题名］ニホン ゲンダイシ タイケイ 

［附注内容］参考文献：p405-416 

［附注内容］年表：p417-421 

［主题词］日本/農業/歴史 

［知识责任］大内力 著 

 

 

［正题名］岩波講座日本歴史 

［第一责任人］朝尾直弘［ほか］編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.5 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］朝尾直弘 編集 

 

 

［正题名］明治農業論集 

［第一责任人］ 服部之総，小西四郎監修 

［出版者］創元社 

［出版日期］1955.12 



［丛编题名］史料近代日本史 

［丛编题名］シリョウ キンダイ ニホンシ 農民問題史料 

［知识责任］服部之総 監修 

［知识责任］小西四郎 監修 

 

 

［正题名］日本古代国家論 

［第一责任人］石母田正著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1973.5 

［知识责任］石母田正 著 

 

 

［正题名］小田和生戯曲集 

［第一责任人］小田和生著 

［出版者］梓書店 

［出版日期］1990.11 

［附注内容］内容：亡国の構図 にっぽん地獄 猫柳祭り 高杉晋作と奇兵隊 

［知识责任］小田和生 著 

 

 

［正题名］ヒンドゥー教とイスラム教 

［第一责任人］荒松雄著 

［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-8 

［附注内容］巻末：南アジア史略年表 

［主题词］インド/宗教 

［主题词］ヒンズー教 

［主题词］回教 

［知识责任］荒松雄 著 

 

 

［正题名］戰爭と資本主義 

［第一责任人］豐崎稔編著 

［出版者］大同書院 

［出版日期］1938.7 

［丛编题名］戰爭經濟叢書 

［丛编题名］センソウ ケイザイ ソウショ 6 編 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］豐崎稔 編著 

 

 



［正题名］日本はこれでいいのかな? 

［第一责任人］日本はこれでいいのか市民連合編 

［出版者］第三書館 

［出版者］新泉社 

［出版日期］1983.8 

［主题词］日本/社会 

 

 

［正题名］小説葉隠 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］力富書房 

［出版日期］1982.6 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］産業革命 

［第一责任人］小此木眞三郎著 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1950.11 

［丛编题名］社会科文庫 

［丛编题名］シャカイカ ブンコ 

［知识责任］小此木真三郎 著 

 

 

［正题名］自由民権運動史 

［第一责任人］鈴木安蔵編 

［出版者］光文社 

［出版日期］1947.9 

［附注内容］明治 32 年 7 月-12 月にわたり『土陽新聞』紙上に連載された「土陽新聞小歴

史」を校訂したもの 

［主题词］自由民権運動 

［知识责任］鈴木安蔵 

 

 

［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］1962.8 

［知识责任］林茂 

 

 

［正题名］日本の自由民權 

［第一责任人］田中惣五郎著 

［出版者］雄山閣 



［出版日期］1947.6 

［丛编题名］歴史新書 

［丛编题名］レキシ シンショ 2 

［主题词］自由民権運動 

［知识责任］田中惣五郎 著 

 

 

［正题名］清美するで! 

［第一责任人］辻元清美著 

［出版者］第三書館 

［出版日期］1987.3 

［知识责任］辻元清美 著 

 

 

［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］1962.8 

［知识责任］林茂 

 

 

［正题名］黄表紙·洒落本の世界 

［第一责任人］水野稔著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 986 

［附注内容］参考文献：p210-211 

［主题词］洒落本 

［主题词］草双紙/黄表紙 

［知识责任］水野稔 著 

 

 

［正题名］コンピュータと社会主義 

［第一责任人］V.グルシコフ,V.モーイェフ著 

［译者］田中雄三訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1976.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 987 

［主题词］経営情報 

［主题词］管理工学 

［知识责任］MoevV. A. Vitaliǐ Aleksandrovich 著 

［知识责任］GlushkovViktor Mikhaǐlovich 著 



［次知识责任］田中雄三 訳 

 

 

［正题名］工業分布論 

［第一责任人］アルフレート·ヴェーバー著 

［译者］江澤譲爾訳 

［出版者］改造社 

［出版日期］1938.11 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 1 部第 165 篇 

［主题词］工業立地 

［知识责任］Weber 著 

［知识责任］江沢譲爾 訳 

 

 

［正题名］金色夜叉 

［第一责任人］尾崎紅葉著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1952.11 

［丛编题名］創元文庫 A-138 

［知识责任］尾崎紅葉 著 

 

 

［正题名］三国志 

［第一责任人］小川環樹譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1953.5 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤(32)-650～659,4834-4857 

［知识责任］小川環樹 譯 

 

 

［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 2309-2310 

［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］孫子 



［第一责任人］山田準，阿多俊介譯註 

［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 1248-1249 

［知识责任］山田準 訳注 

［知识责任］阿多俊介 訳注 

 

 

［正题名］クロイツェル·ソナタ 

［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］1928.9 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 370-371 

［附注内容］記述は第 28 刷(昭和 30 年 10 月刊)による 

［知识责任］Tolstoy 作 

［次知识责任］米川正夫 譯 

 

 

［正题名］愛と死との戯れ 

［第一责任人］ロマン·ロラン作 

［译者］片山敏彦譯 

［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 116 

［附注内容］第 11 刷(1936.8 刊)のページ数は 110p 

［知识责任］Rolland 作 

［次知识责任］片山敏彦 譯 

 

 

［正题名］告白 

［第一责任人］アウグスティヌス［著］ 

［译者］服部英次郎訳 

［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 2213-2214 

［知识责任］Augustine 著 

［次知识责任］服部英次郎 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-2518-2521 

［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］1942.6 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 赤-2522-2524 

［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-2525-2526 

［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］世界政治論 

［第一责任人］パーム·ダット著 

［译者］松原宏，庄司登訳 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1937.7 

［主题词］政治学 

［知识责任］Dutt 著 

［次知识责任］松原宏 訳 



［次知识责任］庄司登 訳 

 

 

［正题名］牧野伸顕日記 

［第一责任人］牧野伸顕著 

［译者］伊藤隆，広瀬順晧編 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1990.11 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］牧野伸顕 著 

［次知识责任］広瀬順晧 編 

［次知识责任］伊藤隆 編 

 

 

［正题名］宇垣一成日記 

［第一责任人］宇垣一成著 

［译者］角田順校訂 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1968.3 

［附注内容］宇垣一成の肖像あり 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後 

［知识责任］宇垣一成 著 

［次知识责任］角田順 校訂 

 

 

［正题名］宇垣一成日記 

［第一责任人］宇垣一成著 

［译者］角田順校訂 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1968.3 

［附注内容］宇垣一成の肖像あり 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後 

［知识责任］宇垣一成 著 

［次知识责任］角田順 校訂 

 

 

［正题名］宇垣一成日記 

［第一责任人］宇垣一成著 

［译者］角田順校訂 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1968.3 

［附注内容］宇垣一成の肖像あり 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後 

［知识责任］宇垣一成 著 



［次知识责任］角田順 校訂 

 

 

［正题名］抗命 

［第一责任人］高木俊朗著 

［出版者］文芸春秋 

［出版日期］1966.12 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］高木俊朗 著 

 

 

［正题名］日本兵士の反戦運動 

［第一责任人］鹿地亘著 

［出版者］同成社 

［出版日期］1962.10 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］鹿地亘 著 

 

 

［正题名］日本兵士の反戦運動 

［第一责任人］鹿地亘著 

［出版者］同成社 

［出版日期］1962.9 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］鹿地亘 著 

 

 

［正题名］宇垣一成 

［第一责任人］鎌田澤一郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1937.2 

［附注内容］宇垣一成の肖像あり 

［知识责任］鎌田澤一郎 著 

 

 

［正题名］日本帝国主義論 

［第一责任人］サファロフ著 

［译者］白揚社編輯部訳 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1935.3 

［主题词］帝国主義 

［主题词］日本/政治/歴史/明治以後 

［主题词］帝国主義/日本 

［知识责任］Safarov 著 



 

 

［正题名］非武装中立論 

［第一责任人］石橋政嗣著 

［出版者］日本社会党中央本部機関紙局 

［出版日期］1980.10 

［主题词］日本/国防 

［知识责任］石橋政嗣 著 

 

 

［正题名］鄧小平の遺産 

［第一责任人］田畑光永著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1995.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 376 

［主题词］中国/政治/行政 

［知识责任］田畑光永 著 

 

 

［正题名］東欧革命 

［第一责任人］三浦元博，山崎博康著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 256 

［附注内容］主要参考文献：p259 

［主题词］ヨーロッパ東部/政治/行政 

［知识责任］三浦元博 著 

［知识责任］山崎博康 

 

 

［正题名］現代社会の理論 

［第一责任人］見田宗介著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1996.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 465 

［附注内容］参考文献：p173-177 

［主题词］日本/経済 

［主题词］日本/社会 

［主题词］消費 

［主题词］情報活動 

［知识责任］見田宗介 著 



 

 

［正题名］命こそ宝 

［第一责任人］阿波根昌鴻著 

［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 249 

［附注内容］略年表(1972-92 年)：p223-231 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］平和 

［知识责任］阿波根昌鴻 著 

［知识责任］牧瀬恒二 

 

 

［正题名］説教の歴史 

［第一责任人］関山和夫著 

［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-64 

［主题词］仏教/布教/歴史 

［主题词］説教/歴史 

［知识责任］関山和夫 著 

 

 

［正题名］われ=われの哲学 

［第一责任人］小田実著 

［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-341 

［知识责任］小田実 著 

 

 

［正题名］日本の国鉄 

［第一责任人］原田勝正著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-256 

［附注内容］巻末：国鉄年表 

［主题词］日本国有鉄道 

［主题词］鉄道/日本/歴史 



［知识责任］原田勝正 著 

 

 

［正题名］中国社会の成立 

［第一责任人］伊藤道治著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1977.1 

［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 451 新書東洋史 1 中国の歴史 1 

［主题词］中国/歴史/古代 

［知识责任］伊藤道治 著 

 

 

［正题名］皇室制度 

［第一责任人］鈴木正幸著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1993.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 289 

［主题词］皇室/歴史 

［知识责任］鈴木正幸 著 

 

 

［正题名］東欧再生への模索 

［第一责任人］小川和男著 

［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 390 

［主题词］ヨーロッパ東部/経済 

［知识责任］小川和男 

 

 

［正题名］神仏習合 

［第一责任人］義江彰夫著 

［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 453 

［附注内容］主要参考文献：p217-220 

［主题词］宗教/日本 

［主题词］神仏習合 

［知识责任］義江彰夫 著 

 



 

［正题名］海を渡る自衛隊 

［第一责任人］佐々木芳隆著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 252 

［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］佐々木芳隆 著 

 

 

［正题名］ILO 条約と日本 

［第一责任人］中山和久著 

［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-251 

［主题词］国際労働条約 

［知识责任］中山和久 著 

 

 

［正题名］ペスト大流行 

［第一责任人］村上陽一郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 225 

［附注内容］主な参考文献：p191-192 

［主题词］ペスト 

［主题词］ヨーロッパ/歴史/中世 

［知识责任］村上陽一郎 著 

 

 

［正题名］スウィフト考 

［第一责任人］中野好夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1969.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-718 

［知识责任］中野好夫 著 

 

 



［正题名］世界経済図説 

［第一责任人］大内兵衛［ほか］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 523 

［主题词］国際経済 

［主题词］経済/歴史 

［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］世界経済図説 

［第一责任人］有澤廣巳，肋村義太郎，美濃部亮吉著 

［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 243 

［主题词］国際経済 

［主题词］経済/歴史 

［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］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］ドルと円 

［第一责任人］宮崎義一著 

［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 37 



［主题词］変動為替相場 

［知识责任］宮崎義一 著 

 

 

［正题名］日本軍政下のアジア 

［第一责任人］小林英夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1993.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 311 

［附注内容］巻末：参考文献 (5p) 

［主题词］帝国主義 

［知识责任］小林英夫 著 

 

 

［正题名］世界経済図説 

［第一责任人］大内兵衛［ほか］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 207 

［主题词］国際経済 

［主题词］経済/歴史 

［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］満州事変 

［第一责任人］臼井勝美著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1974.11 

［丛编题名］中公新書 

［丛编题名］チュウコウ シンショ 377 

［附注内容］史料·参考文献：p.213-214 

［主题词］満州事変 

［知识责任］臼井勝美 著 

 

 

［正题名］「文明論之概略」を読む 

［第一责任人］丸山真男著 

［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 黄版 325 

［主题词］西洋文明 

［主题词］日本と西洋 

［知识责任］丸山真男 著 

 

 

［正题名］貿易摩擦の社会学 

［第一责任人］R.P.ドーア著 

［译者］田丸延男訳 

［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-355 

［主题词］日本/文化 

［主题词］イギリス/文化 

［主题词］日本/外国関係/イギリス 

［知识责任］Dore 著 

［次知识责任］田丸延男 訳 

 

 

［正题名］華僑 

［第一责任人］斯波義信著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1995.3 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 382 

［附注内容］参考文献：p228-232 

［主题词］中国人外国在留 

［知识责任］斯波義信 著 

 

 

［正题名］「満洲国」の研究 

［第一责任人］山本有造編 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1993.3 

［附注内容］1987 年 4 月から 1992 年 3 月まで京都大学人文科学研究所で開かれた共同研

究「『満洲国』の研究」班の成果報告書 

［附注内容］付表(2 枚)：表 1：国務院各部の機構変遷. 表 3：国務院·各部主要官職の任

免変遷 

［附注内容］第 13 章「満洲国」関係資料解題：井村哲郎 

［主题词］満州国 

［知识责任］山本有造 編 

 



 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1975.12 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1977.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1979.1 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1976.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1981.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 



［出版日期］1978.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1980.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1979.8 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1984.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1977.1 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1976.7 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 



 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1982.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1983.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1985.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1972.3 

［附注内容］大正期第二十四册 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］友愛新報集成 

［第一责任人］総同盟五十年史刊行委員会編 

［出版者］柏書房 

［出版日期］1964.3 

［丛编题名］大正昭和労働運動·社会民主主義研究資料 

［丛编题名］タイショウ ショウワ ロウドウ ウンドウ シャカイ ミンシュ シュギ ケンキ

ュウ シリョウ 1 

［附注内容］友愛会,大正元年 11 月 3 日付 1 号ー大正 3 年 10 月 15 日付 38 号までの復刻 

 

 



［正题名］トラトラトラ 

［第一责任人］ゴードン·W.プランゲ著 

［译者］千早正隆訳 

［出版者］日本リーダーズダイジェスト社 

［出版日期］1966.10 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］海戦 

［主题词］真珠湾攻撃 

［知识责任］Prange 著 

［次知识责任］千早正隆 訳 

 

 

［正题名］『天皇制』論集 

［第一责任人］久野収，神島二郎編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1974-1976 

［主题词］天皇制 

［知识责任］神島二郎 編 

［知识责任］久野収 編 

 

 

［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］1965.8 

［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 4 

［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］佐藤一齊 

［第一责任人］相良亨，溝口雄三校注 

［第一责任人］福永光司校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1980.5 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 46 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］相良亨 校注 

［知识责任］溝口雄三 校注 

［知识责任］福永光司 校注 



［知识责任］佐藤一斎 校注 

 

 

［正题名］安藤昌益 

［第一责任人］尾藤正英校注 

［第一责任人］島崎隆夫校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.12 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 45 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］尾藤正英 校注 

［知识责任］島崎隆夫 校注 

 

 

［正题名］近世史論集 

［第一责任人］松本三之介，小倉芳彦校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1974.1 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 48 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］歴史学/日本 

［知识责任］松本三之介 校注 

［知识责任］小倉芳彦 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］1963.12 

［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 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］近世後期儒家集 

［第一责任人］中村幸彦，岡田武彦校注 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1972.3 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 47 

［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］日本思想/歴史/江戸時代 

［主题词］儒学 

［知识责任］中村幸彦 校注 

［知识责任］岡田武彦 校注 

 

 

［正题名］寺社縁起 

［第一责任人］桜井徳太郎，萩原龍夫，宮田登校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1975.12 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 20 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］寺院/縁起 

［知识责任］櫻井徳太郎 校注 

［知识责任］萩原龍夫 校注 

［知识责任］宮田登 校注 

 

 

［正题名］おもろさうし 

［第一责任人］外間守善，西郷信綱校注 

［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 18 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］おもろさうし 

［知识责任］外間守善 校注 

［知识责任］西郷信綱 校注 

 

 

［正题名］藤原惺窩 

［正题名］林羅山 

［第一责任人］石田一良，金谷治校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1975.9 



［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 28 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］石田一良 校注 

［知识责任］金谷治 校注 

 

 

［正题名］貝原益軒 

［正题名］室鳩巣 

［第一责任人］荒木見悟，井上忠校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1970.11 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 34 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［知识责任］荒木見悟 校注 

［知识责任］井上忠 校注 

 

 

［正题名］伊藤仁齋 

［正题名］伊藤東涯 

［第一责任人］吉川幸次郎，清水茂校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.10 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 33 

［附注内容］伊藤仁斎·東涯略系図：p632. 伊藤仁斎·東涯年譜：p633-648 

［附注内容］著述目録 参考文献：p649-657 

［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］清水茂 校注 

 

 

［正题名］世界歴史事典 

［第一责任人］下中彌三朗編集 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1952.8 

［主题词］世界史/辞書 

 

 

［正题名］世界歴史事典 



［第一责任人］下中彌三朗編集 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1954.7 

［主题词］世界史/辞書 

 

 

［正题名］世界歴史事典 

［第一责任人］下中彌三朗編集 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1952.10 

［主题词］世界史/辞書 

 

 

［正题名］世界歴史事典 

［第一责任人］下中彌三朗編集 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1952.11 

［主题词］世界史/辞書 

 

 

［正题名］世界歴史事典 

［第一责任人］下中彌三朗編集 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1953.1 

［主题词］世界史/辞書 

 

 

［正题名］世界歴史事典 

［第一责任人］下中彌三朗編集 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1953.4 

［主题词］世界史/辞書 

 

 

［正题名］世界歴史事典 

［第一责任人］下中彌三朗編集 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1953.6 

［主题词］世界史/辞書 

 

 

［正题名］世界歴史事典 

［第一责任人］下中彌三朗編集 

［出版者］平凡社 



［出版日期］1953.8 

［主题词］世界史/辞書 

 

 

［正题名］世界歴史事典 

［第一责任人］下中彌三朗編集 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1953.10 

［主题词］世界史/辞書 

 

 

［正题名］世界歴史事典 

［第一责任人］下中彌三朗編集 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1953.12 

［主题词］世界史/辞書 

 

 

［正题名］世界歴史事典 

［第一责任人］下中彌三朗編集 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1954.3 

［主题词］世界史/辞書 

 

 

［正题名］満洲国警察史 

［第一责任人］治安部警務司［編］ 

［译者］加藤豐隆校阅 

［出版者］加藤豊隆(元在外公務員援護会) 

［出版日期］1980.8 

［附注内容］康徳 9 年刊の複製 

［主题词］警察/満州 

［次知识责任］加藤豐隆 校阅 

 

 

［正题名］極東國際軍事裁判公判記録 

［第一责任人］極東國際軍事裁判公判記録刊行會編纂 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1948-1949 

［正题名］極東國際軍事裁判公判記録 

［第一责任人］極東國際軍事裁判公判記録刊行會編纂 

［出版者］冨山房 

［出版日期］1949.1 

［正题名］極東国際軍事裁判記録 



［第一责任人］東京大学社会科学研究所「日本近代化」研究組織編 

［出版者］東京大学社会科学研究所「日本近代化」研究組織 

［出版日期］1971.3 

［丛编题名］東京大学社会科学研究所文献目録 

［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 ブンケン モクロク 

第 4 冊(1) 

［主题词］国際軍事裁判 

 

 

［正题名］極東国際軍事裁判記録 

［第一责任人］東京大学社会科学研究所編 

［出版者］東京大学社会科学研究所 

［出版日期］1972.3 

［丛编题名］東京大学社会科学研究所文献目録 

［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 ブンケン モクロク 

第 4 冊(2) 

［主题词］国際軍事裁判 

 

 

［正题名］極東国際軍事裁判記録 

［第一责任人］東京大学社会科学研究所編 

［出版者］東京大学社会科学研究所 

［出版日期］1973.3 

［丛编题名］東京大学社会科学研究所文献目録 

［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 ブンケン モクロク 

第 4 冊(3) 

［主题词］国際軍事裁判 

 

 

［正题名］切支丹風土記 

［第一责任人］野田宇太郎ほか編 

［出版者］宝文館 

［出版日期］1960.5 

［知识责任］野田宇太郎ほか 編 

 

 

［正题名］切支丹風土記 

［第一责任人］野田宇太郎ほか編 

［出版者］宝文館 

［出版日期］1960.3 

［知识责任］野田宇太郎ほか 編 

 

 

［正题名］古代朝日関係史 



［第一责任人］金錫亨著 

［译者］朝鮮史研究会訳 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1969.10 

［附注内容］原書名： 院士金錫亨著初期朝日関係研究 (朝鮮民主主義人民共和国社会科学

院出版社 1966 年) 

［主题词］日本/歴史/大和時代 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史/古代 

［主题词］朝鮮/外国関係/日本/歴史/三国時代 

［知识责任］金錫亨 著 

 

 

［正题名］切支丹風土記 

［第一责任人］野田宇太郎ほか編 

［出版者］宝文館 

［出版日期］1960.5 

［知识责任］野田宇太郎ほか 編 

 

 

［正题名］「無産党の行方」 

［第一责任人］菊地邦作著 

［出版者］近代日本史料研究会 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］上州新報連載謄写版 

［主题词］無産政党 

［知识责任］菊地邦作 著 

 

 

［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］1945.12 

［知识责任］森正蔵 著 

 

 

［正题名］爆弾事件の系譜 

［第一责任人］萩原晋太郎著 

［出版者］新泉社 

［出版日期］1988.7 

［附注内容］各章末：参考資料 

［主题词］テロリズム/歴史 

［主题词］爆弾 

［知识责任］萩原晋太郎 著 

 



 

［正题名］シベリア出征日記 

［第一责任人］松尾勝造著 

［译者］高橋治解説 

［出版者］風媒社 

［出版日期］1978.2 

［附注内容］シベリア戦争略年表：p325～329 

［主题词］シベリア出兵 

［知识责任］松尾勝造 著 

［次知识责任］高橋治 解說 

 

 

［正题名］傷痍軍人金成寿の「戦争」 

［第一责任人］金成寿著 

［译者］藤田博雄編集 

［出版者］社会批評社 

［出版者］新泉社(発売) 

［出版日期］1995.7 

［知识责任］金成寿 著 

［次知识责任］藤田博雄 編集 

 

 

［正题名］戦争責任 

［第一责任人］アジアに対する日本の戦争責任を問う民衆法廷準備会編 

［出版者］樹花舎 

［出版日期］1994.1 

［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］1993 

［知识责任］金日成 著 

 

 

［正题名］戦争責任論 

［第一责任人］荒井信一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1995.7 

［附注内容］文献：巻末 p1-7 

［主题词］世界大戦第一次 

［主题词］世界大戦第二次 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］戦争 

［知识责任］荒井信一 著 

 



 

［正题名］皇太子妃報道の読み方 

［第一责任人］亀井淳［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.300 

［主题词］ジャーナリズム 

［主题词］皇室 

［知识责任］亀井淳 

 

 

［正题名］中華人民共和国憲法 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1975 

［附注内容］附：憲法改正についての報告(張春橋) 

［主题词］憲法/中国 1949- 中華人民共和国 

 

 

［正题名］空想より科學への社會主義の發展 

［第一责任人］エンゲルス著 

［出版者］ナウカ社 

［出版日期］1946.4 

［丛编题名］ナゥカ社版［マルクス·ェソゲルス二卷选集］ 分册版 

［知识责任］Engels 著 

 

 

［正题名］フォイエルバッハ論 

［第一责任人］エンゲルス著 

［译者］出隆，藤川覚訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1983.5 

［丛编题名］唯物论新書 4 

［附注内容］著者の肖像あり 

［知识责任］Engels, 著 

［次知识责任］秋間実 訳 

［次知识责任］藤川覚 訳 

 

 

［正题名］共産主義者同盟の歴史 

［出版者］ナウカ社 

［出版日期］1948.6 

［丛编题名］テキスト全書 

［丛编题名］テキスト ゼンショ 19 



［附注内容］遡及データをもとにした流用入力 

 

 

［正题名］ドイツ農民戦争 

［第一责任人］エンゲルス著 

［译者］伊藤新一訳註 

［出版者］ナウカ社 

［出版日期］1949.7 

［主题词］農民一揆 

［主题词］ドイツ/社会/歴史/中世 

［知识责任］Engels 著 

［次知识责任］伊藤新一 訳註 

 

 

［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］1957.11 

［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 

［主题词］資本主義/日本 

［知识责任］楫西光速 著 

［知识责任］加藤俊彦 著 

［知识责任］大岛清 著 

［知识责任］大内力 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］1959.12 

［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 

［主题词］資本主義/日本 

［知识责任］楫西光速 著 

［知识责任］加藤俊彦 著 

［知识责任］大岛清 著 

［知识责任］大内力 著 

 

 

［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 

［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］竹島史稿 

［第一责任人］大熊良一著 

［出版者］原書房 

［出版日期］1968.12 

［附注内容］参考文献：265-271p 

［主题词］竹島 

［知识责任］大熊良一 著 

 

 

［正题名］日本農業の發展構造 

［第一责任人］栗原百壽著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1949.2 

［主题词］日本/農業/歴史/明治以後 

［知识责任］栗原百寿 著 

 

 

［正题名］日本農業の基礎構造 

［第一责任人］栗原百寿著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1943.1 

［附注内容］附录：事项索引，统计表目次 

［主题词］日本/農業/歴史/明治以後 

［知识责任］栗原百寿 著 

 

 

［正题名］大西郷全集 

［第一责任人］人大川信義編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1927.11 

［正题名］大西郷全集 

［第一责任人］人大川信義編輯 

［出版者］平凡社 



［出版日期］1927.6 

［正题名］大西郷全集 

［第一责任人］人大川信義編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1926.12 

［正题名］同和教育の歴史的研究 

［第一责任人］東義和著 

［出版者］明石書店 

［出版日期］1982.11 

［主题词］同和教育 

［知识责任］東義和 著 

 

 

［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］1928.4 

［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］資本論註解 

［第一责任人］ローゼンベルグ著 

［译者］淡徳三郎訳 

［出版者］改造社 

［出版日期］1933 

［附注内容］子書誌有り 

［知识责任］Rozenberg 著 

［次知识责任］淡徳三郎 訳 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著 

［译者］マルクスニェソダルス全集刊行委員會訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1962.12 

［丛编题名］国民文庫 25 

［主题词］経済学/社会主義学派 

［知识责任］Marx 著 

 

 

［正题名］資本論 



［第一责任人］カール·マルクス著 

［译者］マルクスニェソダルス全集刊行委員會訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1963.4 

［丛编题名］国民文庫 25 

［主题词］経済学/社会主義学派 

［知识责任］Marx 著 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著 

［译者］マルクスニェソダルス全集刊行委員會訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1963.8 

［丛编题名］国民文庫 25 

［主题词］経済学/社会主義学派 

［知识责任］Marx 著 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著 

［译者］マルクスニェソダルス全集刊行委員會訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1963.10 

［丛编题名］国民文庫 25 

［主题词］経済学/社会主義学派 

［知识责任］Marx 著 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著 

［译者］マルクスニェソダルス全集刊行委員會訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1964.5 

［丛编题名］国民文庫 25 

［主题词］経済学/社会主義学派 

［知识责任］Marx 著 

 

 

［正题名］資本論 

［第一责任人］カール·マルクス著 

［译者］マルクスニェソダルス全集刊行委員會訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1964.9 



［丛编题名］国民文庫 25 

［主题词］経済学/社会主義学派 

［知识责任］Marx 著 

 

 

［正题名］資本論索引 

［第一责任人］長谷部文雄，鬼塚安雄編 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1954 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 194 

［知识责任］長谷部文雄 編 

［知识责任］鬼塚安雄 編 

 

 

［正题名］西郷隆盛全集 

［第一责任人］西郷隆盛著 

［译者］西郷隆盛全集編集委員会編纂 

［出版者］大和書房 

［出版日期］1976.10 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］西郷隆盛 著 

 

 

［正题名］西郷隆盛全集 

［第一责任人］西郷隆盛著 

［译者］西郷隆盛全集編集委員会編纂 

［出版者］大和書房 

［出版日期］1977.7 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］西郷隆盛 著 

 

 

［正题名］西郷隆盛全集 

［第一责任人］西郷隆盛著 

［译者］西郷隆盛全集編集委員会編纂 

［出版者］大和書房 

［出版日期］1978.2 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］西郷隆盛 著 

 



 

［正题名］西郷隆盛全集 

［第一责任人］西郷隆盛著 

［译者］西郷隆盛全集編集委員会編纂 

［出版者］大和書房 

［出版日期］1978.7 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］西郷隆盛 著 

 

 

［正题名］西郷隆盛全集 

［第一责任人］西郷隆盛著 

［译者］西郷隆盛全集編集委員会編纂 

［出版者］大和書房 

［出版日期］1979.7 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］西郷隆盛 著 

 

 

［正题名］西郷隆盛全集 

［第一责任人］西郷隆盛著 

［译者］西郷隆盛全集編集委員会編纂 

［出版者］大和書房 

［出版日期］1980.8 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］西郷隆盛 著 

 

 

［正题名］夜明けに進む女性 

［第一责任人］阿部知二著 

［出版者］大日本雄弁会講談社 

［出版日期］1956.4 

［丛编题名］ミリオンブックス 

［丛编题名］ミリオン ブックス 

［知识责任］阿部知二 著 

 

 

［正题名］続イギリスと日本 

［第一责任人］森嶋通夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.12 



［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 67 イギリスと日本 続 

［主题词］国民性/イギリス 

［知识责任］森嶋通夫 著 

 

 

［正题名］雪と氷の世界から 

［第一责任人］樋口敬二著 

［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-291 

［主题词］雪 

［主题词］氷 

［知识责任］樋口敬二 著 

 

 

［正题名］丁丑日誌 

［第一责任人］鹿児島県史料刊行委員会〔編〕 

［出版者］鹿児島県立図書館 

［出版日期］1962.3 

［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〕 第 2 輯 

［附注内容］鹿児島県立図書館所蔵 

［附注内容］鹿児島県日誌 第 1(明治 10 年 3·4 月分) - 第 5(明治 10 年 8 月分) 

［主题词］鹿児島県/歴史/史料 

 

 

［正题名］丁丑日誌 

［第一责任人］鹿児島県史料刊行委員会〔編〕 

［出版者］鹿児島県立図書館 

［出版日期］1961.3 

［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〕 第 2 輯 

［附注内容］鹿児島県立図書館所蔵 

［附注内容］鹿児島県日誌 第 5(明治 10 年第 9 月分) - 第 5(明治 10 年第 12月分) 

［主题词］鹿児島県/歴史/史料 

 

 

［正题名］日本国憲法制定の由来 

［第一责任人］憲法制定の経過に関する小委員会編 

［出版者］時事通信社 

［出版者］時事通信社出版局(発売) 

［出版日期］1961.12 



［正题名］三井鉱山と与論島 

［第一责任人］新藤東洋男著 

［出版者］人権·民族問題研究会 

［出版日期］1965.7 

［附注内容］折込図：p91-92 

［主题词］人権擁護 

［主题词］与論村鹿児島県大島郡 

［主题词］鉱山労働 

［知识责任］新藤東洋男 著 

 

 

［正题名］入江相政日記 

［正题名］關連資料集 

［第一责任人］入江相政［著］ 

［译者］［昭和新修华族家系大系］霞会馆诸家資料調查委員會編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］［19 ?］ 

［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 

 

 

［正题名］婦人労働 

［第一责任人］社会政策学会編 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1961.5 

［丛编题名］社会政策学会年報 

［丛编题名］シャカイ セイサク ガッカイ ネンポウ 社会政策学会 ［編］ 第 9 集 

［主题词］婦人労働/日本 

 

 

［正题名］日本女性の生活と文化 

［第一责任人］遠藤元男著 

［出版者］四海書房 

［出版日期］1941.8 

［知识责任］遠藤元男 著 

 

 

［正题名］大衆運動と政治過程 

［第一责任人］内田穣吉，狭间源三，小野義彦編 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1959 

［丛编题名］講座現代日本の経済と政治 

［丛编题名］コウザ ゲンダイ ニホン ノ ケイザイ ト セイジ 内田穣吉[ほか]共編 第 4



巻 

［知识责任］内田穣吉 編 

 

 

［正题名］明治前期經濟史研究 

［第一责任人］土屋喬雄著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1944.7 

［主题词］日本/経済/歴史/明治時代 

［知识责任］土屋喬雄 著 

 

 

［正题名］海舟全集 

［第一责任人］勝安芳著 

［译者］海舟全集刊行會編 

［出版者］改造社 

［出版日期］1928.8 

［知识责任］勝海舟 著 

 

 

［正题名］海舟全集 

［第一责任人］勝安芳著 

［译者］海舟全集刊行會編 

［出版者］改造社 

［出版日期］1928.7 

［知识责任］勝海舟 著 

 

 

［正题名］海舟全集 

［第一责任人］勝安芳著 

［译者］海舟全集刊行會編 

［出版者］改造社 

［出版日期］1928.6 

［知识责任］勝海舟 著 

 

 

［正题名］日本政治史 

［第一责任人］信夫清三郎著 

［出版者］南窓社 

［出版日期］1978.11 

［知识责任］信夫清三郎 著 

 

 

［正题名］経済学全集 



［出版者］改造社 

［出版日期］1931.5 

［正题名］新潟鐵工所四十年史 

［第一责任人］山下良彦編纂 

［出版者］新潟鐵工所 

［出版日期］1934.6 

［知识责任］山下良彦 編纂 

 

 

［正题名］三代の女性 

［第一责任人］矢崎弾著 

［出版者］若い人社 

［出版日期］1943.2 

［知识责任］矢崎彈 著 

 

 

［正题名］女性の歴史 

［第一责任人］松島栄一編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1958.3 

［丛编题名］講座女性 

［丛编题名］コウザ ジョセイ 5 

［知识责任］松島栄一 編 

 

 

［正题名］明治工業史 

［第一责任人］日本工學會著 

［出版者］日本工學會 

［出版日期］1929.12 

［正题名］古列女傳 

［正题名］女四書 

［第一责任人］塚本哲三編 

［出版者］有朋堂書店 

［出版日期］1920.6 

［丛编题名］有朋堂文庫 

［丛编题名］ユウホウドウ ブンコ 塚本哲三編 漢文叢書 

［知识责任］塚本哲三 編 

 

 

［正题名］大東亜戦争の遺産 

［第一责任人］上山春平著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1972.10 

［丛编题名］中公叢書 



［丛编题名］チュウコウ ソウショ 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］上山春平 著 

 

 

［正题名］異端の源流 

［第一责任人］山口光朔著 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1961.2 

［丛编题名］かわずブックス 

［丛编题名］カワズ ブックス 

［知识责任］山口光朔 著 

 

 

［正题名］朝鮮民主主義人民共和国外務省の覚え書き 

［出版者］在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会 

［出版日期］1963.8 

［知识责任］朝鮮民主主義人民共和国外務省 

 

 

［正题名］闘う南朝鮮の青年学生 

［第一责任人］在日本朝鮮青年同盟朝鮮大学委員会編 

［出版者］在日本朝鮮青年同盟朝鮮大学委員会 

［出版日期］1964.6 

［知识责任］在日本朝鮮青年同盟朝鮮大学委員会 編 

 

 

［正题名］朝鮮の平和的統一のためのただ一つの正しい道 

［出版者］［新しぃ世代］ 

［出版日期］1965.2 

［附注内容］2 月号付录 

 

 

［正题名］知らない間に 

［第一责任人］木村伊兵衛…［等］編集 

［出版者］安保批判の会 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］木村伊兵衛 編集 

［知识责任］田中寿美子 編集 

［知识责任］中島健藏 編集 

［知识责任］平山照次 編集 

［知识责任］藤島宇仙 編集 

［知识责任］松岡洋子 編集 

 



 

［正题名］朝鮮民主主義人民共和国創建 15 周年平壌市慶祝大会における最高人民会議常任

委員会崔庸健委員長の報告 

［出版者］在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会 

［出版日期］1963.10 

［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 19 集 

 

 

［正题名］朝鮮の平和的統一問題 

［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］1959.11 

［知识责任］在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会宣伝部 編 

 

 

［正题名］朝鮮事件と國連 

［第一责任人］ア·ヤ·ヴィシンスキー［著］ 

［译者］日本共産黨出版局［編］ 

［出版者］日本共産黨出版局 

［出版日期］1950.11 

［知识责任］Vyshinsky 著 

 

 

［正题名］朝鮮民主主義人民共和國政府の黨面の課題について 

［第一责任人］金日成［著］ 

［出版者］外國文出版社 

［出版日期］1962.10 

［附注内容］朝鮮民主主義人民共和國最高人民會議第 3 期第 1 回會議でおこなった演説 

［知识责任］金日成 著 

 

 

［正题名］日韓問題の新局面とその本質 

［第一责任人］日朝問題研究会編集 

［出版者］日朝問題研究会 

［出版日期］1960.10 

［正题名］在日朝鮮人の民主主義的民族教育 

［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］1965.3 

［丛编题名］在日朝鮮人の法的地位 

［丛编题名］ザイニチ チョウセンジン ノ ホウテキ チイ はく奪された基本的人権の実態 

ハクダツ サレタ キホンテキ ジンケン ノ ジッタイ 在日朝鮮人の人権を守る会編 別冊 

 



 

［正题名］武田泰淳集 

［第一责任人］武田泰淳著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1976.8 

［知识责任］武田泰淳 著 

 

 

［正题名］武田泰淳集 

［第一责任人］武田泰淳著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1976.10 

［知识责任］武田泰淳 著 

 

 

［正题名］勞農問題法律全書 

［第一责任人］勞農法制研究會編 

［译者］平野義太郎監修 

［出版者］世界評論社 

［出版日期］1948.12 

［次知识责任］平野義太郎 監修 

 

 

［正题名］冒険と計算 

［第一责任人］武田泰淳著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1966.6 

［知识责任］武田泰淳 著 

 

 

［正题名］侵略者は誰か 

［第一责任人］極東問題研究會［編］ 

［東京］ 

［出版者］極東問題研究會 

［出版日期］1950 

［知识责任］極東問題研究會 編 

 

 

［正题名］大村収容所 

［第一责任人］朴正功著 

［出版者］京都大学出版会 

［出版日期］1969.8 

［丛编题名］朝鮮問題叢書 

［丛编题名］チョウセン モンダイ ソウショ 1 



［主题词］大村入国者収容所 

［主题词］出入国管理 

［主题词］朝鮮人日本在留 

［知识责任］朴正功 著 

 

 

［正题名］全世界の人民に告ぐ 

［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］1966.1 

［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 28 集 

［附注内容］民主法律家协会なょ朝鮮 12 団体共同名义の告発状 

 

 

［正题名］全民族が団結して犯罪的な『韓日会談』を粉砕することについて 

［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］1965.6 

［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 24 集 

 

 

［正题名］在日朝鮮公民の祖国への自由な往来を実現するために 

［第一责任人］在日朝鮮人祖国往来要請委員会［編］ 

［出版者］在日朝鮮人祖国往来要請委員会 

［出版日期］1963.7 

［知识责任］在日朝鮮人祖国往来要請委員会 編 

 

 

［正题名］南朝鮮から米軍を撤退させ朝鮮の自主的平和統一を実現するために 

［第一责任人］朝鮮民主主義人民共和国政府［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］1962.12 

［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 18 集 

 

 

［正题名］朝鮮の機械工業 

［出版者］外國文出版社 

［出版日期］1962 

［正题名］黄海製鉄所 

［第一责任人］外国文出版社［編］ 

［出版者］外國文出版社 



［出版日期］1962 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

 

 

［正题名］日本現代史 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］東京大學出版會 

［出版日期］1963.8 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］近衛篤麿日記 

［第一责任人］近衛篤麿著 

［译者］近衛篤麿日記刊行会編 

［出版者］鹿島研究所出版会 

［出版日期］1968.5 

［附注内容］明治 28-30 年及び書類·書簡総目録 人名索引 

［主题词］日本/歴史/明治時代/史料 

［知识责任］近衛篤麿 著 

 

 

［正题名］近衛篤麿日記 

［第一责任人］近衛篤麿著 

［译者］近衛篤麿日記刊行会編 

［出版者］鹿島研究所出版会 

［出版日期］1968.6 

［附注内容］明治 31-32 年及び書類·書簡総目録 人名索引 

［主题词］日本/歴史/明治時代/史料 

［知识责任］近衛篤麿 著 

 

 

［正题名］近衛篤麿日記 

［第一责任人］近衛篤麿著 

［译者］近衛篤麿日記刊行会編 

［出版者］鹿島研究所出版会 

［出版日期］1968.8 

［附注内容］明治 33 年及び書類·書簡総目録 人名索引 

［主题词］日本/歴史/明治時代/史料 

［知识责任］近衛篤麿 著 

 

 

［正题名］近衛篤麿日記 

［第一责任人］近衛篤麿著 

［译者］近衛篤麿日記刊行会編 



［出版者］鹿島研究所出版会 

［出版日期］1968.10 

［附注内容］明治 34 年及び書類·書簡総目録 人名索引 

［主题词］日本/歴史/明治時代/史料 

［知识责任］近衛篤麿 著 

 

 

［正题名］近衛篤麿日記 

［第一责任人］近衛篤麿著 

［译者］近衛篤麿日記刊行会編 

［出版者］鹿島研究所出版会 

［出版日期］1969.1 

［附注内容］明治 35-36 年及び書類·書簡総目録 人名索引 

［主题词］日本/歴史/明治時代/史料 

［知识责任］近衛篤麿 著 

 

 

［正题名］近衛篤麿日記 

［第一责任人］近衛篤麿著 

［译者］近衛篤麿日記刊行会編 

［出版者］鹿島研究所出版会 

［出版日期］1969.12 

［附注内容］近衛篤麿年譜：別巻 p699-706 

［主题词］日本/歴史/明治時代/史料 

［知识责任］近衛篤麿 著 

 

 

［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］1973.3 

［附注内容］明治 25 年 1 月至明治 28 年 12 月 

 

 

［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］1973.12 

［附注内容］明治 29 年至明治 33 年 

 

 

［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］1974.7 

［附注内容］明治 34 年至明治 37 年 

 

 

［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］1975.3 

［附注内容］明治 38 年至明治 40 年 

 

 

［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］1975.12 

［附注内容］明治 41 年至明治 45 年 

 

 

［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］1977.3 

［正题名］山路愛山集 

［第一责任人］山路愛山著 

［译者］大久保利謙編 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1965.10 

［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 35 

［附注内容］年譜：p445-454 

［附注内容］参考文献：p455-458 

［知识责任］山路愛山 著 

［次知识责任］大久保利謙 編 

 

 

［正题名］平頂山事件 

［第一责任人］石上正夫著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1991.7 

［主题词］満州事変 

［主题词］日中戦争 1937-1945/残虐行為 

［知识责任］石上正夫 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］1930.5 

［附注内容］出版地変更：東京(第 1-2 卷)→静岡(第 3 卷-) 

［附注内容］自第十四議會至第廿議會 

［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］1930.8 

［附注内容］出版地変更：東京(第 1-2 卷)→静岡(第 3 卷-) 

［附注内容］自第十四議會至第廿議會 

［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］1930.2 

［附注内容］出版地変更：東京(第 1-2 卷)→静岡(第 3 卷-) 

［附注内容］自第十四議會至第廿議會 

［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］1930.10 

［附注内容］出版地変更：東京(第 1-2 卷)→静岡(第 3 卷-) 

［附注内容］自第十四議會至第廿議會 

［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］1930.12 

［附注内容］出版地変更：東京(第 1-2 卷)→静岡(第 3 卷-) 

［附注内容］自第十四議會至第廿議會 

［主题词］議会 

 



 

［正题名］佛蘭西大革命史 

［第一责任人］ジャン·ジョレス著 

［译者］村松正俊訳 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1931.5 

［知识责任］ジャン·ジョレス 著 

［知识责任］JaurèsJean 著 

［次知识责任］村松正俊 訳 

 

 

［正题名］佛蘭西大革命史 

［第一责任人］ジャン·ジョレス著 

［译者］村松正俊訳 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1930.10 

［知识责任］ジャン·ジョレス 著 

［知识责任］JaurèsJean 著 

［次知识责任］村松正俊 訳 

 

 

［正题名］佛蘭西大革命史 

［第一责任人］ジャン·ジョレス著 

［译者］村松正俊訳 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1931.11 

［知识责任］ジャン·ジョレス 著 

［知识责任］JaurèsJean 著 

［次知识责任］村松正俊 訳 

 

 

［正题名］佛蘭西大革命史 

［第一责任人］ジャン·ジョレス著 

［译者］村松正俊訳 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1932.2 

［知识责任］ジャン·ジョレス 著 

［知识责任］JaurèsJean 著 

［次知识责任］村松正俊 訳 

 

 

［正题名］佛蘭西大革命史 

［第一责任人］ジャン·ジョレス著 

［译者］村松正俊訳 



［出版者］平凡社 

［出版日期］1932.5 

［知识责任］ジャン·ジョレス 著 

［知识责任］JaurèsJean 著 

［次知识责任］村松正俊 訳 

 

 

［正题名］佛蘭西大革命史 

［第一责任人］ジャン·ジョレス著 

［译者］村松正俊訳 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1930.12 

［知识责任］ジャン·ジョレス 著 

［知识责任］JaurèsJean 著 

［次知识责任］村松正俊 訳 

 

 

［正题名］佛蘭西大革命史 

［第一责任人］ジャン·ジョレス著 

［译者］村松正俊訳 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1931.3 

［知识责任］ジャン·ジョレス 著 

［知识责任］JaurèsJean 著 

［次知识责任］村松正俊 訳 

 

 

［正题名］佛蘭西大革命史 

［第一责任人］ジャン·ジョレス著 

［译者］村松正俊訳 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1931.3 

［知识责任］ジャン·ジョレス 著 

［知识责任］JaurèsJean 著 

［次知识责任］村松正俊 訳 

 

 

［正题名］立志社と民権運動 

［第一责任人］平尾道雄著 

［出版者］高知市立市民図書館 

［出版日期］1955.1 

［丛编题名］市民新書 

［丛编题名］シミン シンショ 3 

［附注内容］記述は 1955 年 3 月第 2 刷による。 



［附注内容］高知立志社略年表：p 211-215 

［知识责任］平尾道雄 著 

 

 

［正题名］坂本龍馬 

［第一责任人］池田敬正著 

［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 69 維新前夜の群像 2 

［知识责任］池田敬正 著 

 

 

［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］1967.12 

［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］金大中事件と日本 

［第一责任人］中川信夫著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1974.7 

［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］中川信夫 著 

 

 

［正题名］娘インディラへの手紙 

［第一责任人］ジヤワハルラール·ネール著 

［译者］脇山康之助譯 

［出版者］豊國社 

［出版日期］1942.2 

CGRS215D19cm 

［知识责任］Nehru 著 

［次知识责任］脇山康之助 譯 

 

 



［正题名］東京新繁昌記 

［第一责任人］服部誠一著 

［出版者］聚芳閣 

［出版日期］1925.12 

［主题词］東京都/紀行·案内記 

［知识责任］服部誠一 著 

 

 

［正题名］唯物史觀北米合衆國史 

［第一责任人］デー·オー·ザスラフスキー［原著］ 

［译者］広島定吉譯 

［译者］ポクロフスキー監輯 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1937.8 

［附注内容］デー·オー·ザスラフスキーによる原著者序文あり 

［附注内容］原著者，監輯者の原綴不明 

［知识责任］ザスラフスキーD.O. 原著 

［知识责任］広島定吉 譯 

［知识责任］ポクロフスキー 監輯 

 

 

［正题名］世界を震憾させた十日間 

［第一责任人］ジョン·リード著 

［译者］篠原道雄訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1952.12 

［主题词］ロシア革命 

［知识责任］Reed, 著 

［次知识责任］篠原道雄 訳 

 

 

［正题名］東洋史概説 

［第一责任人］白鳥清編 

［出版者］白林社 

［出版日期］1930.4 

［知识责任］白鳥清 編 

 

 

［正题名］經濟全史 

［第一责任人］ハインリッヒ·クーノー著 

［译者］高山洋吉譯 

［出版者］東學社 

［出版日期］1937.4 

［知识责任］Cunow 著 



［次知识责任］高山洋吉 譯 

 

 

［正题名］近世資本主義 

［第一责任人］ゾンバルト著 

［译者］岡崎次郎訳 

［出版者］生活社 

［出版日期］1943.1 

［主题词］資本主義/歴史 

［知识责任］Sombart 著 

［次知识责任］岡崎次郎 訳 

 

 

［正题名］近世資本主義 

［第一责任人］ゾンバルト著 

［译者］岡崎次郎訳 

［出版者］生活社 

［出版日期］1943.7 

［主题词］資本主義/歴史 

［知识责任］Sombart 著 

［次知识责任］岡崎次郎 訳 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］铃木俊，井上幸治，宫城良造編 

［出版者］平凡社版 

［出版日期］1936 

［知识责任］铃木俊 編 

［知识责任］井上幸治 編 

［知识责任］宫城良造 編 

 

 

［正题名］日本文化私観 

［第一责任人］ブルーノ·タウト著 

［译者］森儁郎訳 

［出版者］明治書房 

［出版日期］1942.1 

［主题词］芸術 

［主题词］日本 

［主题词］文化 

［知识责任］Taut 著 

［次知识责任］森儁郎 訳 

 

 



［正题名］英國資本主義成立史 

［第一责任人］野村兼太郎著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1928.12 

［主题词］資本主義/イギリス 

［知识责任］野村兼太郎 著 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］高市慶雄著 

［出版者］平凡社版 

［出版日期］1935.1 

［知识责任］高市慶雄 著 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］佐藤堅司，大類伸著 

［出版者］平凡社版 

［出版日期］1934.9 

［知识责任］佐藤堅司 著 

［知识责任］大類伸 著 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］佐藤堅司，阿武實著 

［出版者］平凡社版 

［出版日期］1933.11 

［知识责任］佐藤堅司 著 

［知识责任］阿武實 著 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］後藤守一，江上波夫，驹井和愛著 

［出版者］平凡社版 

［出版日期］1933.11 

［知识责任］佐藤堅司 著 

［知识责任］阿武實 著 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］長壽吉著 

［出版者］平凡社版 

［出版日期］1934.2 

［知识责任］長壽吉 著 



 

 

［正题名］日本帝国主義の形成と東アジア 

［第一责任人］井口和起著 

［出版者］名著刊行会 

［出版日期］2000.4 

［主题词］日本/歴史/近代 

［主题词］日本/対外関係/アジア東部/歴史 

［主题词］帝国主義 

［知识责任］井口和起 著 

 

 

［正题名］朴政権の素顔 

［第一责任人］吉留路樹著 

［出版者］エール出版社 

［出版日期］1974.9 

［丛编题名］YELL books 

［主题词］朝鮮 1948- 大韓民国/政治 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮 1948- 大韓民国 

［知识责任］吉留路樹 著 

 

 

［正题名］米田富と水平社のこころ 

［第一责任人］師岡佑行編 

［出版者］阿吽社 

［出版日期］2001.11 

［附注内容］米田富の肖像あり 

［附注内容］米田富略年譜：p251-256 

［主题词］部落問題/歴史 

［知识责任］師岡佑行 著 

 

 

［正题名］沖縄から中国を見る 

［第一责任人］金城正篤著 

［出版者］沖縄タイムス社 

［出版日期］1998.10 

［主题词］中国/歴史 

［知识责任］金城正篤 著 

 

 

［正题名］朝鮮戦争 

［第一责任人］洞富雄著 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1973.3 



［主题词］朝鮮戦争 

［主题词］ノモンハン事件 

［知识责任］洞富雄 著 

 

 

［正题名］世界経済図説 

［第一责任人］有澤廣巳…［等］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 青版 821 

［附注内容］条码号：R0001732 为 1972.5 第 1 刷 

［主题词］国際経済 

［主题词］経済/歴史 

［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 

［知识责任］内藤藤 著 

 

 

［正题名］日本庶民生活史料集成 

［第一责任人］池田皓，谷川健一編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1972.7 

［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 

［知识责任］谷川健一 編 

 

 

［正题名］大蔵省百年史 

［第一责任人］大蔵省百年史編集室編 

［出版者］大蔵財務協会 

［出版日期］1969.10 

［主题词］大蔵省 

［主题词］日本/財政/歴史/明治以後 

 

 

［正题名］大蔵省百年史 

［第一责任人］大蔵省百年史編集室編 

［出版者］大蔵財務協会 

［出版日期］1969.10 

［主题词］大蔵省 

［主题词］日本/財政/歴史/明治以後 



 

 

［正题名］封建的土地所有の成立過程 

［第一责任人］田中正義［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 3 部 世界史的發展の法則 

［主题词］土地制度/ヨーロッパ/歴史 

［知识责任］田中正義 著 

 

 

［正题名］東南アジア社會の一類型 

［第一责任人］小林良正［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 2 部 東洋社會構成の發展 

［知识责任］小林良正 著 

 

 

［正题名］純粹封建制成立における農民鬪爭 

［第一责任人］鈴木良一 ［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］農民一揆 

［主题词］封建制度 

［知识责任］鈴木良一 著 

 

 

［正题名］羅馬大土地所有制 

［第一责任人］村川堅太郎［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 3 部 世界史的發展の法則 

［主题词］土地制度/ローマ 

［知识责任］村川堅太郎 著 

 

 

［正题名］中國の郷村統治と村落 

［第一责任人］清水盛光 ［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 2 部 東洋社會構成の發展 

［主题词］村落/中国/歴史 

［知识责任］清水盛光 著 

 

 

［正题名］中國回教社會の構造 

［第一责任人］岩村忍 ［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 2 部 東洋社會構成の發展 

［主题词］回教徒/中国 

［知识责任］岩村忍 著 

 

 

［正题名］中國回教社會の構造 

［第一责任人］岩村忍 ［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 2 部 東洋社會構成の發展 

［主题词］回教徒/中国 

［知识责任］岩村忍 著 

 

 

［正题名］官人支配と國家的土地所有 

［第一责任人］平瀬巳之吉［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 2 部 東洋社會構成の發展 

［主题词］官僚制/中国 

［主题词］土地制度/中国 

［知识责任］平瀬巳之吉 著 

 

 

［正题名］古代諸思潮の成立と展開 

［第一责任人］重澤俊郎［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 2 部 東洋社会構成の発展 

［主题词］東洋思想 

［知识责任］重沢俊郎 

 

 

［正题名］宋代官僚制と大土地所有 

［第一责任人］周藤吉之 ［著］ 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1950.8 

［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 

［主题词］官職/歴史 

［主题词］法制史/中国/宋時代 

［知识责任］周藤吉之 著 

 

 

［正题名］近世における商業的農業の展開 

［第一责任人］古島敏雄［著］ 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1950.8 

［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 

［知识责任］古島敏雄 著 

 

 

［正题名］中国農村社会の近代化過程 

［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 2 部 東洋社会構成の発展 

［主题词］土地制度/中国/歴史 

［知识责任］尾崎庄太郎 著 

 

 

［正题名］中国古代の帝王思想 

［第一责任人］板野長八［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 東洋社会構成の発展 

［主题词］政治思想/中国/歴史 

［知识责任］板野長八 著 

 



 

［正题名］中世國家の構造 

［第一责任人］堀米庸三［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 3 部 世界史的發展の法則 

［主题词］封建制度 

［知识责任］堀米庸三 著 

 

 

［正题名］日韓問題を考える 

［第一责任人］斉藤孝，藤島宇内編 

［出版者］太平出版社 

［出版日期］1965.12 

［丛编题名］シリーズ·日本と朝鮮 

［丛编题名］シリーズ ニホン ト チョウセン 1 

［知识责任］斉藤孝 編 

［知识责任］藤島宇内 編 

 

 

［正题名］朝鮮人の民族教育 

［第一责任人］在日朝鮮人の民族教育に関するシンポジウム世話人会編 

［出版者］日本朝鮮民族教育問題協議会 

［出版日期］1965.11 

［主题词］朝鮮人日本在留 

 

 

［正题名］韓国現代史と教会史 

［第一责任人］池明観著 

［出版者］新教出版社 

［出版日期］1975.5 

［附注内容］韓国·日本キリスト教史年譜：p.330-347 

［主题词］プロテスタント教会/朝鮮/歴史 

［主题词］朝鮮/歴史 

［知识责任］池明観 著 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1968.12 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 



 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1969.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1969.7 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1971.12 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1971.8 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1972.8 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 



［出版者］外務省 

［出版日期］1971.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1974.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1972.12 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1968.8 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1973.10 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1974.2 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 



 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1973.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1973.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1973.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1973.9 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1969.10 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 



［出版者］外務省 

［出版日期］1986.3 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1986.1 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1984.3 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1976.3 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1974.3 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1977.8 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1978.7 



［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1990.3 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1990.12 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1963.10 

［附注内容］外務省藏版 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1963.2 

［附注内容］外務省藏版 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1961.1 

［附注内容］外務省藏版 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］現代帝国主義の理論と構造 

［第一责任人］井汲卓一…［ほか］編集 

［出版者］日本評論新社 



［出版日期］1963.1 

［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 1 

［主题词］帝国主義 

［知识责任］井汲卓一 編集 

［知识责任］今井則義 編集 

［知识责任］宇高基輔 編集 

［知识责任］江口朴郎 編集 

［知识责任］吉村正晴 編集 

 

 

［正题名］現代帝国主義の運動と展開 

［第一责任人］井汲卓一…［ほか］編集 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1963.2 

［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 2 

［主题词］帝国主義 

［知识责任］井汲卓一 編集 

［知识责任］今井則義 編集 

［知识责任］宇高基輔 編集 

［知识责任］江口朴郎 編集 

［知识责任］吉村正晴 編集 

 

 

［正题名］現代帝国主義の社会主義 

［第一责任人］井汲卓一…［ほか］編集 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1963.4 

［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 3 

［主题词］帝国主義 

［知识责任］井汲卓一 編集 

［知识责任］今井則義 編集 

［知识责任］宇高基輔 編集 

［知识责任］江口朴郎 編集 

［知识责任］吉村正晴 編集 

 

 

［正题名］現代帝国主義の經濟法則 

［第一责任人］井汲卓一…［ほか］編集 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1963.3 

［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］井汲卓一 編集 

［知识责任］今井則義 編集 

［知识责任］宇高基輔 編集 

［知识责任］江口朴郎 編集 

［知识责任］吉村正晴 編集 

 

 

［正题名］ドイツ語会話 

［第一责任人］森携郎著 

［出版者］大学書林 

［出版日期］1954.10 

［附注内容］森（携：应扌，加亻）郎著 

［主题词］ドイツ語/会話 

［知识责任］森携郎 著 

 

 

［正题名］再生産過程表式分析序論 

［第一责任人］山田盛太郎著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1931.9 

［主题词］生産論 

［知识责任］山田盛太郎 著 

 

 

［正题名］ソ聯邦の宗教と教育 

［第一责任人］オー·フエドロフ著 

［译者］ 梶栗余志譯 

［出版者］京王書房 

［出版日期］1946.12 

［主题词］教育/ロシア 

［知识责任］Fomichev 著 

［次知识责任］ 梶栗余志 譯 

 

 

［正题名］毛沢東［矛盾論］入門 

［第一责任人］森宏一著 

［出版者］新科学社 

［出版者］民众評論社 

［出版日期］1953.6 

［知识责任］森宏一 著 

 

 



［正题名］人間の歴史 

［第一责任人］イリーン著 

［译者］八住利雄訳 

［出版者］岩崎書店 

［出版日期］1947.4 

［知识责任］Il'in 著 

［次知识责任］八住利雄 訳 

 

 

［正题名］カラー沖繩の歴史 

［第一责任人］牧濑恒二編 

［東京］ 

［出版者］汐文社 

［出版日期］1971.6 

［主题词］沖縄県/歴史 

［知识责任］牧濑恒二 編 

 

 

［正题名］愛国の書 

［第一责任人］ぬゃま·ひろし［著］ 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1970.12 

［附注内容］毛澤東思想研究 1-2-3 号付录 

［知识责任］ぬゃま·ひろし 著 

 

 

［正题名］地方官会議傍聴録 

［第一责任人］弘令社［編］ 

［出版者］弘令社出版局 

［出版日期］1800.2 

［編］ a 東京 c 弘令社出版局 d1800.2  a1 冊 d18cm  a318v302a 弘令社 4 編 

0aJPbNIIc20010706 2aCNbCASS11c20030726  a11bR0007261d318e2f1zxm 

aR0007261hR0007261 

!!JB7809 

CGRS010D280 円 

［正题名］日本資本主義講座 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.2 

［附注内容］月報あり 

 

 

［正题名］日本史概説 

［第一责任人］東京大学教養学部日本史研究室編 



［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1961.2 

［附注内容］参考文献：p298～304 年表：p305～315 

［附注内容］執筆：黛弘道ほか 

［主题词］日本/歴史 

 

 

［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］日本近代の出発 

［第一责任人］佐々木克著 

［出版者］集英社 

［出版日期］1992.10 

［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 17 

［附注内容］年表：p306-307 

［附注内容］参考文献：p308-309 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］佐々木克 著 

 

 

［正题名］自由論 

［第一责任人］J.S.ミル著 

［译者］塩尻公明，木村健康訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.10 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 白(34)-116-6 

［知识责任］Mill 著 

［次知识责任］塩尻公明 訳 

［次知识责任］木村健康 訳 

 

 

［正题名］自由黨史 

［第一责任人］板垣退助堅修 

［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 5695-5697 

［主题词］政党 

［知识责任］板垣退助 堅修 

［次知识责任］遠山茂樹 校訂 

［次知识责任］佐藤誠朗 校訂 

 

 

［正题名］自由黨史 

［第一责任人］板垣退助監修 

［译者］後藤靖解說 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 248 

［主题词］政党 

［知识责任］板垣退助 監修 

［次知识责任］後藤靖 解說 

 

 

［正题名］自由黨史 

［第一责任人］板垣退助監修 

［译者］後藤靖解說 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.9 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 255 

［主题词］政党 

［知识责任］板垣退助 監修 

［次知识责任］後藤靖 解說 

 

 

［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 309 

［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］日本史概説 

［第一责任人］石母田正，松島榮一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.2 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 200 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］石母田正 著 

［知识责任］松島榮一 著 

 

 

［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 

［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］日本資本主義講座 

［第一责任人］神野璋一郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1954.4 

［附注内容］総索引：統計·事項 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］神野璋一郎 著 

 

 

［正题名］續世界経済図説 

［第一责任人］有澤廣巳，肋村義太郎，美濃部亮吉著 

［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 167 

［主题词］国際経済 

［主题词］経済/歴史 

［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］被差別部落の歴史 

［第一责任人］原田伴彦著 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1973.8 

［主题词］部落問題 

［知识责任］原田伴彦 著 

 

 

［正题名］朝鮮戦争の歷史 

［第一责任人］D·W コンデ著 

［译者］陸井三郎堅译 

［出版者］太平出版社 

［出版日期］1967.12 

［主题词］朝鮮戦争 

［知识责任］D·W コンデ 著 

［次知识责任］陸井三郎 堅译 

 

 

［正题名］朝鮮戦争の歷史 

［第一责任人］D·W コンデ著 

［译者］陸井三郎堅译 

［出版者］太平出版社 

［出版日期］1968.1 

［主题词］朝鮮戦争 

［知识责任］D·W コンデ 著 

［次知识责任］陸井三郎 堅译 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］大島正滿…［等］著 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.8 

［知识责任］大島正滿 著 

［知识责任］驰上啟介 著 

［知识责任］大山柏 著 

［知识责任］甲野勇 著 

［知识责任］桶口清之 著 

［知识责任］山口隆一 著 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］橋木增吉著 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.10 



［知识责任］橋木增吉 著 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］志田不動鹿編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.3 

［知识责任］志田不動鹿 編 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］三島一，臨铃木俊編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.5 

［知识责任］三島一 編 

［知识责任］臨铃木俊 編 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］浦廉編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1936.3 

［知识责任］浦廉 編 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］松井編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.7 

［知识责任］松井 編 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］松田壽男，小林元，木村日紀編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.10 

［知识责任］松田壽男 編 

［知识责任］小林元 編 

［知识责任］木村日紀 編 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］稻楪岩吉，矢野仁一編 

［出版者］平凡社 



［出版日期］1935.7 

［附注内容］編者稻楪岩吉的楪应去木。 

［知识责任］稻楪岩吉 編 

［知识责任］矢野仁一 編 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］杉勇，石橋智信，大（上白，下田）清編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1933.12 

［知识责任］杉勇 編 

［知识责任］石橋智信 編 

［知识责任］大（上白，下田）清 編 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］秋山謙藏編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.8 

［知识责任］秋山謙藏 編 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］原随园，林武雄編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.6 

［知识责任］原随园 編 

［知识责任］林武雄 編 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］長壽吉著 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.6 

［知识责任］長壽吉 著 

［知识责任］林武雄 編 

 

 

［正题名］日本經濟史の研究 

［第一责任人］内田銀藏著 

［出版者］同文館 

［出版日期］1921.3 

［丛编题名］内田銀蔵遺稿全集 

［丛编题名］ウチダ ギンゾウ イコウ ゼンシュウ 第 1 輯 



［附注内容］同一著者名·書名の別書誌あり 

［知识责任］内田銀蔵 著 

 

 

［正题名］日本經濟史 

［第一责任人］竹越輿三郎著 

［出版者］日本經濟史刊行會 

［出版日期］1925.1 

［知识责任］竹越輿三郎 著 

 

 

［正题名］日本經濟史 

［第一责任人］竹越輿三郎著 

［出版者］日本經濟史刊行會 

［出版日期］1925.2 

［知识责任］竹越輿三郎 著 

 

 

［正题名］日本經濟史 

［第一责任人］竹越輿三郎著 

［出版者］日本經濟史刊行會 

［出版日期］1925.5 

［知识责任］竹越輿三郎 著 

 

 

［正题名］日本經濟史 

［第一责任人］竹越輿三郎著 

［出版者］日本經濟史刊行會 

［出版日期］1925.6 

［知识责任］竹越輿三郎 著 

 

 

［正题名］田中千弥日記 

［第一责任人］田中千弥著 

［译者］大村進，小林弌郎，小池信一共編 

［出版者］埼玉新聞社出版局 

［出版日期］1977.1 

［主题词］秩父事件 

［知识责任］田中千弥 著 

［次知识责任］大村進 編 

［次知识责任］小林弌郎 編 

［次知识责任］小池信一 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］1971.12 

［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］1972.6 

［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］玄洋社社史 

［第一责任人］原田媵正［編］ 

［東京］ 

［出版者］明治文献 

［出版日期］1992.10 

［附注内容］玄洋社々史編纂会大正 6 年刊の復刻 

［主题词］玄洋社 

［知识责任］原田媵正 編 

 

 

［正题名］歴史研究と民俗学 

［第一责任人］和歌森太郎著 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1969.1 

［主题词］民俗学 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］和歌森太郎 著 

 

 

［正题名］鎖國時代日本人の海外知識 

［第一责任人］開國百年記念文化事業會編 

［出版者］乾元社 

［出版日期］1953.5 

［主题词］地誌/書目/解題 

［主题词］西洋/歴史/書目/解題 

［主题词］日本/外国関係/歴史/江戸時代 



 

 

［正题名］日本の中の朝鮮文化 

［第一责任人］金達寿著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1973.12 

［附注内容］紀伊·伊賀·伊勢·志摩 

［知识责任］金達寿 著 

 

 

［正题名］日本文化と朝鮮 

［第一责任人］朝鮮文化社編 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1973.2 

［主题词］日本/文化/歴史 

［主题词］日本/外国関係/朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］チュチェの国朝鮮を訪ねて 

［第一责任人］安井郁，高橋勇治編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1974.9 

［主题词］朝鮮 1948- 民主主義人民共和国/社会 

［知识责任］安井郁 編 

［知识责任］高橋勇治 編 

 

 

［正题名］ある女教師の手記 

［第一责任人］金寿福著 

［译者］金石範訳 

［出版者］朝鮮青年社 

［出版日期］1962.2 

［丛编题名］青年新書 

［丛编题名］セイネン シンショ 3 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］朝鮮 1948- 民主主義人民共和国/教育 

［知识责任］金寿福 著 

［次知识责任］金石範 訳 

 

 

［正题名］秘史朝鮮戦争 

［第一责任人］I.F.ストーン著 

［译者］内山敏訳 

［出版者］青木書店 



［出版日期］1966.11 

［丛编题名］青木現代選書 

［丛编题名］アオキ ゲンダイ センショ 3 

［附注内容］朝鮮戦争にかんする年表：p342～352 

［主题词］朝鮮戦争 

［知识责任］Stone 著 

［次知识责任］内山敏 訳 

 

 

［正题名］見捨てられた在韓被爆者 

［第一责任人］竹中労編著 

［出版者］日新報道 

［出版日期］1970.10 

［主题词］原子爆弾 

［知识责任］竹中労 編著 

 

 

［正题名］二粒の籾 

［第一责任人］藤森栄一著 

［出版者］洒出書房 

［出版日期］1979.8 

［主题词］考古学 

［知识责任］藤森栄一 著 

 

 

［正题名］中世的世界の形成 

［第一责任人］石母田正著 

［出版者］伊藤書店 

［出版日期］1949 改版序 

［主题词］荘園/三重県 

［知识责任］石母田正 著 

 

 

［正题名］古典文化の創造 

［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］1964.6 

［知识责任］林屋辰三郎 著 

 

 

［正题名］日本之憲兵 

［第一责任人］田崎治久編著 

［出版者］軍事警察雜誌社 

［出版日期］1913.2 



［知识责任］田崎治久 

 

 

［正题名］三叉文鈔 

［第一责任人］竹越與三郎著 

［出版者］正午出版社 

［出版日期］1918.3 

［知识责任］竹越與三郎 著 

 

 

［正题名］日本思想史研究 

［第一责任人］村岡典嗣著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.10 

［知识责任］村岡典嗣 著 

 

 

［正题名］元祿享保時代における經濟思想の研究 

［第一责任人］中村孝也著 

［出版者］國民文化研究會 

［出版日期］1927.12 

［知识责任］中村孝也 著 

 

 

［正题名］日本古代と大陸文化 

［第一责任人］駒井和愛著 

［出版者］野村書店 

［出版日期］1948.6 

［丛编题名］不死鳥文庫 

［丛编题名］フシチョウ ブンコ 

［主题词］考古学 

［知识责任］駒井和愛 著 

 

 

［正题名］日本歴史のあけぼの 

［第一责任人］清野謙次著 

［出版者］潮流社 

［出版日期］1947.9 

［知识责任］清野謙次 著 

 

 

［正题名］日本庄園制史論 

［第一责任人］小野武夫著 

［出版者］有斐閣 



［出版日期］1943.6 

［丛编题名］比較土地制度史研究日本の部 

［丛编题名］ヒカク トチ セイドシ ケンキュウ ニホン ノ ブ 第 2 巻 

［主题词］荘園 

［知识责任］小野武夫 著 

 

 

［正题名］考古學入門 

［第一责任人］濱田青陵著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1941.10 

［丛编题名］創元選書 

［丛编题名］ソウゲン センショ 78 

［主题词］考古学 

［知识责任］濱田耕作 著 

 

 

［正题名］古代探求 

［第一责任人］松本清張著 

［出版者］文藝春秋 

［出版日期］1974.9 

［知识责任］松本清張 著 

 

 

［正题名］法制史の研究 

［第一责任人］三浦周行著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.2 

［主题词］法制史/日本 

［主题词］法制/日本/歴史 

［知识责任］三浦周行 著 

 

 

［正题名］太平洋戦争中における朝鮮人労働者の強制連行について 

［第一责任人］朝鮮大学校地理歴史学科［編］ 

［出版地不详］ 

［出版者］朝鮮大学校地理歴史学科 

［出版日期］1962.3 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］強制労働 

 

 

［正题名］中世潅漑史の研究 

［第一责任人］寶月圭吾著 



［出版者］畝傍書房 

［出版日期］1943.9 

［丛编题名］畝傍史学叢書 

［主题词］日本/経済/歴史/中世 

［主题词］農業水利/歴史 

［知识责任］宝月圭吾 著 

 

 

［正题名］鎖國時代の世界地理學 

［第一责任人］鮎澤信太郎著 

［出版者］日大堂書店 

［出版日期］1943.1 

［主题词］地理学/歴史 

［主题词］日本/外国関係/歴史/江戸時代 

［知识责任］鮎沢信太郎 著 

 

 

［正题名］日本帝國海上權力史講義 

［第一责任人］小笠原長生著 

［出版者］春陽堂 

［出版日期］1904.9 

［附注内容］海軍大学校蔵版 

［知识责任］小笠原長生, 著 

 

 

［正题名］中支を征く 

［第一责任人］中支従軍記念写真帖刊行会編纂 

［出版者］中支従軍記念写真帖刊行会東京支部 

［出版日期］1940.12 

［附注内容］監修:支那派遣軍報道部 

［附注内容］付(地図 1 枚)：中支那全図 

［主题词］従軍記/中国本土 

 

 

［正题名］國防大事典 

［第一责任人］櫻井忠温編著 

［出版者］中外産業調査會 

［出版日期］1933.6 

［主题词］国防 

［主题词］軍事 

［主题词］日本/国防 

［知识责任］櫻井忠温 編著 

 

 



［正题名］近世前期政治的主要人物の居所と行動 

［第一责任人］藤井讓治編 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1994.3 

［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

37 号 

［主题词］伝記/日本 

［知识责任］藤井譲治 編 

 

 

［正题名］性の歴史学 

［第一责任人］藤目ゆき著 

［出版者］不二出版 

［出版日期］1997.2 

［附注内容］巻末：事項·人名索引(p4-17) 

［附注内容］著者の学位論文「近現代日本の性と生殖統制と社会運動：公娼制度·堕胎罪

体制から優生保護法·売春防止法体制へ」(京都大学，1995.3 学位取得)に加筆·訂正を加

え改題したもの 

［主题词］売春問題 

［主题词］優生問題 

［主题词］婦人問題/歴史 

［主题词］性問題/歴史 

［主题词］売春/歴史 

［知识责任］藤目ゆき 著 

 

 

［正题名］歴史教育五〇年のあゆみと課題 

［第一责任人］歴史教育者協議会編 

［出版者］未来社 

［出版日期］1997.8 

［附注内容］歴史教育五〇年のあゆみ〈年表〉：p527-569 

［主题词］歴史教育 

 

 

［正题名］長州藩と明治維新 

［第一责任人］田中彰著 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1998.7 

［附注内容］索引：巻末 p[1]-12(人名·文献·史料). 巻末 p12-18(事項) 

［附注内容］奇兵隊研究年表：巻末 p19-23 

［主题词］日本/歴史/江戸末期 

［主题词］明治維新 

［主题词］長州藩 



［主题词］奇兵隊 

［知识责任］田中彰 著 

 

 

［正题名］転生の都市(まち)·京都 

［第一责任人］辻ミチ子著 

［出版者］阿吽社 

［出版日期］1999.7 

［主题词］京都市/歴史 

［主题词］部落問題/歴史 

［知识责任］辻ミチ子 著 

 

 

［正题名］京都大学百年史 

［第一责任人］京都大学百年史編集委員会編 

［出版者］京都大学後援会 

［出版日期］1998.6 

［正题名］民本主義と帝国主義 

［第一责任人］松尾尊兌 著 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1998.3 

［附注内容］索引：巻末 pi-xii 

［主题词］日本/歴史/大正時代 

［主题词］大正デモクラシー運動 

［主题词］民主主義 

［主题词］帝国主義 

［主题词］政治思想/日本/歴史/明治以後 

［知识责任］松尾尊兊 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］1984.2 

［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］越境する民 

［第一责任人］杉原達著 

［出版者］新幹社 

［出版日期］1998.9 



［主题词］朝鮮人日本在留/歴史 

［主题词］朝鮮人日本在留/歴史 

［知识责任］杉原達 著 

 

 

［正题名］教育の「靖国」 

［第一责任人］教育塔を考える会編 

［出版者］樹花舎 

［出版者］星雲社 

［出版日期］1998.12 

［附注内容］教育塔、教育祭と教育塔を考える会関連年表：p324～333 

［主题词］日本/教育 

 

 

［正题名］近藤栄蔵自伝 

［第一责任人］近藤栄蔵著 

［译者］同志社大学人文科学研究所編 

［出版者］ひえい書房 

［出版日期］1970 

［附注内容］近藤栄蔵年譜：p.504-515 

［知识责任］近藤栄蔵 著 

 

 

［正题名］岩波文庫解説総目録 

［第一责任人］岩波文庫編集部編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1997.7 

［正题名］歴史の偽造をただす 

［第一责任人］中塚明著 

［出版者］高文研 

［出版日期］1997.11 

［主题词］日清戦争 

［知识责任］中塚明 著 

 

 

［正题名］成田治安法·いま憲法が危ない 

［第一责任人］北野弘久，一瀬敬一郎編 

［出版者］社会評論社 

［出版日期］1992.11 

［主题词］治安/法令 

［主题词］成田空港 

［主题词］治安立法 

［主题词］空港 

［主题词］大衆運動 



［主题词］農民運動 

［知识责任］北野弘久 編 

［知识责任］一瀬敬一郎 編 

 

 

［正题名］日本コンツェルン全書 

［第一责任人］木村繁，三宅晴辉著 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1938.2 

［知识责任］木村繁 著 

［知识责任］三宅晴辉 著 

 

 

［正题名］日本コンツェルン全書 

［第一责任人］西野人愛著 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1937.8 

［知识责任］西野人愛 著 

 

 

［正题名］日本コンツェルン全書 

［第一责任人］三宅晴辉著 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1937.5 

［知识责任］三宅晴辉 著 

 

 

［正题名］日本コンツェルン全書 

［第一责任人］賀川豐彦，山崎勉治著 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1938.5 

［知识责任］賀川豐彦 著 

［知识责任］山崎勉治 著 

 

 

［正题名］日本コンツェルン全書 

［第一责任人］小島精一著 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1937.3 

［知识责任］小島精一 著 

 

 

［正题名］日本コンツェルン全書 

［第一责任人］三宅晴辉著 



［出版者］春秋社 

［出版日期］1937.12 

［知识责任］三宅晴辉 著 

 

 

［正题名］日本コンツェルン全書 

［第一责任人］栗林正修著 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1937.12 

［知识责任］栗林正修 著 

 

 

［正题名］日本コンツェルン全書 

［第一责任人］勝田貞次著 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1938.4 

［知识责任］勝田貞次 著 

 

 

［正题名］日本コンツェルン全書 

［第一责任人］勝田貞次著 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1938.7 

［知识责任］勝田貞次 著 

 

 

［正题名］日本コンツェルン全書 

［第一责任人］小野文英著 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1938.11 

［知识责任］小野文英 著 

 

 

［正题名］日本コンツェルン全書 

［第一责任人］高垣五一著 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1938.6 

［知识责任］高垣五一 著 

 

 

［正题名］日本綿糸紡績業史年表 

［第一责任人］橋本幸彦著 

［出版者］文化史年表制作研究会 

［出版日期］1935.4 



［丛编题名］文化史年表研究叢書 

［丛编题名］ブンカシ ネンピョウ ケンキュウ ソウショ 1 

［附注内容］嘉永元年-大正元年 (1848-1912) 

［知识责任］橋本幸彦 著 

 

 

［正题名］現代国際政治史 

［第一责任人］D.F.フレミング著 

［译者］小幡操訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1966.1 

［知识责任］Fleming 著 

［次知识责任］小幡操 訳 

 

 

［正题名］現代国際政治史 

［第一责任人］D.F.フレミング著 

［译者］小幡操訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1967.6 

［知识责任］Fleming 著 

［次知识责任］小幡操 訳 

 

 

［正题名］現代国際政治史 

［第一责任人］D.F.フレミング著 

［译者］小幡操訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1968.9 

［知识责任］Fleming 著 

［次知识责任］小幡操 訳 

 

 

［正题名］現代国際政治史 

［第一责任人］D.F.フレミング著 

［译者］小幡操訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1970.5 

［知识责任］Fleming 著 

［次知识责任］小幡操 訳 

 

 

［正题名］台湾省人民の「二·二八」蜂起二十六周年を記念する 

［出版者］外文出版社 



［出版者］中国国際書店(発売) 

［出版日期］1973 

［正题名］憲法と教育 

［第一责任人］星野安三郎著 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1961.2 

［丛编题名］新文化選書 

［丛编题名］シンブンカ センショ 

［知识责任］星野安三郎 著 

 

 

［正题名］日本の PTA 

［第一责任人］宮原誠一，宮原喜美子著 

［出版者］国土社 

［出版日期］1951.11 

［知识责任］宮原誠一 著 

［知识责任］宮原喜美子 著 

 

 

［正题名］本邦國際文化團體便覽 

［第一责任人］青木節一編輯 

［出版者］國際文化振興會 

［出版日期］1935.10 

［丛编题名］K.B.S publication series no. 2 

［附注内容］Title from cover 

［附注内容］Japanese and English 

［知识责任］青木節一 編輯 

 

 

［正题名］中等教育問題の視点 

［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］1967.7 

［附注内容］子書誌あり 

 

 

［正题名］日本学術会議関係法規集 

［第一责任人］日本学術会議事務局［編］ 

［東京］ 

［出版者］日本学術会議事務局 

［出版日期］1966.1 

［編］ a［東京］c 日本学術会議事務局 d1966.1 a126pd19cm a061v302a 日本学術会議

事 務 局 A ニ ホ ン ガ ク ジ ュ ツ カ イ ギ ジ ム キ ョ ク 4 編  0aJPbNIIc19981208 

2aCNbCASS11c20030727 a11bR0007865d061e4f1zxm aR0007865hR0007865 



!!JB7909 

［正题名］學術研究會議要覽 

［第一责任人］學術研究會議［編］ 

［出版者］學術研究會議 

［出版日期］1944 

［附注内容］表紙に昭和十九年とあり 
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ツ ケンキュウ カイギ ヨウラン f 學術研究會議［編］ a 東京 c 學術研究會議 d1944 

a210pd18cm a表紙に昭和十九年とあり1 a学術研究会議要覧Aガクジュツ ケンキュウ カ
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0aJPbNIIc20020516 2aCNbCASS11c20030727  abR0007867d061e5f1zxm 

aR0007867hR0007867 

!!JB7910 

CGRS010D580 円 

［正题名］維新閑話 

［第一责任人］冨成博著 

［出版者］長周新聞社 

［出版日期］1976.6 

［知识责任］冨成博 著 

 

 

［正题名］長期研究計画調査委員会報告 

［第一责任人］日本学術会議［編］ 

［出版者］日本学術会議 

［出版日期］1962.3 

［編］ a 東京 c 日本学術会議 d1962.3 a505pd25cm a061v302a 日本学術会議 A ニホンガ

ク ジ ュ ツ カ イ ギ 4 編  0aJPbNIIc19950802 2aCNbCASS11c20030727 

a11bR0007843d061e6f1v :6zxm aR0007843hR0007843 

!!JB7912 

CGRS010D 非賣品 

［正题名］東西評林 

［第一责任人］日本史籍協会編輯 

［译者］早川純三郎編輯代表 

［出版者］日本史籍協會 



［出版日期］1916.12 

［次知识责任］早川純三郎 編輯代表 

 

 

［正题名］資本主義頽廃の諸相 

［第一责任人］高橋龜吉著 

［出版者］千倉書房 

［出版日期］1929.5 

［知识责任］高橋亀吉 著 

 

 

［正题名］社会生活と道徳教育 

［第一责任人］日高六郎編 

［出版者］牧書店 

［出版日期］1956.9 

［丛编题名］講座道徳教育 

［丛编题名］コウザ ドウトク キョウイク 第 8 巻 

［知识责任］日高六郎 編 

 

 

［正题名］家庭生活と道徳教育 

［第一责任人］古川原著 

［译者］勝田守一，周鄉博…［等］編集 

［出版者］牧書店 

［出版日期］1955.12 

［丛编题名］講座道徳教育 

［丛编题名］コウザ ドウトク キョウイク 第 7 巻 

［知识责任］古川原 著 

［次知识责任］勝田守一 編集 

［次知识责任］周鄉博 編集 

［次知识责任］羽仁說子 編集 

［次知识责任］日高六郎 編集 

［次知识责任］古川原 編集 

 

 

［正题名］歴史·地理教育講座 

［第一责任人］歴史教育者協議会，郷土教育全国連絡協議会編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1957.1 

［知识责任］歴史教育者協議会 編 

［知识责任］郷土教育全国連絡協議会 編 

 

 

［正题名］歴史·地理教育講座 



［第一责任人］歴史教育者協議会，郷土教育全国連絡協議会編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1956.2 

［知识责任］歴史教育者協議会 編 

［知识责任］郷土教育全国連絡協議会 編 

 

 

［正题名］歴史·地理教育講座 

［第一责任人］歴史教育者協議会，郷土教育全国連絡協議会編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1956.6 

［知识责任］歴史教育者協議会 編 

［知识责任］郷土教育全国連絡協議会 編 

 

 

［正题名］歴史·地理教育講座 

［第一责任人］歴史教育者協議会，郷土教育全国連絡協議会編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1956.9 

［知识责任］歴史教育者協議会 編 

［知识责任］郷土教育全国連絡協議会 編 

 

 

［正题名］歴史·地理教育講座 

［第一责任人］歴史教育者協議会，郷土教育全国連絡協議会編 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1956.7 

［知识责任］歴史教育者協議会 編 

［知识责任］郷土教育全国連絡協議会 編 

 

 

［正题名］安藤昌益全集 

［第一责任人］安藤昌益［著］ 

［译者］安藤昌益研究会編集·執筆 

［出版者］農山漁村文化協会 

［出版日期］1982.10 

［附注内容］稿本：自然真宫道，大序卷 

［附注内容］稿本：自然真宫道第二十五真道哲论卷 

［知识责任］安藤昌益 著 

 

 

［正题名］安藤昌益全集 

［第一责任人］安藤昌益［著］ 

［译者］安藤昌益研究会編集·執筆 



［出版者］農山漁村文化協会 

［出版日期］1984.6 

［附注内容］稿本：自然真宫道私制字書卷 1·2·3 

［知识责任］安藤昌益 著 

 

 

［正题名］安藤昌益全集 

［第一责任人］安藤昌益［著］ 

［译者］安藤昌益研究会編集·執筆 

［出版者］農山漁村文化協会 

［出版日期］1983.9 

［附注内容］稿本：自然真宫道私法儒書卷 1·2 

［知识责任］安藤昌益 著 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.9 

［附注内容］自辛未高鹿麗忠惠王二年至甲寅高麗发王元年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］古文書入門 

［第一责任人］高橋磌一編 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1962.3 

［主题词］古文書 

［知识责任］高橋磌一 編 

 

 

［正题名］歴史教授法 

［第一责任人］レイベングルプ著 

［译者］三沢正博訳 

［出版者］明治図書出版 

［出版日期］1963.10 

［附注内容］文献：p274～278 

［知识责任］Leibengrub 著 

［次知识责任］三沢正博 訳 

 

 

［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］1937.3 

［主题词］皇室/歴史 

 

 

［正题名］徳川文芸類聚 

［第一责任人］廣谷雄太郎編輯 

［出版者］廣谷國書刊行會 

［出版日期］1925.11 

［主题词］日本文学/歴史/江戸時代 

［知识责任］廣谷雄太郎 編輯 

 

 

［正题名］徳川文芸類聚 

［第一责任人］廣谷雄太郎編輯 

［出版者］廣谷國書刊行會 

［出版日期］1925.11 

［主题词］日本文学/歴史/江戸時代 

［知识责任］廣谷雄太郎 編輯 

 

 

［正题名］徳川文芸類聚 

［第一责任人］廣谷雄太郎編輯 

［出版者］廣谷國書刊行會 

［出版日期］1925.11 

［主题词］日本文学/歴史/江戸時代 

［知识责任］廣谷雄太郎 編輯 

 

 

［正题名］徳川文芸類聚 

［第一责任人］廣谷雄太郎編輯 

［出版者］廣谷國書刊行會 

［出版日期］1925.11 

［主题词］日本文学/歴史/江戸時代 

［知识责任］廣谷雄太郎 編輯 

 

 

［正题名］徳川文芸類聚 

［第一责任人］廣谷雄太郎編輯 

［出版者］廣谷國書刊行會 

［出版日期］1925.11 

［主题词］日本文学/歴史/江戸時代 

［知识责任］廣谷雄太郎 編輯 

 

 



［正题名］徳川文芸類聚 

［第一责任人］廣谷雄太郎編輯 

［出版者］廣谷國書刊行會 

［出版日期］1925.11 

［主题词］日本文学/歴史/江戸時代 

［知识责任］廣谷雄太郎 編輯 

 

 

［正题名］徳川文芸類聚 

［第一责任人］廣谷雄太郎編輯 

［出版者］廣谷國書刊行會 

［出版日期］1925.11 

［主题词］日本文学/歴史/江戸時代 

［知识责任］廣谷雄太郎 編輯 

 

 

［正题名］徳川文芸類聚 

［第一责任人］廣谷雄太郎編輯 

［出版者］廣谷國書刊行會 

［出版日期］1925.11 

［主题词］日本文学/歴史/江戸時代 

［知识责任］廣谷雄太郎 編輯 

 

 

［正题名］徳川文芸類聚 

［第一责任人］廣谷雄太郎編輯 

［出版者］廣谷國書刊行會 

［出版日期］1925.11 

［主题词］日本文学/歴史/江戸時代 

［知识责任］廣谷雄太郎 編輯 

 

 

［正题名］徳川文芸類聚 

［第一责任人］廣谷雄太郎編輯 

［出版者］廣谷國書刊行會 

［出版日期］1925.11 

［主题词］日本文学/歴史/江戸時代 

［知识责任］廣谷雄太郎 編輯 

 

 

［正题名］松平定安公傳 

［第一责任人］松平直亮著 

［出版者］松平直亮 

［出版日期］1934.4 



［附注内容］松平定安の肖像あり 

［知识责任］松平直亮 著 

 

 

［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］1942.12 

［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］1943.3 

［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］1943.7 

［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］山鹿素行全集 

［第一责任人］山鹿素行著 

［译者］廣瀬豊編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.8 

［知识责任］山鹿素行 著 

［次知识责任］廣瀬豊 編 

 

 

［正题名］山鹿素行全集 

［第一责任人］山鹿素行著 

［译者］廣瀬豊編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.6 

［知识责任］山鹿素行 著 

［次知识责任］廣瀬豊 編 



 

 

［正题名］山鹿素行全集 

［第一责任人］山鹿素行著 

［译者］廣瀬豊編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.11 

［知识责任］山鹿素行 著 

［次知识责任］廣瀬豊 編 

 

 

［正题名］山鹿素行全集 

［第一责任人］山鹿素行著 

［译者］廣瀬豊編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941.2 

［知识责任］山鹿素行 著 

［次知识责任］廣瀬豊 編 

 

 

［正题名］国際法より観たる幕末外交物語 

［第一责任人］尾佐竹猛著 

［出版者］文化生活研究会 

［出版日期］1926 

［主题词］国際法 

［知识责任］尾佐竹猛 著 

 

 

［正题名］高田屋嘉兵衛 

［第一责任人］瀬川龜，岡久殻三郎共著 

［出版者］堀書店 

［出版日期］1942.11 

［附注内容］高田屋嘉兵衛の肖像あり 

［附注内容］高田屋嘉兵衛年譜：p348～353 

［知识责任］瀬川龜 著 

［知识责任］岡久殻三郎 著 

 

 

［正题名］流離譚 

［第一责任人］安岡章太郎著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1981.12 

［知识责任］安岡章太郎 著 

 



 

［正题名］流離譚 

［第一责任人］安岡章太郎著 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1981.12 

［知识责任］安岡章太郎 著 

 

 

［正题名］絶対王政の時代 

［第一责任人］前川貞次郎著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1973.9 

［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 315 新書西洋史 5 

［附注内容］参考文献：p196-197 

［主题词］絶対主義 

［主题词］ヨーロッパ/歴史/近代 

［知识责任］前川貞次郎 

 

 

［正题名］ごみとリサイクル 

［第一责任人］寄本勝美著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 149 

［附注内容］参考文献：p242-244 

［主题词］廃棄物処理 

［主题词］汚物処分 

［主题词］リサイクリング廃棄物 

［知识责任］寄本勝美 著 

 

 

［正题名］ゲルニカ物語 

［第一责任人］荒井信一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 155 

［附注内容］巻末：主な参考文献 (4p) 

［主题词］スペイン内乱 

［知识责任］荒井信一 著 

 

 



［正题名］国際協力の新しい風 

［第一责任人］中田正一著 

［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 130 

［主题词］国際協力 

［主题词］国際協力 

［主题词］技術援助 

［知识责任］中田正一 著 

 

 

［正题名］中国大陸をゆく 

［第一责任人］天児慧，加藤千洋著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 137 

［主题词］中国 

［知识责任］天児慧 著 

［知识责任］加藤千洋 著 

 

 

［正题名］政治家の条件 

［第一责任人］森嶋通夫著 

［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 199 

［主题词］政治 

［主题词］政治家 

［知识责任］森嶋通夫 著 

 

 

［正题名］難民問題とは何か 

［第一责任人］本間浩著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 151 

［附注内容］主要参考文献：p225-226 

［主题词］難民 

［知识责任］本間浩 著 

 



 

［正题名］ドナウ河紀行 

［第一责任人］加藤雅彦著 

［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 189 

［附注内容］巻末：ドナウ沿岸八か国の関連年表 (9p) 

［主题词］ヨーロッパ中央部/地誌 

［主题词］ヨーロッパ東部/地誌 

［主题词］ドナウ川 

［知识责任］加藤雅彦 著 

 

 

［正题名］ヨーロッパの心 

［第一责任人］犬養道子著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 153 

［主题词］ヨーロッパ 

［主题词］ヨーロッパ/社会 

［知识责任］犬養道子 著 

 

 

［正题名］ペレストロイカ成果と危機 

［第一责任人］和田春樹著 

［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 145 

［知识责任］和田春樹 

 

 

［正题名］スパイの世界 

［第一责任人］中薗英助著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1992.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 221 

［附注内容］参考文献: p221-228 

［主题词］スパイ 

［知识责任］中薗英助 著 

 



 

［正题名］市民と援助 

［第一责任人］松井やより著 

［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 133 

［附注内容］巻末：主要参考文献 (6p) 

［主题词］国際組織 

［主题词］国際協力 

［主题词］経済援助 

［主题词］技術援助 

［知识责任］松井やより 著 

 

 

［正题名］教科書と裁判 

［第一责任人］森川金寿著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 143 

［主题词］教科書 

［主题词］教育行政 

［知识责任］森川金寿 著 

 

 

［正题名］異郷の昭和文学 

［第一责任人］川村湊著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 144 

［附注内容］満州文学関連年表：巻末 p1-6 

［主题词］日本文学/歴史/昭和時代 

［知识责任］川村湊 著 

 

 

［正题名］豊かさの精神病理 

［第一责任人］大平健著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 125 

［主题词］精神分析 



［主题词］社会病理 

［主题词］日本/社会 

［知识责任］大平健 著 

 

 

［正题名］世界経済の新しい構図 

［第一责任人］向壽一著 

［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 225 

［主题词］世界経済 

［知识责任］向壽一 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］1984.10 

［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］1989.12 

［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］1989.8 

［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］新修大津市史 

［第一责任人］山田豐三郎［著］ 

［出版者］大津市 

［出版日期］1982.7 

［知识责任］山田豐三郎 著 



 

 

［正题名］歴史の夜咄 

［第一责任人］司馬遼太郎，林屋辰三郎著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1981.5 

［附注内容］著者の肖像あり 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］林屋辰三郎 著 

［知识责任］司馬遼太郎 著 

 

 

［正题名］皇軍建設史 

［第一责任人］渡邊幾治郎著 

［出版者］共立出版 

［出版日期］1944.9 

［附注内容］照林堂藏版 

［知识责任］渡辺幾治郎 著 

 

 

［正题名］鍼治療学の基礎と臨床 

［第一责任人］宮沢康朗，夏樹芽々著 

［東京］ 

［出版者］群出版 

［出版者］メディサイエンス社 

［出版日期］1980.12 

［知识责任］宮沢康朗 著 

［知识责任］夏樹芽々 著 

 

 

［正题名］笑いの宣言 

［第一责任人］イナオカ·ススム著 

［出版者］冬芽書房 

［出版日期］1950.3 

［知识责任］ススム 著 

 

 

［正题名］基本ドイツ語一千語集 

［第一责任人］語学教育研究所編 

［出版者］開拓社 

［出版日期］1956.. 

［正题名］行政法 

［第一责任人］美濃部達吉著 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1934.10 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 34 

［知识责任］美濃部達吉 著 

 

 

［正题名］日本近代法の成立 

［第一责任人］熊谷開作著 

［出版者］法律文化社 

［出版日期］1955 

［附注内容］巻末：引用法令·引用事件対照索引 

［知识责任］熊谷開作 

 

 

［正题名］朝鮮史入門 

［第一责任人］朝鮮史研究会，旗田巍編 

［出版者］太平出版社 

［出版日期］1966.11 

［丛编题名］太平選書 

［丛编题名］タイヘイ センショ 71 

［知识责任］旗田巍 編 

 

 

［正题名］一般史 

［第一责任人］渡邊幾治郎著 

［出版者］東洋經濟新報社 

［出版日期］1941.2 

［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 1 卷 

［知识责任］渡辺幾治郎 著 

 

 

［正题名］市民革命の理論 

［第一责任人］堀江英一編 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1957.2 

［丛编题名］京都大学総合経済研究所研究叢書 

［丛编题名］キョウト ダイガク ソウゴウ ケイザイ ケンキュウジョ ケンキュウ ソウシ

ョ 4 

［知识责任］堀江英一 編 

 

 

［正题名］憲法の制定 

［第一责任人］藤井甚太郎［著］ 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.9 

［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 1 回配本 4 

［知识责任］藤井甚太郎 著 

 

 

［正题名］日本における商業的農業の基本的構造 

［第一责任人］阪本楠彦著 

［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］阪本楠彦 著 

 

 

［正题名］帝国主義の展開過程における食糧問題の性格と地位 

［第一责任人］石渡貞雄［著］ 

［出版者］白日書院 

［出版日期］1949.6 

［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 

［知识责任］石渡貞雄 著 

 

 

［正题名］農業危機の成立と発展 

［第一责任人］栗原百壽著 

［出版者］白日書院 

［出版日期］1949.4 

［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 

［知识责任］栗原百寿 著 

 

 

［正题名］ソヴィエト同盟概觀 

［第一责任人］舊東亞研究所譯 

［出版者］解放社 

［出版日期］1947.4 

［知识责任］舊東亜研究所 

 

 

［正题名］シェークスピアその世界觀と藝術 



［第一责任人］A 

［译者］馬上義太郎譯 

［出版者］美瑛堂書店, 1937.9 

［知识责任］Smirnov 著 

［次知识责任］馬上義太郎 譯 

 

 

［正题名］古代前期総説 

［第一责任人］西岡虎之助著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1947.12 

［丛编题名］新日本史講座 

［丛编题名］シン ニホンシ コウザ 古代前期 

［知识责任］西岡虎之助 著 

 

 

［正题名］古墳 

［第一责任人］斎藤忠著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1948.3 

［丛编题名］新日本史講座 

［丛编题名］シン ニホンシ コウザ 古代前期 

［知识责任］斎藤忠 著 

 

 

［正题名］天皇支配の成立過程 

［第一责任人］伊豆公夫著 

［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 古代前期 

［知识责任］伊豆公夫 著 

 

 

［正题名］古代前期の産業經濟 

［第一责任人］鋳方貞亮著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1948.3 

［丛编题名］新日本史講座 

［丛编题名］シン ニホンシ コウザ 古代前期 

［知识责任］鋳方貞亮 著 

 

 

［正题名］封建時代後期の農民の生活 



［第一责任人］古島敏雄著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1948.5 

［丛编题名］新日本史講座 

［丛编题名］シン ニホンシ コウザ 封建時代後期 

［知识责任］古島敏雄 著 

 

 

［正题名］封建時代後期の教學 

［第一责任人］松島榮一著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1948.3 

［丛编题名］新日本史講座 

［丛编题名］シン ニホンシ コウザ 封建時代後期 

［知识责任］松島栄一 著 

 

 

［正题名］幕藩體制 

［第一责任人］伊東多三郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1947.12 

［丛编题名］新日本史講座 

［丛编题名］シン ニホンシ コウザ 封建時代後期 

［知识责任］伊東多三郎 著 

 

 

［正题名］武士階級の成立發展 

［第一责任人］奥田眞啓著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1948.5 

［丛编题名］新日本史講座 

［丛编题名］シン ニホンシ コウザ 封建時代前期 

［知识责任］奥田真啓 著 

 

 

［正题名］封建時代前期總説 

［第一责任人］中村吉治著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1948.3 

［丛编题名］新日本史講座 

［丛编题名］シン ニホンシ コウザ 封建時代前期 

［知识责任］中村吉治 著 

 

 



［正题名］古代後期の文化 

［第一责任人］佐山濟著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1947.12 

［丛编题名］新日本史講座 

［丛编题名］シン ニホンシ コウザ 古代後期 

［知识责任］佐山済 著 

 

 

［正题名］大化改新論 

［第一责任人］井上光貞著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1951.12 

［丛编题名］新日本史講座 

［丛编题名］シン ニホンシ コウザ 古代後期 

［知识责任］井上光貞 著 

 

 

［正题名］古代後期の政治と外交 

［第一责任人］森克己著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1951.12 

［丛编题名］新日本史講座 

［丛编题名］シン ニホンシ コウザ 古代後期 

［知识责任］森克己 著 

 

 

［正题名］奴隷賤民論 

［第一责任人］瀧川政次郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1948 

［丛编题名］新日本史講座 

［丛编题名］シン ニホンシ コウザ 古代後期 

［知识责任］滝川政次郎 著 

 

 

［正题名］社會主義運動の發展 

［第一责任人］塩田庄兵衛著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1951.12 

［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］塩田庄兵衛 著 

 



 

［正题名］町人精神 

［第一责任人］松島栄一著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1951.12 

［丛编题名］新日本史講座 

［丛编题名］シン ニホンシ コウザ 封建時代後期 

［知识责任］松島栄一 著 

 

 

［正题名］變革の論理 

［第一责任人］松村一人著 

［出版者］日本民主主義文化連盟 

［出版日期］1948.11 

［知识责任］松村一人 著 

 

 

［正题名］マルクス·レーニン主義講座 

［第一责任人］德田球一著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1949.10 

［知识责任］德田球一 著 

 

 

［正题名］法學獨逸語解釋研究 

［第一责任人］星野通，大鳥居蕃著 

［出版者］太陽堂書店 

［出版日期］1940.10 

［知识责任］星野通 著 

［知识责任］大鳥居蕃 著 

 

 

［正题名］刑法と民主主義 

［第一责任人］熊倉武著 

［出版者］彰考書院 

［出版日期］1948.2 

［主题词］刑法 

［主题词］民主主義 

［知识责任］熊倉武 著 

 

 

［正题名］新しい農業への課題 

［第一责任人］福島要一著 

［出版者］三一書房 



［出版日期］1948.9 

［知识责任］福島要一 著 

 

 

［正题名］松川事件はクリスチャンにとって何を意味するか 

［第一责任人］村田大造著 

［出版者］キリスト神の教会 

［出版日期］1954.3 

［知识责任］村田大造 著 

 

 

［正题名］道理の感覺 

［第一责任人］天野貞祐著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937.7 

［知识责任］天野貞祐 著 

 

 

［正题名］ヴァルガの自己批判によせて 

［第一责任人］ヴァルガ著 

［出版地不详］ 

［出版者］世界経済研究所 

［出版日期］1949.4 

［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 

［附注内容］印刷を以て謄寫に代る 

［知识责任］Varga 著 

 

 

［正题名］荘子講義 

［第一责任人］鈴木貞治郎講述 

［出版者］興文社 

［出版日期］1893.6 

［丛编题名］少年叢書漢文学講義 

［丛编题名］ショウネン ソウショ カンブンガク コウギ 14 編 

［附注内容］和装 

［知识责任］鈴木貞治郎 著 

 

 

［正题名］正法眼藏の哲學私觀 

［第一责任人］田邊元著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1939.5 

［知识责任］田辺元 著 



 

 

［正题名］レーニン傳 

［第一责任人］ソ同盟共産黨中央委員會所屬マルクス·エンゲルス·レーニン研究所レー

ニン傳特別委員會編 

［出版地不明］ 

［出版者］國立出版所 

［出版日期］1945 

［知识责任］ソ同盟共産黨中央委員會所屬マルクス·エンゲルス·レーニン研究所レーニ

ン傳特別委員會 編 

 

 

［正题名］共産主義への 50 の疑問 

［第一责任人］理論社編集部編 

［出版者］理論社 

［出版日期］1951.10 

［知识责任］理論社編集部 編 

 

 

［正题名］琉球の歴史 

［第一责任人］東恩納寛惇著 

［出版者］至文堂 

［出版日期］1957.8 

［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］東恩納寛惇 著 

 

 

［正题名］國寶建造物寶物目録 

［第一责任人］黒板勝美編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.7 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］行政法 

［第一责任人］美濃部達吉著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.12 

［丛编题名］岩波全書 

［丛编题名］イワナミ ゼンショ 3 

［知识责任］美濃部達吉 著 

 

 



［正题名］日本歴史概説 

［第一责任人］藤間生大 ，林基，松木新八郎著 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1955.11 

［附注内容］参考文献：p319-223 

［知识责任］藤間生大 著 

［知识责任］松本新八郎 著 

［知识责任］林基 著 

 

 

［正题名］民族の問題 

［第一责任人］高田保馬著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1935 

［知识责任］高田保馬 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.9 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.1 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.7 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.5 

［知识责任］河上肇 著 

 



 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.9 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.8 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.3 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.1 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.6 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.6 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 



［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.5 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.2 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.2 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1984.11 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.3 

［知识责任］河上肇 著 

 

 

［正题名］河上肇全集 

［第一责任人］河上肇著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.4 

［知识责任］河上肇 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］1935.7 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1169-1170 

［知识责任］Tolstoy 著 

［次知识责任］中村白葉 譯 

 

 

［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］1929.3 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 398-399 

［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］戀愛と結婚 

［第一责任人］エレン·ケイ著 

［译者］原田實訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1930.8 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 666-667 

［附注内容］Lifslinjer / Ellen Key の前半を英訳したものの重訳 

［知识责任］Key 著 

［次知识责任］原田実 訳 

 

 

［正题名］ドイツ史 

［第一责任人］フランツ·メエリング著 

［译者］栗原佑訳 

［出版者］改造社 

［出版日期］1936.8 

［丛编题名］改造文庫第九十七篇 第 1 部 

［主题词］ドイツ/歴史 

［知识责任］Mehring 著 

［次知识责任］栗原佑 訳 

 

 



［正题名］革命議会における教育計画 

［第一责任人］コンドルセ［著］ 

［译者］渡辺誠訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1949.1 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 3794ー3795 

［主题词］教育計画/フランス 

［主题词］教育哲学 

［知识责任］Condorcet 著 

［次知识责任］渡辺誠 訳 

 

 

［正题名］カインの末裔 

［正题名］クララの出家 

［第一责任人］有島武郎作 

［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 2486 

［知识责任］有島武郎 作 

 

 

［正题名］文學史の方法 

［第一责任人］テエヌ著 

［译者］瀬沼茂樹譯 

［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 827 

［知识责任］Taine 著 

［次知识责任］瀬沼茂樹 譯 

 

 

［正题名］政治問答 

［第一责任人］ランケ著 

［译者］相原信作譯 

［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 2633 

［附注内容］Politisches Gespr◆U00E4◆ch.の翻訳 

［知识责任］Ranke 著 

［次知识责任］相原信作 譯 



 

 

［正题名］強國論 

［第一责任人］ランケ著 

［译者］相原信作譯 

［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 2190 

［主题词］ヨーロッパ/歴史/近世 

［知识责任］Ranke 著 

［次知识责任］相原信作 譯 

 

 

［正题名］ドイツ国民に告ぐ f フィヒテ述 

［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ー267a 

［知识责任］Fichte 述 

［次知识责任］大津康 譯 

 

 

［正题名］狂人日記 

［第一责任人］ゴーゴリ作 

［译者］平井肇譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937.6 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1505 

［知识责任］GogolˊNikolaǐ Vasilˊevich 

［次知识责任］平井肇 譯 

 

 

［正题名］あだ花 

［第一责任人］モーパッサン作 

［译者］杉捷夫譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.2 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1607 

［知识责任］Maupassant 作 

［次知识责任］杉捷夫 譯 



 

 

［正题名］風来山人集 

［第一责任人］中村幸彦校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.8 

［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 55 

［知识责任］中村幸彦 校注 

 

 

［正题名］石門心學 

［第一责任人］柴田実校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1971.2 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 42 

［附注内容］参考文献：p517-519 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］心学 

［知识责任］柴田実 校注 

 

 

［正题名］中世近世歌謡集 

［第一责任人］新間進一，志田延義，浅野建二校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.1 

［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 44 

［主题词］歌謡 

［知识责任］新間進一 校注 

［知识责任］志田延義 校注 

［知识责任］浅野建二 校注 

 

 

［正题名］近松浄瑠璃集 

［第一责任人］守隋憲治，大久保忠國校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.8 

［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 50 

［主题词］浄瑠璃 

［知识责任］守隋憲治 校注 



［知识责任］大久保忠國 校注 

 

 

［正题名］近松浄瑠璃集 

［第一责任人］重友毅校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.11 

［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 49 

［主题词］浄瑠璃 

［次知识责任］重友毅 

 

 

［正题名］蕪村集 

［正题名］一茶集 

［第一责任人］暉峻康隆，川島つゆ校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.4 

［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 58 

［附注内容］監修：高木市之助ほか 

［知识责任］暉峻康隆 校注 

［知识责任］川島つゆ 校注 

 

 

［正题名］川柳狂歌集 

［第一责任人］杉本長重，濱田義一郎校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.12 

［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 57 

［附注内容］監修：高木市之助ほか 

［知识责任］杉本長重 校注 

［知识责任］浜田義一郎 校注 

 

 

［正题名］文樂浄瑠璃集 

［第一责任人］祐田善雄校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1965.4 

［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 99 

［知识责任］祐田善雄 校注 

 



 

［正题名］上田秋成集 

［第一责任人］上田秋成［著］ 

［译者］中村幸彦校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.7 

［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 56 

［知识责任］上田秋成 著 

［次知识责任］中村幸彦 校注 

 

 

［正题名］狂言集 

［第一责任人］小山弘志校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.7 

［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 42 

［主题词］狂言 

［知识责任］小山弘志 校注 

 

 

［正题名］狂言集 

［第一责任人］小山弘志校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.10 

［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 43 

［主题词］狂言 

［知识责任］小山弘志 校注 

 

 

［正题名］浄瑠璃集 

［第一责任人］乙葉弘校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.6 

［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 51 

［知识责任］乙葉弘 校注 

 

 

［正题名］浄瑠璃集 

［第一责任人］鶴見誠校注 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1959.6 

［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 52 

［知识责任］鶴見誠 校注 

 

 

［正题名］西鶴集 

［第一责任人］麻生磯次，板坂元，堤精二校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.11 

［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 47 

［知识责任］麻生磯次 校注 

［知识责任］板坂元 校注 

［知识责任］堤精二 校注 

 

 

［正题名］西鶴集 

［第一责任人］野間光辰校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.8 

［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 48 

［知识责任］野間光辰 校注 

 

 

［正题名］歌舞伎脚本集 

［第一责任人］浦山政雄，松崎仁校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1960.2 

［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 53 

［知识责任］浦山政雄 校注 

［知识责任］松崎仁 校注 

 

 

［正题名］歌舞伎脚本集 

［第一责任人］浦山政雄，松崎仁校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1961.12 

［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 54 

［知识责任］浦山政雄 校注 

［知识责任］松崎仁 校注 



 

 

［正题名］芭蕉句集 

［第一责任人］大谷篤藏，中村俊定校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.6 

［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 45 

［主题词］俳諧 

［知识责任］大谷篤蔵 校注 

［知识责任］中村俊定 校注 

 

 

［正题名］芭蕉文集 

［第一责任人］杉浦正一郎，宫木三郎，荻野清校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1959.10 

［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 46 

［知识责任］杉浦正一郎 校注 

［知识责任］宫木三郎 校注 

［知识责任］荻野清 校注 

 

 

［正题名］寺内正毅関係文書 

［第一责任人］山本四郎編 

［出版者］京都女子大学 

［出版日期］1984.3 

［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 9 

［主题词］日本/政治/歴史/大正時代/史料 

［知识责任］山本四郎 編 

 

 

［正题名］寺内正毅日記 

［第一责任人］山本四郎編 

［出版者］京都女子大学 

［出版日期］1980.12 

［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 5 

［主题词］日本/歴史/大正時代/史料 

［知识责任］山本四郎 編 

 

 



［正题名］ロシアの革命 

［第一责任人］松田道雄著 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1970.2 

［丛编题名］世界の歴史 

［丛编题名］セカイ ノ レキシ 22 

［主题词］世界史 

［知识责任］松田道雄 著 

 

 

［正题名］西原亀三日記 

［第一责任人］山本四郎編 

［出版者］京都女子大学 

［出版日期］1983.2 

［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 8 

［知识责任］山本四郎 編 

 

 

［正题名］第二次大隈内閣関係史料 

［第一责任人］山本四郎編 

［出版者］京都女子大学 

［出版日期］1979.11 

［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 4 

［主题词］日本/政治/歴史/大正時代/史料 

［知识责任］山本四郎 著 

 

 

［正题名］歴史学における諸問題 

［第一责任人］藤間生大編著 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1956.5 

［主题词］歴史学/叢書 

［知识责任］藤間生大 編著 

 

 

［正题名］歴史哲學の諸問題 

［第一责任人］G.ジンメル著 

［译者］樺俊雄訳 

［出版者］三笠書房 

［出版日期］1939.12 

［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 2 



［主题词］歴史哲学 

［知识责任］Simmel 著 

［次知识责任］樺俊雄 訳 

 

 

［正题名］第二次世界大戦の史的分析 

［第一责任人］ハーシェル·メイヤー著 

［译者］岡田丈夫，陸井四郎共訳 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1953.4 

［主题词］世界戦争 

［知识责任］Meyer 著 

［次知识责任］岡田丈夫 訳 

［次知识责任］陸井四郎 訳 

 

 

［正题名］歴史の矛盾性 

［第一责任人］つださうきち著 

［出版者］大洋出版社 

［出版日期］1947.6 

［丛编题名］史苑叢書 

［丛编题名］シエン ソウショ 立教大学史學會編 第 2 

［主题词］歴史/論説 

［知识责任］つださうきち 著 

 

 

［正题名］史学概論 

［第一责任人］林健太郎著 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1953.5 

［丛编题名］教養全書 

［丛编题名］キョウヨウ ゼンショ 

［主题词］歴史学 

［知识责任］林健太郎 著 

 

 

［正题名］日韓関係の展開 

［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 

［出版者］有斐閣 (発売) 

［出版日期］1963.7 

［丛编题名］国際政治 

［丛编题名］コクサイ セイジ 

 



 

［正题名］アジア的生産様式 

［第一责任人］F.テーケイ著 

［译者］羽仁協子訳 

［出版者］未来社 

［出版日期］1971.11 

［主题词］アジア的生産様式 

［知识责任］T◆U0151◆keiFerenc 著 

［次知识责任］羽仁協子 訳 

 

 

［正题名］歴史認識と世界史教育 

［第一责任人］吉田悟郎著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1970.7 

［主题词］歴史教育 

［主题词］世界史/研究·指導 

［知识责任］吉田悟郎 著 

 

 

［正题名］歴史研究法 

［第一责任人］ヘーゲル原著 

［译者］渋江保訳述 

［出版者］博文館 

［出版日期］1894.7 

［丛编题名］通俗教育全書 

［丛编题名］ツウゾク キョウイク ゼンショ 第 95 編 

［知识责任］Hegel 著 

［次知识责任］渋江保 訳述 

 

 

［正题名］歴史研究法 

［第一责任人］ヘーゲル原著 

［译者］渋江保訳述 

［出版者］博文館 

［出版日期］1894.7 

［丛编题名］通俗教育全書 

［丛编题名］ツウゾク キョウイク ゼンショ 第 96 編 

［知识责任］Hegel 著 

［次知识责任］渋江保 訳述 

 

 

［正题名］歴史と文学 

［第一责任人］桑原武夫著 



［出版者］新潮社 

［出版日期］1951.12 

［主题词］文学/論説 

［知识责任］桑原武夫 著 

 

 

［正题名］歴史的現實 

［第一责任人］田邉元述 

［译者］京都帝國大學學生課著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1940.6 

［附注内容］昭和 14 年 5 月 10 日-6 月 14 日迄の京都帝国大学日本文化講義における講義

録 

［主题词］日本思想/歴史 

［知识责任］田邉元 

 

 

［正题名］フィリピン史 

［第一责任人］守川正道著 

［出版者］同朋舎 

［出版日期］1978.4 

［附注内容］参考文献：p292～302 

［主题词］フィリピン/歴史 

［知识责任］守川正道 著 

 

 

［正题名］科学としての歴史学 

［第一责任人］藤間生大編著 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1955.12 

［主题词］歴史学 

［知识责任］藤間生大 編著 

 

 

［正题名］歴史学入門 

［第一责任人］V.ゴールドン·チャイルド著 

［译者］ねずまさし訳 

［出版者］新評論社 

［出版日期］1954.12 

［附注内容］参考書：P201-205 

［主题词］歴史学 

［知识责任］Childe 著 

［次知识责任］ねずまさし 訳 

 



 

［正题名］帝国主義と民族 

［第一责任人］江口朴郎著 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1954.12 

［丛编题名］東大学術叢書 

［丛编题名］トウダイ ガクジュツ ソウショ 3 

［主题词］世界史/20 世紀 

［主题词］帝国主義 

［主题词］民族問題 

［知识责任］江口朴郎 著 

 

 

［正题名］近代日本外交史 

［第一责任人］服部之総著 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1954.2 

［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 5 

［知识责任］服部之総 

 

 

［正题名］近代日本の外交 

［第一责任人］松本重治，岡義武…［等］編著 

［译者］朝日新聞社編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1962.8 

［知识责任］松本重治 編著 

［知识责任］岡義武 編著 

［知识责任］西春彦 編著 

［知识责任］川越茂 編著 

［知识责任］加瀬俊一 編著 

 

 

［正题名］西比利亜日記 

［第一责任人］榎本武揚［著］ 

［译者］廣瀬彦太編 

［出版者］東兆書院 

［出版日期］1943.7 

［主题词］シベリア/紀行 

［知识责任］榎本武揚 著 

［次知识责任］廣瀬彦太 編 

 

 



［正题名］エミール 

［第一责任人］ルーソウ著 

［译者］内山賢次譯 

［出版者］改造社出版 

［出版日期］1929.10 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 1 部 第 18 篇 

［知识责任］Rousseau 著 

［次知识责任］内山賢次 譯 

 

 

［正题名］エミール 

［第一责任人］ルーソウ著 

［译者］内山賢次譯 

［出版者］改造社出版 

［出版日期］1931.3 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 1 部 第 19 篇 

［知识责任］Rousseau 著 

［次知识责任］内山賢次 譯 

 

 

［正题名］帝國主義論 

［第一责任人］ジェー·エー·ホブソン著 

［译者］石澤新二譯 

［出版者］改造社 

［出版日期］1930.9 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 1 部 第 64 篇 

［主题词］帝国主義 

［知识责任］Hobson 著 

［次知识责任］石澤新二 訳 

 

 

［正题名］社會進化と婦人の地位 

［第一责任人］フィリップ·ラッパボート著 

［译者］山川菊榮譯 

［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 32 篇 

［主题词］婦人問題 

［主题词］婦人/法的地位 

［知识责任］Rappaport 著 



［知识责任］山川菊栄 訳 

 

 

［正题名］日本商業史 

［第一责任人］横井時冬著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1929.5 

［丛编题名］改造文庫 

［丛编题名］カイゾウ ブンコ 第 1 部 第 25 篇 

［主题词］日本/商業/歴史 

［知识责任］横井時冬 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］1927.12 

［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］1927.11 

［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］1928.9 

［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］1928.8 



［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］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］1928.5 

［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］1928.2 

［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］寺内正毅内閣関係史料 

［第一责任人］山本四郎編 

［出版者］京都女子大学 

［出版日期］1985.3 

［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 10 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代/史料 

［知识责任］山本四郎 編 

 

 

［正题名］寺内正毅内閣関係史料 

［第一责任人］山本四郎編 

［出版者］京都女子大学 

［出版日期］1985.3 

［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 10 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代/史料 

［知识责任］山本四郎 編 

 

 

［正题名］日本の思想家 



［第一责任人］奈良本辰也編 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1954.7 

［丛编题名］毎日ライブラリー 

［丛编题名］マイニチ ライブラリー 

［主题词］日本思想/歴史 

［知识责任］奈良本辰也 編 

 

 

［正题名］朱印船と日本町 

［第一责任人］岩生成一著 

［出版者］至文堂 

［出版日期］1962.12 

［丛编题名］日本歴史新書 

［丛编题名］ニホン レキシ シンショ 

［附注内容］参考文献：p210-215 

［主题词］朱印船 

［知识责任］岩生成一 著 

 

 

［正题名］らくがき史 

［第一责任人］李家正文著 

［出版者］實業之日本社 

［出版日期］1950.3 

［主题词］落書 

［知识责任］李家正文 著 

 

 

［正题名］紀元節 

［第一责任人］歴史教育者協議会著 

［出版者］淡路書房新社 

［出版日期］1958.2 

［丛编题名］日本の祝祭日 

［丛编题名］ニホン ノ シュクサイジツ I 

 

 

［正题名］防長回天史 

［第一责任人］末松謙澄著 

［出版者］末松春彦 

［出版日期］1921.3 

［主题词］明治維新 

［知识责任］末松謙澄 著 

 

 



［正题名］防長回天史 

［第一责任人］末松謙澄著 

［出版者］末松春彦 

［出版日期］1921.3 

［主题词］明治維新 

［知识责任］末松謙澄 著 

 

 

［正题名］防長回天史 

［第一责任人］末松謙澄著 

［出版者］末松春彦 

［出版日期］1921.3 

［主题词］明治維新 

［知识责任］末松謙澄 著 

 

 

［正题名］防長回天史 

［第一责任人］末松謙澄著 

［出版者］末松春彦 

［出版日期］1921.3 

［主题词］明治維新 

［知识责任］末松謙澄 著 

 

 

［正题名］防長回天史 

［第一责任人］末松謙澄著 

［出版者］末松春彦 

［出版日期］1921.3 

［主题词］明治維新 

［知识责任］末松謙澄 著 

 

 

［正题名］防長回天史 

［第一责任人］末松謙澄著 

［出版者］末松春彦 

［出版日期］1921.3 

［主题词］明治維新 

［知识责任］末松謙澄 著 

 

 

［正题名］防長回天史 

［第一责任人］末松謙澄著 

［出版者］末松春彦 

［出版日期］1921.3 



［主题词］明治維新 

［知识责任］末松謙澄 著 

 

 

［正题名］防長回天史 

［第一责任人］末松謙澄著 

［出版者］末松春彦 

［出版日期］1921.3 

［主题词］明治維新 

［知识责任］末松謙澄 著 

 

 

［正题名］防長回天史 

［第一责任人］末松謙澄著 

［出版者］末松春彦 

［出版日期］1921.3 

［主题词］明治維新 

［知识责任］末松謙澄 著 

 

 

［正题名］防長回天史 

［第一责任人］末松謙澄著 

［出版者］末松春彦 

［出版日期］1921.3 

［主题词］明治維新 

［知识责任］末松謙澄 著 

 

 

［正题名］防長回天史 

［第一责任人］末松謙澄著 

［出版者］末松春彦 

［出版日期］1921.3 

［主题词］明治維新 

［知识责任］末松謙澄 著 

 

 

［正题名］防長回天史 

［第一责任人］末松謙澄著 

［出版者］末松春彦 

［出版日期］1921.3 

［主题词］明治維新 

［知识责任］末松謙澄 著 

 

 



［正题名］原六郎翁伝 

［第一责任人］原邦造著 

［出版者］原邦造 

［出版日期］1937.11 

［附注内容］原六郎翁年譜：巻巻頭 

［知识责任］原邦造 著 

 

 

［正题名］原六郎翁伝 

［第一责任人］原邦造著 

［出版者］原邦造 

［出版日期］1937.11 

［附注内容］原六郎翁年譜：巻巻頭 

［知识责任］原邦造 著 

 

 

［正题名］長州藩明治維新史研究 

［第一责任人］小林茂著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1968.7 

［主题词］長州藩 

［主题词］明治維新 

［知识责任］小林茂 著 

 

 

［正题名］原六郎翁伝 

［第一责任人］原邦造著 

［出版者］原邦造 

［出版日期］1937.11 

［附注内容］原六郎翁年譜：巻巻頭 

［知识责任］原邦造 著 

 

 

［正题名］日本近代国家の成立と革命情勢 

［第一责任人］依田憙家著 

［出版者］八木書店 

［出版日期］1971.5 

［丛编题名］日本史研究叢書 

［丛编题名］ニホンシ ケンキュウ ソウショ 

［附注内容］折り込み別表「大野郡石高·金納高一覧(大野郡史による)」(1 枚)あり 

［主题词］日本/歴史/明治時代 

［知识责任］依田憙家 著 

 

 



［正题名］近世日本思想史研究 

［第一责任人］奈良本辰也編 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1965.2 

［主题词］日本思想 

［知识责任］奈良本辰也 編 

 

 

［正题名］日本史の虚像と実像 

［第一责任人］和歌森太郎著 

［出版者］毎日新聞社 

［出版日期］1972.9 

［主题词］日本/歴史/古代 

［主题词］日本/歴史/中世 

［知识责任］和歌森太郎 著 

 

 

［正题名］狩野亨吉遺文集 

［第一责任人］狩野亨吉［著］ 

［译者］安倍能成編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.11 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］年譜：207-212 

［知识责任］狩野亨吉 著 

［次知识责任］安倍能成 編 

 

 

［正题名］明智光秀 

［第一责任人］高柳光寿著 

［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 1 

［附注内容］略年譜：p290-299 

［知识责任］高柳光寿 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］1965.10 

［丛编题名］岩波新書 



［丛编题名］イワナミ シンショ 青-574 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］世界の歴史 

［第一责任人］江口朴郎編 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1962.1 

［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］1963.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-500a 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］世界の歴史 

［第一责任人］村濑興雄編 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1962.2 

［正题名］民主主義政治講話 

［第一责任人］吉野作造著 

［出版者］新紀元社 

［出版日期］1948.11 

［丛编题名］吉野作造博士民主主義論集 

［丛编题名］ヨシノ サクゾウ ハクシ ミンシュ シュギ ロンシュウ 吉野作造著 第 2 卷 

［主题词］民主主義 

［知识责任］吉野作造 著 

 

 

［正题名］日華国交論 

［第一责任人］吉野作造著 

［出版者］新紀元社 

［出版日期］1948.11 

［丛编题名］吉野作造博士民主主義論集 

［丛编题名］ヨシノ サクゾウ ハクシ ミンシュ シュギ ロンシュウ 吉野作造著 6 

［知识责任］吉野作造 著 

 

 

［正题名］中國革命史論 

［第一责任人］吉野作造著 



［出版者］新紀元社 

［出版日期］1948.11 

［丛编题名］吉野作造博士民主主義論集 

［丛编题名］ヨシノ サクゾウ ハクシ ミンシュ シュギ ロンシュウ 吉野作造著 7 

［附注内容］书号 R0006874 为第一版 

［知识责任］吉野作造 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］1962.9 

［主题词］日本思想/歴史/明治以後 

 

 

［正题名］日本現代史 

［第一责任人］ソ連邦科学ァカデシ-東洋学研究所編 

［译者］林基訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1960.5 

［次知识责任］林基 訳 

 

 

［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］1968.11 

［附注内容］近時政論考，予算論，行政時言，原政及国際論，主権原論，東京電報 

［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］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］1969.4 

［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］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］1969.9 

［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］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］1970.3 

［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］ドン·ロドリゴ日本見聞録 

［正题名］ビスカイノ金銀島探検報告 

［第一责任人］村上直次郎譯註 

［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］村上直次郎 譯註 

 

 

［正题名］シーボルト日本交通貿易史 

［第一责任人］呉秀三譯註 

［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］呉秀三 譯註 

 

 

［正题名］明治文化研究 



［第一责任人］吉野作造著 

［出版者］新紀元社 

［出版日期］1948.11 

［丛编题名］吉野作造博士民主主義論集 

［丛编题名］ヨシノ サクゾウ ハクシ ミンシュ シュギ ロンシュウ 吉野作造著 8 

［知识责任］吉野作造 著 

 

 

［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］Marx 著 

［次知识责任］高畠素之 訳 

 

 

［正题名］日本庶民生活史料集成 

［第一责任人］谷川健一編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1970.10 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/風俗/習慣 

［知识责任］谷川健一 編 

 

 

［正题名］日本庶民生活史料集成 

［第一责任人］谷川健一編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1970.10 

［附注内容］子書誌あり 

［主题词］日本/風俗/習慣 

［知识责任］谷川健一 編 

 

 

［正题名］帝國主義研究 

［第一责任人］矢内原忠雄著 

［出版者］白日書院 

［出版日期］1948.4 

［主题词］人口問題 

［主题词］帝国主義 

［知识责任］矢内原忠雄 著 

 



 

［正题名］日本戰爭經濟の崩壞 

［第一责任人］アメリカ合衆國戰略爆撃調査團編 

［译者］正木千冬譯 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1950.6 

［主题词］日本/経済/歴史/昭和時代 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/経済 

［次知识责任］正木千冬 譯 

 

 

［正题名］昭和史の原点 

［第一责任人］中野雅夫著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1972.7 

［附注内容］子書誌有り 

［附注内容］関係略年表：p.286-293 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］中野雅夫 著 

 

 

［正题名］日本帝国主義史論 

［第一责任人］江口圭一著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1975.10 

［附注内容］此书号 R0003399 为 1995 年 8 月第 5 刷 

［主题词］満州事変 

［主题词］帝国主義 

［知识责任］江口圭一 著 

 

 

［正题名］軍閥興亡史 

［第一责任人］伊藤正徳著 

［出版者］文藝春秋新社 

［出版日期］1959.7 

［知识责任］伊藤正徳 著 

 

 

［正题名］米内光政 

［第一责任人］実松譲著 

［出版者］光人社 

［出版日期］1971.11 

［附注内容］米内光政の肖像あり 

［知识责任］実松譲 著 



 

 

［正题名］昭和憲兵史 

［第一责任人］大谷敬二郎著 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1966.4 

［主题词］憲兵 

［主题词］日本/政治/歴史/昭和時代 

［知识责任］大谷敬二郎 著 

 

 

［正题名］西園寺公と政局 

［第一责任人］原田熊雄述 

［译者］近衛泰子筆記 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.8 

［知识责任］原田熊雄 述 

［次知识责任］近衛泰子 筆記 

 

 

［正题名］日中全面戦争 

［第一责任人］藤原彰著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1982.10 

［附注内容］年表：p346-349 

［丛编题名］昭和の歴史 

［丛编题名］ショウワ ノ レキシ 5 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［主题词］日中戦争 

［主题词］日本/歴史/大正時代 

［知识责任］藤原彰 著 

 

 

［正题名］徳川義親の十五年戦争 

［第一责任人］小田部雄次著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1988.6 

［附注内容］文献：p212-218 

［知识责任］小田部雄次 著 

 

 

［正题名］眞相箱 

［第一责任人］聯合國最高司令部民間情報教育局編 

［出版者］コズモ出版社 



［出版日期］1946.8 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］聯合国最高司令部民間情報教育局 編 

 

 

［正题名］原爆の子 

［第一责任人］長田新編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.6 

［主题词］原子爆弾 

［知识责任］長田新 編 

 

 

［正题名］批判日本現代史 

［第一责任人］ねづ·まさし著 

［出版者］日本評論新社 

［出版日期］1958 

［附注内容］付：日露戦争直後の日比谷焼打事件 (p289-304) 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］ねずまさし 著 

 

 

［正题名］もうひとつの満洲 

［第一责任人］澤地久枝著 

［出版者］文藝春秋 

［出版日期］1982.6 

［丛编题名］書下ろしノンフィクション 

［丛编题名］カキオロシ ノンフィクション 

［附注内容］文芸春秋 60 周年記念 

［主题词］満州 

［知识责任］澤地久枝 著 

 

 

［正题名］西園寺公と政局 

［第一责任人］原田熊雄述 

［译者］近衛泰子筆記 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.6 

［知识责任］原田熊雄 述 

［次知识责任］近衛泰子 筆記 

 

 

［正题名］下伊那青年運動史 

［第一责任人］長野県下伊那郡青年団史編纂委員会編 



［出版者］国土社 

［出版日期］1960.7 

［附注内容］下伊那郡青年団の五十年年表：p245-279 

［主题词］青年団 

 

 

［正题名］日本共産党 スパイ M 

［第一责任人］小林俊一，鈴木隆一著 

［出版者］徳間書店 

［出版日期］1980.5 

［附注内容］出版年はあとがきによる 

［主题词］スパイ 

［主题词］日本共産党 

［知识责任］小林峻一 著 

［知识责任］鈴木隆一 著 

 

 

［正题名］侵略 

［第一责任人］中国帰還者連絡会，新読書社編集部編 

［出版者］新読書社 

［出版日期］1958.8 

［主题词］日中戦争 

［主题词］戦争犯罪 

 

 

［正题名］日本右翼の研究 

［第一责任人］木下半治著 

［出版者］現代評論社 

［出版日期］1977.9 

［主题词］右翼 

［主题词］ファシズム 

［知识责任］木下半治 著 

 

 

［正题名］ヅーフ日本回想録 

［正题名］フィッセル参府紀行 

［第一责任人］斎藤阿具譯註 

［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 全 13 卷 

［知识责任］斎藤阿具 譯註 

 

 



［正题名］西園寺公と政局 

［第一责任人］原田熊雄述 

［译者］近衛泰子筆記 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1950.11 

［知识责任］原田熊雄 述 

［次知识责任］近衛泰子 筆記 

 

 

［正题名］西園寺公と政局 

［第一责任人］原田熊雄述 

［译者］近衛泰子筆記 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.4 

［知识责任］原田熊雄 述 

［次知识责任］近衛泰子 筆記 

 

 

［正题名］西園寺公と政局 

［第一责任人］原田熊雄述 

［译者］近衛泰子筆記 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.6 

［知识责任］原田熊雄 述 

［次知识责任］近衛泰子 筆記 

 

 

［正题名］西園寺公と政局 

［第一责任人］原田熊雄述 

［译者］近衛泰子筆記 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.9 

［知识责任］原田熊雄 述 

［次知识责任］近衛泰子 筆記 

 

 

［正题名］西園寺公と政局 

［第一责任人］原田熊雄述 

［译者］近衛泰子筆記 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1951.11 

［知识责任］原田熊雄 述 

［次知识责任］近衛泰子 筆記 

 



 

［正题名］西園寺公と政局 

［第一责任人］原田熊雄述 

［译者］近衛泰子筆記 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1952.3 

［知识责任］原田熊雄 述 

［次知识责任］近衛泰子 筆記 

 

 

［正题名］本庄日記 

［第一责任人］本庄繁著 

［出版者］原書房 

［出版日期］1967.2 

［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］著者の肖像あり 

［附注内容］初版[初刷]には巻末に「満洲國普通行政區劃圖」の折込あり 

［主题词］日本/歴史/昭和時代/史料 

［知识责任］本庄繁 著 

 

 

［正题名］日露関係史 

［第一责任人］真鍋重忠著 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1978.4 

［附注内容］主要参考文献：p343-347 

［主题词］日本/外国関係/ロシア/歴史/江戸時代 

［主题词］ロシア/外国関係/日本/歴史/19 世紀 

［知识责任］真鍋重忠 著 

 

 

［正题名］十五年戦争の開幕 

［第一责任人］江口圭一著 

［出版者］小学館 

［出版日期］1982.8 

［丛编题名］昭和の歴史 

［丛编题名］ショウワ ノ レキシ 4 

［附注内容］折込み図あり 

［附注内容］年表：p346-349 

［主题词］満州事変 

［知识责任］江口圭一 著 

 

 



［正题名］国際国家への出発 

［第一责任人］松尾尊兊著 

［出版者］集英社 

［出版日期］1993.2 

［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：p336-343 

［附注内容］参考文献：p332-334 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］松尾尊兊 

［知识责任］児玉幸多 

［知识责任］林屋辰三郎 

［知识责任］永原慶二 

 

 

［正题名］「従軍慰安婦」問題と性暴力 

［第一责任人］鈴木裕子著 

［出版者］未來社 

［出版日期］1993.10 

［主题词］慰安婦 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］慰安婦 

［知识责任］鈴木裕子 著 

 

 

［正题名］証言·日中アヘン戦争 

［第一责任人］江口圭一編 

［译者］及川勝三，丹羽郁也［著］ 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1991.8 

［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 No. 215 

［主题词］日中戦争 

［主题词］阿片 

［知识责任］江口圭一 

［次知识责任］及川勝三 

［次知识责任］丹羽郁也 

 

 

［正题名］徹底検証·昭和天皇「独白録」 

［第一责任人］藤原彰 …［ほか］ 著 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1991.3 



［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］藤原彰 著 

［知识责任］粟屋憲太郎 著 

［知识责任］吉田裕 著 

［知识责任］山田朗 著 

 

 

［正题名］赤い王国 

［第一责任人］大橋久利著 

［出版者］河出書房新社 

［出版日期］1975.9 

［主题词］カンボジア/歴史 

［主题词］インドシナ/歴史 

［知识责任］大橋久利 著 

 

 

［正题名］もっと知りたい香港 

［第一责任人］可児弘明編 

［出版者］弘文堂 

［出版日期］1984.7 

［附注内容］付：参考文献 

［主题词］香港 

［知识责任］可兒弘明 編 

 

 

［正题名］日本占領下タイの抗日運動 

［第一责任人］市川健二郎著 

［出版者］勁草書房 

［出版日期］1987.4 

［附注内容］文献：p199-201 

［主题词］太平洋戦争 1941-1945/タイ 

［知识责任］市川健二郎 著 

 

 

［正题名］戰爭と日本經濟 

［第一责任人］シャー·リフ著 

［译者］和田勇訳 

［出版者］黄土社 

［出版日期］1946.6 

［主题词］日本/経済/歴史/昭和時代 

［主题词］戦時経済 

［知识责任］Lif 著 

［次知识责任］和田勇 訳 

 



 

［正题名］公爵山縣有朋傳 

［第一责任人］徳富猪一郎編述 

［出版者］山縣有朋公記念事業會 

［出版日期］1933.2 

［附注内容］公爵山県有朋年譜：下巻巻末 

［知识责任］徳富猪一郎 編 

 

 

［正题名］公爵山縣有朋傳 

［第一责任人］徳富猪一郎編述 

［出版者］山縣有朋公記念事業會 

［出版日期］1933.2 

［附注内容］公爵山県有朋年譜：下巻巻末 

［知识责任］徳富猪一郎 編 

 

 

［正题名］公爵山縣有朋傳 

［第一责任人］徳富猪一郎編述 

［出版者］山縣有朋公記念事業會 

［出版日期］1933.2 

［附注内容］公爵山県有朋年譜：下巻巻末 

［知识责任］徳富猪一郎 編 

 

 

［正题名］伊藤博文傳 

［第一责任人］春畝公追頌會編 

［出版者］春畝公追頌會 

［出版日期］1940.10 

［附注内容］伊藤博文の肖像あり 

［附注内容］中巻·下巻·上巻 3 版以降の発行所：統正社(東京) 

 

 

［正题名］伊藤博文傳 

［第一责任人］春畝公追頌會編 

［出版者］春畝公追頌會 

［出版日期］1940.10 

［附注内容］中巻·下巻·上巻 3 版以降の発行所：統正社(東京) 

 

 

［正题名］伊藤博文傳 

［第一责任人］春畝公追頌會編 

［出版者］春畝公追頌會 

［出版日期］1940.10 



［附注内容］中巻·下巻·上巻 3 版以降の発行所：統正社(東京) 

 

 

［正题名］公爵桂太郎傳 

［第一责任人］徳富猪一郎編 

［出版者］故桂公爵記念事業會 

［出版日期］1917.2 

［附注内容］桂家系譜·桂公年譜：坤巻巻末 

［知识责任］徳富猪一郎 編 

 

 

［正题名］公爵桂太郎傳 

［第一责任人］徳富猪一郎編 

［出版者］故桂公爵記念事業會 

［出版日期］1917.2 

［附注内容］桂家系譜·桂公年譜：坤巻巻末 

［知识责任］徳富猪一郎 編 

 

 

［正题名］田中義一傳記 

［第一责任人］高倉徹一編辑 

［出版者］田中義一伝記刊行会 

［出版日期］1958.12 

［知识责任］高倉徹一 編辑 

 

 

［正题名］ヘロドトス 歴史 

［第一责任人］青木巖譯 

［出版者］生活社 

［出版日期］1940.8 

［知识责任］青木巌 譯 

 

 

［正题名］ヘロドトス 歴史 

［第一责任人］青木巖譯 

［出版者］生活社 

［出版日期］1941.3 

［知识责任］青木巌 譯 

 

 

［正题名］秘録宇垣一成 

［第一责任人］額田坦著 

［出版者］芙蓉書房 

［出版日期］1973.6 



［附注内容］宇垣一成の肖像あり 

［附注内容］付：宇垣一成年譜 

［知识责任］額田坦 著 

 

 

［正题名］大阪朝日毎日新聞不逞記事論評 

［第一责任人］大井一哲著 

［出版者］日本社會問題研究所 

［出版日期］1929.4 

［知识责任］大井一哲 著 

 

 

［正题名］田中義一傳記 

［第一责任人］高倉徹一編辑 

［出版者］田中義一伝記刊行会 

［出版日期］1958.12 

［知识责任］高倉徹一 編辑 

 

 

［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］イン·メモリアム 

［第一责任人］テニスン作 

［译者］入江直祐譯 

［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 1037-1038 

［知识责任］Tennyson 作 

［次知识责任］入江直祐 譯 

 

 

［正题名］現代芸術の思想 

［第一责任人］岩波雄二郎編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.6 

［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 10 

［附注内容］付：参考文献 

［主题词］芸術と社会 

［主题词］社会思想 

 

 

［正题名］含雪山県公遺稿 

［第一责任人］山県有朋［著］ 

［出版者］魯庵記念財団 

［出版日期］1926.6 

［知识责任］山県有朋 著 

 

 

［正题名］日支名家印譜 

［第一责任人］下中彌三郎編輯 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.7 

［附注内容］和綴 

［知识责任］下中弥三郎 編輯 

 

 

［正题名］トゥーキューディデース歴史 

［第一责任人］青木巌譯 

［出版者］生活社 

［出版日期］1942.5 

［知识责任］青木巌 譯 

 

 

［正题名］トゥーキューディデース歴史 

［第一责任人］青木巌譯 

［出版者］生活社 

［出版日期］1943.5 

［知识责任］青木巌 譯 



 

 

［正题名］石黒忠悳懐旧九十年 

［第一责任人］石黒忠悳著 

［出版者］博文館 

［出版日期］1936.2 

［附注内容］東京博物館蔵版 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］巻末：年譜,著書目録あり 

［知识责任］石黒忠悳 著 

 

 

［正题名］續羣書類從 

［第一责任人］続群書類従完會［編］ 

［出版者］續群書類従完成會 

［出版日期］1942.4 

［編］ a4 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1942.4 a756pd19cm1 a 續群書類従 A グンショ 

ルイジュウ 1 a 補遺 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030730 

a11bR0000671d210.088e0f1v :4zxm aR0000671hR0000671 

!!JB8206 

CGRS010D250 円 

［正题名］アメリカの当面する諸問題 

［第一责任人］新時代叢書刊行會編 

［出版者］新時代叢書刊行会 

［出版者］新時代社 (発売) 

［出版日期］1951.7 

［丛编题名］新時代叢書 

［丛编题名］シンジダイ ソウショ 

［主题词］アメリカ合衆国/社会 

［主题词］アメリカ共産党 

 

 

［正题名］カール·マルクス 

［第一责任人］アンリ·ルフェーヴル著 

［译者］吉田静一訳 

［出版者］ミネルヴァ書房 

［出版日期］1960.9 

［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 22 

［主题词］共産主義 

［知识责任］Lefebvre 著 

［次知识责任］吉田静一 訳 

 



 

［正题名］武器としての笑い 

［第一责任人］飯沢匡著 

［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-991 

［主题词］笑 

［知识责任］飯沢匡 著 

 

 

［正题名］ソヴェート農業の進歩とその指導者 

［第一责任人］T·M·ホロードヌイ著 

［译者］吉譯孫兵衞譯 

［出版者］機械製作資料社 

［出版日期］1947.1 

［知识责任］Horodnja 著 

［知识责任］吉澤孫兵衞 譯 

 

 

［正题名］頼山陽 

［第一责任人］植手通有校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.10 

［丛编题名］日本思想大系 

［丛编题名］ニホン シソウ タイケイ 49 

［附注内容］月報あり 

［主题词］日本思想 

［主题词］日本政記 

［知识责任］植手通有 校注 

 

 

［正题名］田中義一傳記 

［第一责任人］高倉徹一編辑 

［出版者］田中義一伝記刊行会 

［出版日期］1958.12 

［知识责任］高倉徹一 編辑 

 

 

［正题名］天皇 

［第一责任人］児島襄著 

［出版者］文芸春秋 

［出版日期］1974.1 

［知识责任］児島襄 著 



 

 

［正题名］天皇 

［第一责任人］児島襄著 

［出版者］文芸春秋 

［出版日期］1974.3 

［知识责任］児島襄 著 

 

 

［正题名］天皇 

［第一责任人］児島襄著 

［出版者］文芸春秋 

［出版日期］1974.4 

［知识责任］児島襄 著 

 

 

［正题名］天皇 

［第一责任人］児島襄著 

［出版者］文芸春秋 

［出版日期］1974.7 

［知识责任］児島襄 著 

 

 

［正题名］天皇 

［第一责任人］児島襄著 

［出版者］文芸春秋 

［出版日期］1974.10 

［知识责任］児島襄 著 

 

 

［正题名］東西相觸れて 

［第一责任人］新渡戸稲造著 

［出版者］實業之日本社 

［出版日期］1928.11 

［知识责任］新渡戸稲造 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］Snow 著 

［次知识责任］松岡洋子 訳 

 

 

［正题名］中国哲学戦線での三回にわたる大闘争 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1973 

［正题名］プロレタリア階級の知識人を養成する道 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1969 

［附注内容］発行者: 中国国際書店 

［附注内容］『紅旗』1968 年第 3 号に掲載 

 

 

［正题名］平和に仲よくくらそう 

［第一责任人］ソビエト社会主義共和国連邦大使館広報課［訳編］ 

［出版者］ソビエト社会主義共和国連邦大使館 

［出版日期］1959.12 

［主题词］ロシア/政治/歴史 

［知识责任］ソビエト社会主義共和国連邦大使館広報課 訳編 

 

 

［正题名］パワー·エリート 

［第一责任人］C.W.ミルズ著 

［译者］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］ミルズ 著 

［次知识责任］鵜飼信成 訳 

［次知识责任］綿貫譲治 訳 

 

 

［正题名］近代 

［第一责任人］木坂順一郎編 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1978.5 

［丛编题名］有斐閣新書 

［丛编题名］ユウヒカク シンショ 日本史 9 

［知识责任］木坂順一郎 編 

 

 



［正题名］田園交響樂 

［第一责任人］アンドレ·ジイド作 

［译者］川口篤譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.4 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 887 

［知识责任］GideAndré 作 

［次知识责任］川口篤 譯 

 

 

［正题名］ヴィルヘルム·テル 

［第一责任人］シラー作 

［译者］桜井政隆訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1929.2 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 444-445 

［知识责任］Schiller 作 

［次知识责任］桜井政隆 訳 

 

 

［正题名］令嬢ユリェ 

［第一责任人］ストリントベルク作 

［译者］茅野蕭々訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1927.7 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 80 

［知识责任］Strindberg 作 

［次知识责任］茅野蕭々 訳 

 

 

［正题名］エヴァンジェリン 

［第一责任人］ロングフェロー作 

［译者］齋藤悦子譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1930.10 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 700 

［知识责任］Longfellow 作 

［知识责任］斎藤悦子 譯 

 

 



［正题名］ハルツ紀行 

［第一责任人］ハイネ作 

［译者］内藤匡訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937.6 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1059 

［知识责任］Heine 

［次知识责任］内藤匡 訳 

 

 

［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］1935.6 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1167-1168 

［知识责任］Tolstoy 著 

［次知识责任］中村白葉 譯 

 

 

［正题名］日中戦争 

［第一责任人］藤原彰，今井清一編集 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1988.7 

［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 2 

［附注内容］主要参考文献：各章末 

［主题词］日本/歴史/昭和時代 

［知识责任］藤原彰 編集 

［知识责任］今井清一 編集 

 

 

［正题名］間島パルチザンの歌 

［第一责任人］槙村浩［著］ 

［译者］貴司山治，中沢啓作編 

［出版者］新日本出版社 

［出版日期］1964.10 

［附注内容］槙村浩年譜：p197～203 

［知识责任］槙村浩 著 

［次知识责任］貴司山治 編 

［次知识责任］中沢啓作 編 

 



 

［正题名］陶庵公 

［第一责任人］竹越与三郎著 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1930 

［附注内容］西園寺公望の肖像あり 

［附注内容］西園寺公年譜：p327～340 

［知识责任］竹越與三郎 著 

 

 

［正题名］囘顧七十年 

［第一责任人］深井英五著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941.11 

［知识责任］深井英五 著 

 

 

［正题名］ドキュメント昭和天皇 

［第一责任人］田中伸尚著 

［出版者］緑風出版 

［出版日期］1993.3 

［附注内容］参考文献一覧：p. 488-505 

［知识责任］田中伸尚 著 

 

 

［正题名］大橋佐平翁伝 

［第一责任人］坪谷善四郎著 

［出版者］栗田出版会 

［出版日期］1974.10 

［附注内容］栗田出版販売株式会社新社屋落成記念出版 

［附注内容］博文館 昭和 7 年刊の複製 

［附注内容］大橋佐平翁年譜：p129-139 

［附注内容］附録：博文館小史 

［知识责任］坪谷善四郎 著 

 

 

［正题名］數奇傳 

［第一责任人］田岡嶺雲著 

［出版者］玄黄社 

［出版日期］1970.5 

［附注内容］記述は再版 (1912.6.20 発行) による 

［附注内容］本書に對する批評：巻末 p1-12 

［知识责任］田岡嶺雲 著 

 



 

［正题名］父·中野正剛伝 

［第一责任人］中野泰雄著 

［出版者］白木茂三郎 

［出版日期］1958.3 

［附注内容］発売所：新光閣書店 

［知识责任］中野泰雄 著 

 

 

［正题名］三野村利左衛門伝 

［第一责任人］三野村清一郎著 

［出版者］三野村合名会社 

［出版日期］1973.2 

［知识责任］三野村清一郎 著 

 

 

［正题名］近代日本産業技術の西欧化 

［第一责任人］三枝博音，野崎茂，佐々木峻著 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1960.9 

［主题词］日本/産業 

［知识责任］三枝博音 著 

［知识责任］野崎茂 著 

［知识责任］佐々木峻 著 

 

 

［正题名］近代日本産業史序説 

［第一责任人］信夫清三郎著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1942.4 

［附注内容］巻末：索引 

［附注内容］奥付 

［主题词］日本/産業/歴史 

［知识责任］信夫清三郎 著 

 

 

［正题名］日本近代産業の生成 

［第一责任人］藤田五郎著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1948.1 

［知识责任］藤田五郎 著 

 

 

［正题名］太平洋戦争史 



［第一责任人］中屋健弌訳 

［出版者］高山書院 

［出版日期］1946.6 

［附注内容］連合軍総司令部民間情報教育局資料提供 

［主题词］太平洋戦争 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］中屋健弌 訳 

 

 

［正题名］東條メモ 

［第一责任人］塩原時三郎著 

［出版者］ハンドブック社 

［出版日期］1952.8 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］塩原時三郎 著 

 

 

［正题名］近衞内閣 

［第一责任人］風見章著 

［出版者］日本出版協同 

［出版日期］1951.7 

［主题词］日本/政治/歴史/現代 

［知识责任］風見章 著 

 

 

［正题名］近衛文麿 

［第一责任人］岡田丈夫著 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1959.5 

［知识责任］岡田丈夫 著 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1974.8 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1975.2 



［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1975.3 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1975.9 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］慶元イギリス書翰 

［第一责任人］岩生成一譯註 

［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 

［主题词］日本/外国関係/イギリス 

［知识责任］岩生成一 譯註 

 

 

［正题名］沖縄へのメッセージ 

［出版者］琉球新報社 

［出版日期］1997.2 

［主题词］沖縄県 

 

 

［正题名］破防法を弾劾する! 

［第一责任人］破防法研究会編 

［出版者］破防法研究会 

［出版日期］1984.3 

［附注内容］『破防法研究』別冊 

［主题词］破壊活動防止法 

［知识责任］破防法研究会 編 

 



 

［正题名］聖母マリヤ 

［第一责任人］植田重雄著 

［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 黄版 367 

［附注内容］主な参考文献：p210 

［主题词］聖母マリア 

［知识责任］植田重雄 著 

 

 

［正题名］先端技術のゆくえ 

［第一责任人］坂本賢三著 

［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 黄版 362 

［主题词］技術革新 

［主题词］科学技術 

［知识责任］坂本賢三 著 

 

 

［正题名］黒船異変 

［第一责任人］加藤祐三著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 13 

［附注内容］主な参考文献：p191-193 

［知识责任］加藤祐三 著 

 

 

［正题名］子どもの宇宙 

［第一责任人］河合隼雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1987.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-386 

［主题词］児童心理学 

［知识责任］河合隼雄 著 

 

 

［正题名］中国人民解放軍 



［第一责任人］平松茂雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1987.11 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-394 

［主题词］中国人民解放軍 

［知识责任］平松茂雄 著 

 

 

［正题名］模索する中国 

［第一责任人］小島朋之著 

［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 94 

［附注内容］巻末：現代中国年表(1975～1989) (14p) 

［主题词］中国/政治/行政 

［主题词］中国/政治 

［知识责任］小島朋之 著 

 

 

［正题名］ギリシア人の教育 

［第一责任人］廣川洋一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1990.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 110 

［附注内容］文献案内：191～195p 

［主题词］教育学 

［主题词］教育学/歴史 

［知识责任］廣川洋一 著 

 

 

［正题名］職業としての編集者 

［第一责任人］吉野源三郎著 

［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 65 

［主题词］編集 

［知识责任］吉野源三郎 著 

 

 

［正题名］千利休 



［第一责任人］赤瀬川原平著 

［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 104 

［附注内容］参考文献：p245-246 

［知识责任］赤瀬川原平 著 

 

 

［正题名］試験管のなかの生命 

［第一责任人］岡田節人著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1987.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-387 

［主题词］細胞 

［主题词］培養 

［知识责任］岡田節人 著 

 

 

［正题名］競馬の人類学 

［第一责任人］長島信弘著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1988.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 新赤版 17 

［附注内容］主な参考文献：p211 

［主题词］競馬 

［知识责任］長島信弘 著 

 

 

［正题名］たたかう映画 

［第一责任人］亀井文夫著 

［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 82 

［附注内容］引用参考文献：p221-224 

［附注内容］亀井文夫監督作品目録：p225-229 

［知识责任］亀井文夫 

 

 

［正题名］岩倉具視關係文書 

［第一责任人］藤井甚太郎編輯 



［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1931.3 

［主题词］明治維新 

［知识责任］藤井甚太郎 編輯 

 

 

［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 

［知识责任］井上清 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］1957.12 

［附注内容］本书附索引，附录。 

［附注内容］外務省蔵版 

［附注内容］自明治三十六年一月至明治三十六年十二月 

［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］1958.7 

［附注内容］本书附索引，附录。 

［附注内容］外務省蔵版 

［附注内容］自明治三十七年一月至明治三十七年十二月 

［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］1959.3 

［附注内容］本书附索引，附录。 

［附注内容］外務省蔵版 

［附注内容］自明治三十八年一月至明治三十八年十二月 

［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］1958.9 

［附注内容］本书附索引，附录。 

［附注内容］外務省蔵版 

［附注内容］自明治三十八年一月至明治三十八年十二月 

［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］外務省 

［出版日期］1977.3 

［主题词］日本/外国関係/歴史/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1977.11 

［主题词］日本/外国関係/歴史/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1978.3 

［主题词］日本/外国関係/歴史/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1979.12 

［主题词］日本/外国関係/歴史/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1980.8 

［主题词］日本/外国関係/歴史/史料 



 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1981.10 

［主题词］日本/外国関係/歴史/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1981.3 

［主题词］日本/外国関係/歴史/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1988.3 

［主题词］日本/外国関係/歴史/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1988.7 

［主题词］日本/外国関係/歴史/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1989.8 

［主题词］日本/外国関係/歴史/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1983.9 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 



［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1984.9 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1982.8 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1973.3 

［附注内容］大正期第二十六册 

［附注内容］「大正期 大正 10 年第 1 冊上巻」以降は別書誌。(BN00559497) 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1979.3 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1982.3 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1983.3 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 



［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1992.12 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］日本外交文書 

［第一责任人］外務省編纂 

［出版者］外務省 

［出版日期］1993.10 

［主题词］日本/外国関係/歴史/大正時代/史料 

 

 

［正题名］満洲事変 

［第一责任人］稲葉正夫，小林龍夫，島田俊彦編集·解説 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1965.7 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 11 

［主题词］満州事変 

［知识责任］稲葉正夫 編集·解説 

［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］大日本農政史 

［第一责任人］農商務省農務局纂訂 

［译者］農林省著 

［出版者］文芸春秋社 

［出版日期］1932.12 

［主题词］農政/日本 

 

 

［正题名］日中戦争 

［第一责任人］角田順解説 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1964.12 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 10 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］角田順 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］1965.6 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 15 

［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］国家主義運動 

［第一责任人］今井清一，高橋正衛編 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1963.5 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 4 

［主题词］日本/歴史/昭和時代/史料 

［主题词］日本/歴史/大正時代/史料 

［知识责任］今井清一 編 

［知识责任］高橋正衛 編 

 

 

［正题名］関東大震災と朝鮮人 

［第一责任人］姜徳相，琴秉洞編 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1963.10 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 6 

［附注内容］関東大震災関係文献目録：p633-646 

［主题词］関東大震災 

［主题词］日本/歴史/昭和時代/史料 

［主题词］日本/歴史/大正時代/史料 

［知识责任］姜徳相 編 

［知识责任］琴秉洞 編 

 

 

［正题名］国家主義運動 

［第一责任人］高橋正衛編 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1964.1 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 5 

［主题词］日本/歴史/昭和時代/史料 

［主题词］日本/歴史/大正時代/史料 



［知识责任］高橋正衛 編 

 

 

［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］1964.11 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 14 

［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］日中戦争 

［第一责任人］稲葉正夫，島田俊彦編集·解説 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1964.7 

［丛编题名］現代史資料 

［丛编题名］ゲンダイシ シリョウ 8 

［主题词］日中戦争 

［知识责任］稲葉正夫 編集·解説 

［知识责任］島田俊彦 編集·解説 

 

 

［正题名］原敬全集 

［第一责任人］田中朝吉編纂 

［出版者］原敬全集刊行会 

［出版日期］1929.7 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代/史料 

［主题词］日本/政治/歴史/大正時代/史料 

［知识责任］田中朝吉 編纂 

 

 

［正题名］原敬全集 

［第一责任人］田中朝吉編纂 

［出版者］原敬全集刊行会 

［出版日期］1929.7 

［主题词］日本/政治/歴史/明治時代/史料 

［主题词］日本/政治/歴史/大正時代/史料 

［知识责任］田中朝吉 編纂 

 

 

［正题名］燃えよ但馬 

［第一责任人］久保井規夫著 



［出版地不详］ 

［出版者］教育労働出版会 

［出版日期］1975.1 

［附注内容］八鹿高校教育差別事件の事実経過：p162-175 

［知识责任］久保井規夫 著 

 

 

［正题名］社会主義経済のいくつかの理論問題について 

［第一责任人］金日成［著］ 

［译者］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］1969.3 

［附注内容］金日成の肖像あり 

［附注内容］科学、教育部門の活動家たちが提起した質問にたいする回答 (1969 年 3 月 1

日) 

［知识责任］金日成 著 

［知识责任］在日本朝鮮人総聯合会中央常任委員会 編 

 

 

［正题名］土佐藩憲政思想成立史 

［第一责任人］高橋信司著 

［出版者］高知市立市民図書館 

［出版日期］1958.5 

［知识责任］高橋信司 著 

 

 

［正题名］ある自由民権運動者の生涯 

［第一责任人］崎山信義著 

［出版者］高知県文教協会 

［出版日期］1960.2 

［附注内容］著者の読みは確定せず 

［主题词］開拓/北海道 

［知识责任］崎山信義 著 

 

 

［正题名］三條家文書 

［第一责任人］早川純三郎編輯 

［译者］日本史籍協會編 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1916.9 

［知识责任］早川純三郎 編輯 

 

 

［正题名］日本現代史大系 



［第一责任人］守屋典郎著 

［出版者］東洋経済新報社 

［出版日期］1961.5 

［知识责任］守屋典郎 著 

 

 

［正题名］神祇史大系 

［第一责任人］宮地直一著 

［出版者］明治書院 

［出版日期］1943.5 

［附注内容］折り込図 4 枚 

［知识责任］宮地直一 著 

 

 

［正题名］大日本帝國全圖 

［第一责任人］服部敬一著 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］帙入り 

［知识责任］服部敬一 著 

 

 

［正题名］法制史の研究 

［第一责任人］三浦周行著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1943.9 

［丛编题名］三浦周行博士著作集 

［丛编题名］ミウラ ヒロユキ ハクシ チョサクシュウ 

［知识责任］三浦周行 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］1958.5 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 

［主题词］原爆 

［知识责任］五味川純平 著 

 

 

［正题名］整風文献 

［出版地不明］ 



［出版者］［出版者不明］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］参考資料 

 

 

［正题名］波山記事 

［第一责任人］早川純三郎編輯 

［译者］日本史籍協會編 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1918.4 

［知识责任］早川純三郎 編輯 

 

 

［正题名］鄧小平文選 

［第一责任人］中共中央マルクス·エンゲルス·レーニン·スターリン著作編訳局訳 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1984 

［附注内容］著者の肖像あり 

［附注内容］原典は 1983 年 7 月，北京人民出版社刊行 

［主题词］共産主義/中国 1949- 中華人民共和国 

［知识责任］邓小平 著 

 

 

［正题名］日本農耕文化の起原 

［第一责任人］森本六爾著 

［出版者］葦牙書房 

［出版日期］1946.9 

［附注内容］森本六爾編著作書目：p.302-303 

［知识责任］森本六爾 著 

 

 

［正题名］生ける屍の記 

［第一责任人］沖野亦男著 

［出版者］東方書房 

［出版日期］1946.10 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］沖野亦男 

 

 

［正题名］水野清一博士追憶集 

［第一责任人］日比野丈夫編 

［出版者］「水野清一博士追憶集」刊行会 

［出版日期］1973.5 

［附注内容］水野清一博士略年譜：p169-174 



［知识责任］日比野丈夫 編 

 

 

［正题名］人民戦争の勝利万歳 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1967 

［附注内容］1965 年 9 月 3 日付「人民日報」に掲載された論文 

［附注内容］発行者: 中国国際書店 

 

 

［正题名］党の総路線と毛沢東の軍事思想の赤旗を高くかかげて勇往邁進しよう 

［第一责任人］林彪［著］ 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1959.12 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］林彪 著 

 

 

［正题名］近代日本をどうみるか 

［第一责任人］直木孝次郎，中塚明編 

［出版者］塙書房 

［出版日期］1968 .2 

［丛编题名］塙新書 

［丛编题名］ハナワ シンショ 14 

［知识责任］直木孝次郎 編 

［知识责任］中塚明 編 

 

 

［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］1939.11 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1939.11 a519-990pd19cm1 a 續群書類従 A グ

ンショ ルイジュウ 1 a 和歌部 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030807 

a11bR0009168d210.088e0f1v :14(2)zxm aR0009168hR0009168 

!!JB8321 

［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］1941.8 

［編］ a6 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1941.8 a494pd19cm1 a 續群書類従 A グンショ 

ルイジュウ 1 a 合戰部 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030807 



a11bR0009167d210.088e0f1v :23(1)zxm aR0009167hR0009167 

!!JB8322 

［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］1940.12 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1940.12 a512pd19cm1 a 續群書類従 A グンシ

ョ ルイジュウ 1 a 系圖部 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030807 

a11bR0009166d210.088e0f1v :7(1)zxm aR0009166hR0009166 

!!JB8323 

［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］1942.4 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1942.4 a558pd19cm1 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 2aCNbCASS11c20030807 

a11bR0009165d210.088e0f1v :32(1)zxm aR0009165hR0009165 

!!JB8324 

［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］1943.5 

［編］ a3 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1943.5 a516pd19cm1 a 續群書類従 A グンショ 

ルイジュウ 1 a 合戰部 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030807 

a11bR0009163d210.088e0f1v :20(1)zxm aR0009163hR0009163 

!!JB8325 

［正题名］續羣書類從 

［第一责任人］続群書類従完會［編］ 

［出版者］續群書類従完成會 

［出版日期］1942.1 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1942.1 a392pd19cm1 a 續群書類従 A グンショ 

ルイジュウ 1 a 傅部 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030807 

a11bR0009164d210.088e0f1v :8(1)zxm aR0009164hR0009164 

!!JB8326 

［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］1941.9 

［編］ a6 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1941.9 a634pd19cm1 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 2aCNbCASS11c20030807 

a11bR0009162d210.088e0f1v :33(1)zxm aR0009162hR0009162 

!!JB8327 

［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］1939.7 

［編］ a6 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1939.7 a460pd19cm1 a 續群書類従 A グンショ 

ルイジュウ 1 a 系圖部 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030807 

a11bR0009161d210.088e0f1v :7(2)zxm aR0009161hR0009161 

!!JB8328 

［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］1941.6 

［編］ a6 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1941.6 a638pd19cm1 a 續群書類従 A グンショ 

ルイジュウ 1 a 文筆部 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030807 

a11bR0009173d210.088e0f1v :13(1)zxm aR0009173hR0009173 

!!JB8329 

［正题名］續羣書類從 

［第一责任人］続群書類従完會［編］ 

［出版者］續群書類従完成會 

［出版日期］1942.3 

［編］ a4 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1942.3 a626pd19cm1 a 續群書類従 A グンショ 

ルイジュウ 1 a 補遺 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030730 

a11bR0009172d210.088e0f1v :3zxm aR0009172hR0009172 

!!JB8330 

［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］1943.4 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1943.4 a530pd19cm1 a 續群書類従 A グンショ 

ルイジュウ 1 a 譯家部 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030807 

a11bR0009171d210.088e0f1v :28(1)zxm aR0009171hR0009171 

!!JB8331 

［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］1942.1 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1942.1 a494pd19cm1 a 續群書類従 A グンショ 



ルイジュウ 1 a 譯家部 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030807 

a11bR0009170d210.088e0f1v :28(2)zxm aR0009170hR0009170 

!!JB8332 

CGRS010D1 円 10 錢 

［正题名］労働統計要覧 

［第一责任人］内閣統計局［編］ 

［出版者］内閣統計局 

［出版日期］1932.9 

［編］ a 東京 c 内閣統計局 d1932.9 a342pc 圖 d22cm a366.059v302a 内閣統計局 A ナイ

カ ク ト ウ ケ イ キ ョ ク 4 編  0aJPbNIIc19951020 2aCNbCASS11c20030807 

a11bR0002235d366.059e3f1v :7zxm aR0002235hR0002235 

!!JB8333 

CGRS010D1 円 50 錢 

［正题名］労働統計要覧 

［第一责任人］内閣統計局［編］ 

［出版者］内閣統計局 

［出版日期］1930.9 

［編］ a 東京 c 内閣統計局 d1930.9 a441pc 圖 d22cm a366.059v302a 内閣統計局 A ナイ

カ ク ト ウ ケ イ キ ョ ク 4 編  0aJPbNIIc19951020 2aCNbCASS11c20030807 

a11bR0002234d366.059e3f1v :5zxm aR0002234hR0002234 

!!JB8334 

CGRS010D 金 1 円 30 錢 

［正题名］労働統計要覧 

［第一责任人］内閣統計局［編］ 

［出版者］内閣統計局 

［出版日期］1927.3 

［編］ a 東京 c 内閣統計局 d1927.3 a301pc 圖 d22cm a366.059v302a 内閣統計局 A ナイ

カ ク ト ウ ケ イ キ ョ ク 4 編  0aJPbNIIc19951020 2aCNbCASS11c20030807 

a11bR0002238d366.059e3f1v :2zxm aR0002238hR0002238 

!!JB8335 

CGRS010D 金 1 円 50 錢 

［正题名］労働統計要覧 

［第一责任人］内閣統計局［編］ 

［出版者］内閣統計局 

［出版日期］1936.6 

［編］ a 東京 c 内閣統計局 d1936.6 a179pc 圖 d22cm a366.059v302a 内閣統計局 A ナイ

カ ク ト ウ ケ イ キ ョ ク 4 編  0aJPbNIIc19951020 2aCNbCASS11c20030807 

a11bR0002227d366.059e4f1v :15zxm aR0002227hR0002227 

!!JB8336 

CGRS010D 金 1 円 80 錢 

［正题名］労働統計要覧 

［第一责任人］内閣統計局［編］ 

［出版者］内閣統計局 



［出版日期］1929.3 

［編］ a 東京 c 内閣統計局 d1929.3 a399pc 圖 d22cm a366.059v302a 内閣統計局 A ナイ

カ ク ト ウ ケ イ キ ョ ク 4 編  0aJPbNIIc19951020 2aCNbCASS11c20030807 

a11bR0002236d366.059e3f1v :4zxm aR0002236hR0002236 

!!JB8337 

［正题名］全国国会開設元老院建白書集成 

［第一责任人］原口敬明編著 

［出版者］明治史料研究連絡会 

［出版日期］1956.5 

［丛编题名］明治史料 第二集 

［知识责任］原口敬明 編著 

 

 

［正题名］基本的人權は制限しラるか 

［出版者］自治勞連齣版部 

［出版者］宣傳出版部 

［出版日期］1948.12 

［丛编题名］自治勞連パンフしツト 第三集 

 

 

［正题名］運動方針書 

［第一责任人］平原裕八編集 

［译者］國铁動力車勞動組合［編］ 

［出版地不详］ 

［出版者］國铁動力車勞動組合 

［出版日期］1975.9 

［知识责任］平原裕八 編集 

 

 

［正题名］歴史及び歴史科學 

［第一责任人］羽仁五郎［著］ 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［丛编题名］學生と歷史拔刷 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］台共叛乱史 

［第一责任人］台湾民族解放統一戰線［編］ 

［出版地不详］ 

［出版者］秘密文書 

［出版日期］［19 ?］ 

［編］ a［出版地不详］c 秘密文書 d［19 ?］ a94pd18cm a222.407v302a 台湾民族解



放 統 一 戰 線 4 編  0aCNbCASS11c20030807  a11bR0009177d222.407e0f1zxm 

aR0009177hR0009177 

!!JB8342 

CGRS010D90 円 

［正题名］史論集 

［第一责任人］M·N·ポクロ｜フスキ｜［著］ 

［译者］吳雅之譯 

［出版者］希望閣 

［出版日期］1933.6 

［知识责任］ポクロ｜フスキ｜ 著 

［次知识责任］吳雅之 譯 

 

 

［正题名］赤間被告の自白 

［第一责任人］東京合同法律事務所内，松川事件資料刊行會編 

［出版者］松川事件資料刊行會 

［出版日期］1954.4 

［丛编题名］松川事件資料集 No2 

 

 

［正题名］松川事件第二審判决定全文 

［第一责任人］東京合同法律事務所内，松川事件資料刊行會編 

［出版者］松川事件資料刊行會 

［出版日期］1954.3 

［丛编题名］松川事件資料集 No3 

 

 

［正题名］左翼理論と警察 

［第一责任人］警備研究会著 

［出版者］警察圖書 

［出版日期］1953.5 

［正题名］革命得暴力と内部ゲバルト 

［第一责任人］日本革命得共産主義者同盟中央政治局編 

［出版者］新時代社 

［出版日期］1973.10 

［丛编题名］國際革命文庫 7 

 

 

［正题名］監視塔 

［第一责任人］全國税關勞動組合中央執行委員會著 

［译者］鹿地亘編 

［出版者］鳩の森書房 

［出版日期］1965.5 

［次知识责任］鹿地亘 編 



 

 

［正题名］分類總目録 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937.2 

［丛编题名］岩波文庫 

 

 

［正题名］ァメリカ黑人のたたかぃ 

［第一责任人］菊得謙一著 

［出版者］未来社 

［出版日期］1965.4 

［知识责任］菊得謙一 著 

 

 

［正题名］初戀 

［第一责任人］ツルゲェネフ著 

［译者］生田春月譯 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1937.11 

［丛编题名］新潮文庫 第 19 編 

［知识责任］ツルゲェネフ 著 

［次知识责任］生田春月 譯 

 

 

［正题名］谷地の仁王 

［第一责任人］桥诘延寿編著 

［出版者］高知県文教協會 

［出版日期］1954.8 

［知识责任］桥诘延寿 編著 

 

 

［正题名］大隈研究 

［第一责任人］渡邊幾治郎編輯 

［出版者］早稻田大學隈研究室 

［出版日期］1955.3 

［知识责任］渡邊幾治郎 編輯 

 

 

［正题名］白鳥事件上告趣意書 

［第一责任人］白鳥事件中央對筞協議會［編］ 

［出版地不详］ 

［出版者］白鳥事件中央對筞協議會 

［出版日期］1960 



［附注内容］昭和三五年（ぁ）第一三七八号 

 

 

［正题名］白鳥事件裁判記録起訴狀論告 

［第一责任人］白鳥事件中央對筞協議會［編］ 

［出版地不详］ 

［出版者］白鳥事件中央對筞協議會 

［出版日期］1960.6 

［編］ a［出版地不详］c 白鳥事件中央對筞協議會 d1960.6 a357pd27cm1 a 第一、二審

判 决  a327.609v302a 白 鳥 事 件 中 央 對 筞 協 議 會 編  0aCNbCASS11c20030807 

a11bR0009187d327.609e3f1v :1zxm aR0009187hR0009187 

!!JB8355 

［正题名］松川事件控訴審事實取調に對すゐ檢察官意見要旨（論告） 

［第一责任人］於仙台高裁［著］ 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1953.4 

［知识责任］於仙台高裁 著 

 

 

［正题名］「熊本評論」の女 

［第一责任人］石原通子著 

［出版者］東京事務局 

［出版日期］1989.7 

［丛编题名］女性史双書 第 4 

［知识责任］石原通子 著 

 

 

［正题名］山と雲 

［第一责任人］江草茂著 

［東京］ 

［出版者］［關洋紙店］ 

［出版日期］1965.12 

［知识责任］江草茂 著 

 

 

［正题名］實傳江川坦庵 

［第一责任人］户羽山瀚著 

［出版者］合資會社界屋書店 

［出版日期］1937.6 

［知识责任］户羽山瀚 著 

 

 

［正题名］社會主義の理工科系大學を創設すゐたぁに奮斗しぉら 



［出版者］外文出版社 

［出版日期］1972 

［正题名］崩れ落ちゐ戰後民主主義をニぇゐもの 

［第一责任人］中入道夫編著 

［出版者］創村社 

［出版日期］1991.11 

［知识责任］中入道夫 編著 

 

 

［正题名］むみゃぅのすみか 

［第一责任人］依田義賢著 

［出版者］駸々堂 

［出版日期］1974.4 

［知识责任］依田義賢 著 

 

 

［正题名］支那時局の真相を披瀝して我邦の識者に诉ふ 

［第一责任人］和田三郎編 

［出版者］中華民國通信社 

［出版日期］1913.6 

［知识责任］和田三郎 編 

 

 

［正题名］「プチ帝國主義」論批判 

［第一责任人］野吕榮太郎著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1949.2 

［知识责任］野吕榮太郎 著 

 

 

［正题名］シュミツトに與へた手紙 

［第一责任人］フリドリヒュンゲルス［著］ 

［译者］久留間鮫造譯 

［出版者］同人社 

［出版日期］1931.3 

［知识责任］フリドリヒュンゲルス 著 

［次知识责任］久留間鮫造 譯 

 

 

［正题名］文化厚生会館問題につぃて 

［第一责任人］藤谷俊雄編 

［出版者］部落問題研究所 

［出版日期］1966.5 

［知识责任］藤谷俊雄 編 



 

 

［正题名］南北朝鮮の对話 

［第一责任人］高山雄著 

［出版者］朝鮮事情研究会 

［出版日期］1972.11 

［知识责任］高山雄 著 

 

 

［正题名］プロレタリァ革命と背教者カゥツキ— 

［第一责任人］し--ニン［著］ 

［出版者］日本共産黨關東地方委員會 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］黨内研究教育資料 

［知识责任］し--ニン 著 

 

 

［正题名］資本制生産に先行すゐ諸形態 

［第一责任人］カ｜ル·マルクス草稿 

［译者］飯田貫一譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1949.8 

［知识责任］マルクス 草稿 

［次知识责任］飯田貫一 譯 

 

 

［正题名］第三インタ--ナショナルの歷史得地位 

［第一责任人］し--ニン著 

［译者］林房雄譯 

［出版者］白陽社 

［出版日期］1928.3 

［丛编题名］し--ニン叢書第廿一編 

［知识责任］し--ニン 著 

［次知识责任］林房雄 譯 

 

 

［正题名］技術論 

［第一责任人］星野芳郎，東工大理工ゼミ編 

［出版者］東工大理工ゼミナル 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］星野芳郎 編 

 

 

［正题名］白鳥事件弁護人上告趣意書 



［第一责任人］白鳥事件中央對筞協議會［編］ 

［出版者］白鳥事件中央對筞協議會編 

［出版日期］［19 ?］ 

［編］ a 東京 c 白鳥事件中央對筞協議會編 d［19 ?］ a456pd27cm a327.609v302a 白

鳥事件中央對筞協議會 4 編 0aCNbCASS11c20030807 a11bR0008997d327.609e1f1v :2zxm 

aR0008997hR0008997 

!!JB8372 

CGRS010D7 円 85 錢 

［正题名］ル-スヴュルト東亞政策史 

［第一责任人］恒川真著 

［出版者］高山書院 

［出版日期］1944.1 

［知识责任］恒川真 著 

 

 

［正题名］教室をすてた先生達 

［第一责任人］古川次郎，加藤正三編集 

［出版者］今日の問題社 

［出版日期］1957.6 

［丛编题名］今日の問題 第 11 集 

［知识责任］古川次郎 編集 

［知识责任］加藤正三 編集 

 

 

［正题名］解放された人民の中国 

［第一责任人］北原泰作編 

［出版者］解放新聞社 

［出版日期］1961.9 

［知识责任］北原泰作 編 

 

 

［正题名］江户時代にぉける民衆の歷史 

［第一责任人］東義和著 

［東京］ 

［出版者］［朝日堂］ 

［出版日期］1965.8 

［知识责任］東義和 著 

 

 

［正题名］科學·哲學·藝术 

［第一责任人］武谷三男［著］ 

［出版者］双流社 

［出版日期］1949 

［知识责任］武谷三男 著 



 

 

［正题名］中国旅日記 

［第一责任人］岡映著 

［译者］部落解放同盟岡山県連合会編 

［岡山県］ 

［出版者］部落解放同盟岡山県連合会 

［出版日期］1961.9 

［知识责任］岡映 著 

 

 

［正题名］マルクス-ュンズルスの藝术論 

［第一责任人］上田進譯編 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.5 

［丛编题名］岩波文庫 981-982 

［知识责任］上田進 譯編 

 

 

［正题名］運動方針决定書 

［第一责任人］来住宗治編集 

［译者］國鐵動力車勞動組合編 

［出版者］水上町觀光會館 

［出版日期］1977.10 

［知识责任］平原裕八 編集 

 

 

［正题名］日本共産黨のすすむ道 

［第一责任人］日本共産黨宣傳教育部編 

［出版者］日本共産黨出版部 

［出版日期］1948.9 

［正题名］中小商工業者の生きゐ道 

［第一责任人］野坂参三［著］ 

［译者］日本共産黨宣傳教育部編 

［出版者］日本共産黨出版部 

［出版日期］1948.11 

［知识责任］野坂参三 著 

 

 

［正题名］教学質問室 

［第一责任人］原島嵩著 

［出版者］聖教新聞社 

［出版日期］1971.4 

［丛编题名］聖教文庫 2 



［知识责任］原島嵩 著 

 

 

［正题名］科學史 

［第一责任人］石原純著 

［出版者］東洋經濟新報社 

［出版日期］1942.8 

［丛编题名］現代日本文明史 第 13 卷 

［知识责任］石原純 著 

 

 

［正题名］新憲法分冊六法全書 

［第一责任人］日本司法協會編纂 

［出版者］京都プしス社 

［出版日期］1947.7 

［正题名］故朝田善之助部落解放同盟葬 

［第一责任人］部落解放同盟中央本部［編］ 

［出版者］京都国立国際会館 

［出版日期］1983 

［編］ a 東京 c 京都国立国際会館 d1983 a75pc 肖像 d17×30cm a361.86v302a 部落解放

同盟中央本部 4 編  0aCNbCASS11c20030807  a11bR0009226bR0009872d361.86e94f2zxm 

aR0009226hR0009226aR0009872hR0009872 

!!JB8386 

［正题名］想出の作品集 

［第一责任人］ぃまぃげんじ著 

［京東］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1993.12 

［知识责任］ぃまぃげんじ 著 

 

 

［正题名］西鄉南洲先生遺芳 

［出版者］南洲神社 

［出版日期］［19 ?］ 

［ 19  ?］  a42pc 肖像 d17cm1 a 遺訓及び遺詠  a289.1v3 0aCNbCASS11c20030808 

a11bR0009227d289.1e320f1zxm aR0009227hR0009227 

!!JB8388 

CGRS010D200 円 

［正题名］革命得勞動運動の推進のたぁに 

［第一责任人］日本勞動黨中央委員會編集 

［出版者］勞動新聞社 

［出版日期］1974.8 第 2 刷 

［正题名］日本財閥の新支配綱一覽表 

［第一责任人］勞動經濟研究所編輯 



［出版者］勞動經濟研究所 

［出版日期］1947.11 

［正题名］国立トしチセコフ美術館 

［第一责任人］ェス·ェン·ドルヅ-ニン編著 

［出版者］外國語圖書出版所 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］19 世紀後半と 20 世紀はじぁロシァの芸術 

［知识责任］ドルヅ-ニン 編著 

 

 

［正题名］安藤昌益切り拔き賬 

［第一责任人］安藤昌益の会編集 

［出版者］安藤昌益の会 

［出版日期］1993.5 

［正题名］安藤昌益切り拔き賬 

［第一责任人］安藤昌益の会編集 

［出版者］安藤昌益の会 

［出版日期］1991.5 

［正题名］秘ぁられた日タイ戰 

［第一责任人］片山博編集 

［東京］ 

［出版者］［國戰迹巡拜团］ 

［出版日期］1985 

［知识责任］片山博 編集 

 

 

［正题名］秋田農民一揆史 

［第一责任人］武藤鐵城著 

［出版者］秋田縣農業會 

［出版日期］1947.12 

［丛编题名］秋田農村文化叢書 第四輯 

［知识责任］武藤鐵城 著 

 

 

［正题名］ァルクスニェンズルス全集 

［第一责任人］大内兵衛，細川嘉六監譯 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1961.9 

［知识责任］大内兵衛 監譯 

［知识责任］細川嘉六 監譯 

 

 

［正题名］近代歷史生命の運動 

［第一责任人］小此木真三郎著 



［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］小此木真三郎 著 

 

 

［正题名］戰争論 

［第一责任人］フォツシュ元帥著 

［译者］伊奈重誠譯 

［出版者］山本書店 

［出版日期］1936.3 

［知识责任］フォツシュ元帥 著 

［次知识责任］伊奈重誠 譯 

 

 

［正题名］人民の英雄 

［第一责任人］岡倉古志郎…［等］著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1950.1 

［知识责任］岡倉古志郎 著 

［知识责任］中野清人 著 

［知识责任］武井武夫 著 

［知识责任］岩田みさご 著 

［知识责任］田中捷夫 著 

［知识责任］片岡英雄 著 

 

 

［正题名］ズルジョア民主主義とプロしタリャ獨裁 

［第一责任人］し-ニン著 

［译者］日本民主化協會譯 

［出版者］船形書院 

［出版日期］1946.4 

［知识责任］し-ニン 著 

 

 

［正题名］わが革命に於けるプロしタリァ--トの諸任務 

［第一责任人］し--ニン［著］ 

［译者］真中澄生譯 

［出版者］星雲社 

［出版日期］1936.4 

［知识责任］し--ニン 著 

［次知识责任］真中澄生 譯 

 

 



［正题名］血もて描かれたゐ 

［第一责任人］山地四郎著 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1922.3 

［知识责任］山地四郎 著 

 

 

［正题名］一流につていその 1 

［第一责任人］現代文化研究所編譯 

［出版者］現代文化研究所 

［出版日期］1978.7 

［丛编题名］モ｜ビル文庫 1978 

 

 

［正题名］間島捕虜收容所 

［第一责任人］鈴木ゅすら著 

［東京］ 

［出版者］［浜松共同印刷林式会社］ 

［出版日期］1977.8 

［知识责任］鈴木ゅすら 著 

 

 

［正题名］憲兵司令部 

［出版者］三協舍 

［出版日期］1983.5 

［正题名］昭和の音の記録 

［第一责任人］NHK サ｜ビスセンタ｜監修 

［出版者］株式会社世界文化社 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］附盘 

［知识责任］NHK サ｜ビスセンタ｜ 監修 

 

 

［正题名］昭和の音の記録 

［第一责任人］NHK サ｜ビスセンタ｜監修 

［出版者］株式会社世界文化社 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］附盘 

［知识责任］NHK サ｜ビスセンタ｜ 監修 

 

 

［正题名］西備遠藤实記 

［第一责任人］備後鄉土史研究會［編］ 



［出版者］備後鄉土史研究會 

［出版日期］1955.5 

［編］ a 影印本 a 東京 c 備後鄉土史研究會 d1955.5 a48pc 圖 d27cm a217.6v302a 備後

鄉 土 史 研 究 會 4 編  0aCNbCASS11c20030808  a11bR0009243d217.6e0f1zxm 

aR0009243hR0009243 

!!JB8408 

［正题名］野元謙介覺書 

［第一责任人］野元純彦著 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1973.1 

［知识责任］野元純彦 著 

 

 

［正题名］ァメリにおける前資本制遺制 

［第一责任人］菊池謙一著 

［出版者］未來社 

［出版日期］1955.5 

［知识责任］菊池謙一 著 

 

 

［正题名］潜艦 U-511 号の運命 

［第一责任人］野村直邦著 

［出版者］読壳新聞社 

［出版日期］1956.6 

［知识责任］野村直邦 著 

 

 

［正题名］近代國防論 

［第一责任人］軍部と其の國防觀·國防研究會編 

［译者］伊藤隆文編輯 

［出版者］今日の問題社 

［出版日期］1936.4 

［次知识责任］伊藤隆文 編輯 

 

 

［正题名］柏木義円伝 

［第一责任人］管井古郎著 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1972.11 

［知识责任］管井古郎 著 

 

 

［正题名］ふゐさとのラた 



［第一责任人］いまぃげんじ著 

［出版者］編集工房ノァ 

［出版日期］1994.11 

［知识责任］いまぃげんじ 著 

 

 

［正题名］落穗 

［第一责任人］山崎拓著 

［東京］ 

［出版者］高新企業出版部 

［出版日期］1973.7 

［知识责任］山崎拓 著 

 

 

［正题名］回想·佐藤重雄 

［第一责任人］《回想·佐藤重雄》編集委員會編集 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1992.1 

［出版地不详］c［出版者不详］d1992.1 a83pc 肖像 d21cm a289.1v302a《回想·佐藤重

雄 》 編 集 委 員 會 4 編 集  0aCNbCASS11c20030808  a11bR0009248d289.1e319f1zxm 

aR0009248hR0009248 

!!JB8416 

CGRS010D130 円 

［正题名］ァジァ·ァフリカ問題入門 

［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 青版 441 

［知识责任］岡倉古志郎 著 

 

 

［正题名］中学生は考える 

［第一责任人］增田都子編著 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1991.3 

［知识责任］增田都子 編著 

 

 

［正题名］日本民主党の「うれうベき教科書の問題」はぞのとらにまちがつているか 

［第一责任人］關系教科書［編著］ 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 



［出版日期］［19 ?］ 

［編著］ a［出版地不详］c［出版者不详］d［19 ?］ a21pd21cm a375.9v302a 關系教

科 書 4 編 著  0aCNbCASS11c20030808  a11bR0009250bR0009251d375.9e15f2zxm 

aR0009250hR0009250aR0009251hR0009251 

!!JB8419 

［正题名］日本民主党の「うれうベき教科書の問題」の重版にみられる改訂について 

［第一责任人］關系教科書［編著］ 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［編著］ a［出版地不详］c［出版者不详］d［19 ?］ a11pd21cm a375.9v302a 關系教

科 書 4 編 著  0aCNbCASS11c20030808  a11bR0009252bR0009253d375.9e16f2zxm 

aR0009252hR0009252aR0009253hR0009253 

!!JB8420 

CGRS010D1000 円 

［正题名］人民と共に三十六年 

［第一责任人］劇团はぐるま座編集 

［出版地不详］ 

［出版者］劇团はぐるま座 

［出版日期］1989.2 

［出版地不详］c 劇团はぐるま座 d1989.2 a1 册 c 圖 d22cm a775.1v302a 劇团はぐるま座

4 編 集  0aCNbCASS11c20030808  a11bR0009254d775.1e2y:1952/1988f1zxm 

aR0009254hR0009254 

!!JB8421 

CGRS010D40 円 

［正题名］反デュ-リンダ論 

［第一责任人］ュンズルス著 

［译者］長谷部文雄譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1921.10 

［丛编题名］岩波文庫 781-782 

［知识责任］ュンズルス 著 

［次知识责任］長谷部文雄 譯 

 

 

［正题名］爱情·道德·幸福 

［第一责任人］菊池謙一著 

［出版者］山川書店 

［出版日期］1950.2 

［知识责任］菊池謙一 著 

 

 

［正题名］亡国の構圖 

［第一责任人］小田和生作 



［出版地不详］ 

［出版者］劇团はぐるま座 

［出版日期］1991.7 

［知识责任］小田和生 作 

 

 

［正题名］部落解放を全ての々の課題に 

［第一责任人］井上清講演 

［出版地不详］ 

［出版者］ 島市狭山青年共閗會議 

［出版日期］1978.1 

［知识责任］井上清 講演 

 

 

［正题名］原平三追悼文集 

［第一责任人］小見寿編 

［出版者］株式会社 

［出版日期］1992.3 

［知识责任］小見寿 編 

 

 

［正题名］補充兵國民兵の心得 

［第一责任人］齊藤市平著 

［出版者］尚兵館 

［出版日期］1942.1 

［附注内容］國民皆兵必讀 

［知识责任］齊藤市平 著 

 

 

［正题名］第七次教育研究活動をすすあるたあの案内 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［出版地不详］c［出版者不详］d［19 ?］ a128pd23cm av3 0aCNbCASS11c20030808 

a11bR0009305def1zxm aR0009305hR0009305 

!!JB8428 

CGRS010D1200 円 

［正题名］なれるものなら，なつてみな 

［第一责任人］ピ-スボ-ト 99 編 

［出版者］株式会社 

［出版者］第三書館 

［出版日期］1989.9 

［知识责任］ピ-スボ-ト 99 編 

 



 

［正题名］ゅきゅきて神軍 

［第一责任人］原一男·疾走プロダクション編 

［译者］ノ｜ト製作 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［丛编题名］話の特集 

［知识责任］疾走プロダクション 編 

［次知识责任］ノ｜ト 製作 

 

 

［正题名］步兵四書 

［第一责任人］藤谷芳三郎著 

［出版者］兵書出版社 

［出版者］藤谷崇文館 

［出版日期］1934.2 

［知识责任］藤谷芳三郎 著 

 

 

［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］1941.11 

［編］ a6 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1941.11 a627-1347pd19cm1 a 續群書類従 A

グンショ ルイジュウ 1 a 物語部 1 a 日記部 1 a 紀行部 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030808 

a11bR0009310d210.088e0f1v :18(2)zxm aR0009310hR0009310 

!!JB8432 

［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］1942.1 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1942.1 a626pd19cm1 a 續群書類従 A グンショ 

ルイジュウ 1 a 物語部 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030808 

a11bR0009311d210.088e0f1v :18(1)zxm aR0009311hR0009311 

!!JB8433 

［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］1943.4 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1943.4 a524pd19cm1 a 續群書類従 A グンショ 

ルイジュウ 1 a 合戰部 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030808 

a11bR0009312d210.088e0f1v :22(2)zxm aR0009312hR0009312 

!!JB8434 

［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］1943.4 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1943.4 a530pd19cm1 a 續群書類従 A グンショ 

ルイジュウ 1 a 合戰部 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030808 

a11bR0009313d210.088e0f1v :22(1)zxm aR0009313hR0009313 

!!JB8435 

［正题名］續羣書類從 

［第一责任人］続群書類従完會［編］ 

［出版者］續群書類従完成會 

［出版日期］1941.11 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1941.11 a407-795pd19cm1 a 續群書類従 A グ

ンショ ルイジュウ 1 a 傅部 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030808 

a11bR0009314d210.088e0f1v :9(2)zxm aR0009314hR0009314 

!!JB8436 

［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］1941.9 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1941.9 a472pd19cm1 a 續群書類従 A グンショ 

ルイジュウ 1 a 和歌部 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030808 

a11bR0009315d210.088e0f1v :16(1)zxm aR0009315hR0009315 

!!JB8437 

［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］1940.5 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1940.5 a473-934pd19cm1 a 續群書類従 A グン

ショ ルイジュウ 1 a 和歌部 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030808 

a11bR0009316d210.088e0f1v :16(2)zxm aR0009316hR0009316 

!!JB8438 

［正题名］續羣書類從 

［第一责任人］続群書類従完會［編］ 

［出版者］續群書類従完成會 

［出版日期］1939.10 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1939.10 a505-956pd19cm1 a 續群書類従 A グ



ンショ ルイジュウ 1 a 神祇部 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030808 

a11bR0009317d210.088e0f1v :1(2)zxm aR0009317hR0009317 

!!JB8439 

［正题名］續羣書類從 

［第一责任人］続群書類従完會［編］ 

［出版者］續群書類従完成會 

［出版日期］1940.10 

［編］ a6 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1940.10 a398pd19cm1 a 續群書類従 A グンシ

ョ ルイジュウ 1 a 神祇部 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030808 

a11bR0009318d210.088e0f1v :2(1)zxm aR0009318hR0009318 

!!JB8440 

［正题名］續羣書類從 

［第一责任人］続群書類従完會［編］ 

［出版者］續群書類従完成會 

［出版日期］1942.8 

［編］ a6 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1942.8 a626pd19cm1 a 續群書類従 A グンショ 

ルイジュウ 1 a 和歌部 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030808 

a11bR0009319d210.088e0f1v :17(1)zxm aR0009319hR0009319 

!!JB8441 

［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］1942.3 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1942.3 a587-1013pd19cm1 a 續群書類従 A グ

ンショ ルイジュウ 1 a 文筆部 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030808 

a11bR0009320d210.088e0f1v :12(2)zxm aR0009320hR0009320 

!!JB8442 

［正题名］續羣書類從 

［第一责任人］続群書類従完會［編］ 

［出版者］續群書類従完成會 

［出版日期］1942.8 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1942.8 a541pd19cm1 a 續群書類従 A グンショ 

ルイジュウ 1 a 補遺 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030730 

a11bR0009321d210.088e0f1v :1zxm aR0009321hR0009321 

!!JB8443 

［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］1939.7 



［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1939.7 a472pd19cm1 a 續群書類従 A グンショ 

ルイジュウ 1 a 合戰部 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030808 

a11bR0009322d210.088e0f1v :21(2)zxm aR0009322hR0009322 

!!JB8444 

CGRS010D 金 4 円 50 錢 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1939.1 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 編 

 

 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1938.5 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 編 

 

 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1938.10 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 編 

 

 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1930.9 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 編 

 

 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1939.1 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 編 



 

 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1939.6 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 編 

 

 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1938.12 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 編 

 

 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1930.12 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 編 

 

 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1938.7 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 編 

 

 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1939.10 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 編 

 

 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 



［出版者］内外書籍 

［出版日期］1930.11 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 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］1931.7 

［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］藤井甚太郎編輯 

［出版者］日本史籍協會 

［出版日期］1934.7 

［主题词］明治維新 

［知识责任］藤井甚太郎 編輯 

 

 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1938.1 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 編 

 

 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1938.4 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 編 

 

 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1939.8 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 編 



 

 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1939.9 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 編 

 

 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1939.3 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 編 

 

 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1939.7 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 編 

 

 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1938.6 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 編 

 

 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1938.9 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 編 

 

 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 



［出版者］内外書籍 

［出版日期］1931.1 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 編 

 

 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1939.4 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 編 

 

 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1938.11 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 編 

 

 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1939.5 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 編 

 

 

［正题名］新校羣書類従 

［第一责任人］川俣馨一編 

［出版者］内外書籍 

［出版日期］1938.8 

［主题词］群書類従 

［知识责任］川俣馨一 編 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1976.1 

［附注内容］自戊申朝鮮光海君即位年至乙申朝鮮仁祖三年 

［主题词］朝鮮/歴史 



 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1976.1 

［附注内容］自丙寅朝鮮仁祖四年至丁丑朝鮮仁祖十五年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1976.2 

［附注内容］自庚午朝鮮肃十六年至庚寅朝鮮肃宗三十六年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1976.3 

［附注内容］自辛卯朝鮮肃三十七年至丙午朝鮮英祖二年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1976.1 

［附注内容］自戊寅朝鮮仁祖十六年至丁酉朝鮮孝宗八年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.10 

［附注内容］自辛卯朝鮮太宗十一年至癸卯朝鮮世宗五年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 



［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.10 

［附注内容］自甲辰朝鮮世宗六年年至壬戍朝鮮世宗二十四年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.10 

［附注内容］自癸亥朝鮮世宗二十五年至丙戍朝鮮世祖十二年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.11 

［附注内容］自戊午朝鮮燕山君四年至乙亥朝鮮中宗十年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.12 

［附注内容］自辛丑朝鮮中宗三十六年至辛未朝鮮宣祖四年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1976.2 

［附注内容］自甲寅朝鮮(显页)宗十五年至己巳朝鮮录音宗十五年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.11 

［附注内容］自丙子朝鮮中宗十一年至庚子朝鮮中宗三十五年 

［主题词］朝鮮/歴史 



 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.12 

［附注内容］自壬申朝鮮宣祖五年至壬辰朝鮮宣祖二十五年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.12 

［附注内容］自癸巳朝鮮宣祖六年至戊申朝鮮宣祖四十一年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.11 

［附注内容］自丁亥朝鮮世祖十三年至丁巳朝鮮燕山君三年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1976.2 

［附注内容］自戊戍朝鮮孝宗九年至癸丑朝鮮[显页]宗十四年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1976.4 

［附注内容］自庚申朝鮮纯祖即位年至庚辰朝鮮纯祖二十年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］岡島誠太郎，濱田大耕作，石橋智信，下田彌三郎著 



［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.11 

［知识责任］岡島誠太郎 著 

［知识责任］濱田大耕作 著 

［知识责任］石橋智信 著 

［知识责任］下田彌三郎 著 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］遠藤元男…［等］編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1936.5 

［知识责任］遠藤元男 編 

［知识责任］鈴木後 編 

［知识责任］原種行 編 

［知识责任］田中正義 編 

［知识责任］下田彌三郎 編 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］有高巖，清水泰次，和田清著 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.11 

［知识责任］有高巖 著 

［知识责任］清水泰次 著 

［知识责任］和田清 著 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］井野邊茂雄，阿部真琴，藤井甚太郎著 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.11 

［知识责任］井野邊茂雄 著 

［知识责任］阿部真琴 著 

［知识责任］藤井甚太郎 著 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］日野開三郎著 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.10 

［知识责任］日野開三郎 著 

 

 



［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］西岡虎之助編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1936.1 

［知识责任］西岡虎之助 編 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］村川堅固編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1935.12 

［知识责任］村川堅固 編 

 

 

［正题名］世界歷史大系 

［第一责任人］山肋重雄著 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1934.12 

［知识责任］山肋重雄 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］1978.10 

［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］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］1978.10 

［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］朝鮮統治史料 

［第一责任人］金正柱編集 

［译者］韓国史料研究所編 

［出版者］韓国史料研究所 

［出版日期］1970.11 



［知识责任］金正柱 編集 

 

 

［正题名］朝鮮統治史料 

［第一责任人］金正柱編集 

［译者］韓国史料研究所編 

［出版者］韓国史料研究所 

［出版日期］1970.7 

［知识责任］金正柱 編集 

 

 

［正题名］朝鮮統治史料 

［第一责任人］金正柱編集 

［译者］韓国史料研究所編 

［出版者］韓国史料研究所 

［出版日期］1970.3 

［知识责任］金正柱 編集 

 

 

［正题名］朝鮮統治史料 

［第一责任人］金正柱編集 

［译者］韓国史料研究所編 

［出版者］韓国史料研究所 

［出版日期］1970.3 

［知识责任］金正柱 編集 

 

 

［正题名］朝鮮統治史料 

［第一责任人］金正柱編集 

［译者］韓国史料研究所編 

［出版者］韓国史料研究所 

［出版日期］1971.7 

［知识责任］金正柱 編集 

 

 

［正题名］朝鮮統治史料 

［第一责任人］金正柱編集 

［译者］韓国史料研究所編 

［出版者］韓国史料研究所 

［出版日期］1971.7 

［知识责任］金正柱 編集 

 

 

［正题名］朝鮮統治史料 



［第一责任人］金正柱編集 

［译者］韓国史料研究所編 

［出版者］韓国史料研究所 

［出版日期］1970.11 

［知识责任］金正柱 編集 

 

 

［正题名］朝鮮統治史料 

［第一责任人］金正柱編集 

［译者］韓国史料研究所編 

［出版者］韓国史料研究所 

［出版日期］1970.7 

［知识责任］金正柱 編集 

 

 

［正题名］中國共産黨の二つの路線の閗争史 

［第一责任人］中国通信社編 

［出版者］中国通信社 

［出版日期］1970.11 

［附注内容］「經濟導報」1969 年 1126-1132 号ょり転載 

 

 

［正题名］竜鄉村勢要覽 

［第一责任人］竜鄉村役場總務課編 

［出版地不详］ 

［出版者］竜鄉村役場 

［出版日期］1967.7 

［出版地不详］c 竜鄉村役場 d1967.7 a34pc 圖,肖像,地圖 d23cm a219.7v302a 竜鄉村役

場 總 務 課 4 編  0aCNbCASS11c20030811  a11bR0009394d219.7e9y:1967f1zxm 

aR0009394hR0009394 

!!JB8507 

CGRS010D250 円 

［正题名］実例事典 

［第一责任人］稲岡進著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1966.5 

［知识责任］稲岡進 著 

 

 

［正题名］續伊藤博文秘録 

［第一责任人］平塚篤編 

［译者］伊藤博邦監修 

［出版者］春秋社版 

［出版日期］1930.11 



［知识责任］平塚篤 編 

［次知识责任］伊藤博邦 監修 

 

 

［正题名］前方後円墳の時代 

［第一责任人］近藤義郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1983.4 

［丛编题名］日本歷史叢書 

［知识责任］近藤義郎 著 

 

 

［正题名］ソ連ァカデミ-編《世界史》の朝鮮關繫の叙述における重大な誤りについて 

［出版者］外國文出版社 

［出版日期］1963.9 

［正题名］漂流記襍稿 

［第一责任人］服部聖多郎著 

［出版者］日本文献資料研究所 

［出版日期］1940.2 

［知识责任］服部聖多郎 著 

 

 

［正题名］「自由党史」人名索引 

［第一责任人］高知市立自由民権紀念館編集 

［出版者］高知市立自由民権紀念館 

［出版日期］1993.3 

［丛编题名］岩波文庫 

 

 

［正题名］総括しイテ·セブ戰線 

［第一责任人］清水三朗著 

［出版者］星雲社 

［出版日期］1985 

［知识责任］清水三朗 著 

 

 

［正题名］松山藩湯之山村編年史料 

［第一责任人］高市光男編集 

［出版者］湯山小學校 PTA 

［出版者］愛媛大學历史研究會 

［出版日期］1959.3 

［知识责任］高市光男 編集 

 

 



［正题名］米と繭の經濟構造 

［第一责任人］山田勝次郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1942.12 第 2 刷 

［知识责任］山田勝次郎 著 

 

 

［正题名］裏切られたフランスょり武器をもつて起ち上つたフランスへ 

［第一责任人］ジセン=リシセ--ルズロツク著 

［译者］後藤達雄譯 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1951.8 

［知识责任］ジセン=リシセ--ルズロツク 著 

［次知识责任］後藤達雄 譯 

 

 

［正题名］福島県勞動運動史概要 

［第一责任人］庄司吉之助［著］ 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］〓等于[圭去一横] 

［知识责任］庄司吉之助 著 

 

 

［正题名］安保体制下における教科書問題 

［第一责任人］教科書問題協議會，日本出版勞動組會協議會［編］ 

［東京］ 

［出版者］教科書問題協議會 

［出版者］日本出版勞動組會協議會 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］第七次日高教，第十次日教組合同教育研究集會提出報告書 

 

 

［正题名］教育基本法改恶阻止のたぁに 

［東京］ 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］［19 ?］ 

［東京］ c 日本教職員組合 d［ 19  ?］  a85pd27cm1 a 資料の部  a328.8v3 

0aCNbCASS11c20030811 a11bR0009423d328.8e0f1zxm aR0009423hR0009423 

!!JB8520 

［正题名］中等教育をぁぐる諸問題 

［東京］ 

［出版者］日本教職員組合 



［出版日期］1965.3 

［東京］c 日本教職員組合 d1965.3 a172pd27cm1 a 中等教育關係資料 a375.17v3 

0aCNbCASS11c20030811 a11bR0009424d375.17e2f1zxm aR0009424hR0009424 

!!JB8521 

［正题名］熊野誌 

［第一责任人］浜畑榮造編集 

［出版者］熊野文化会 

［出版日期］1971.7 

［知识责任］浜畑榮造 編集 

 

 

［正题名］日本勞動文庫資料シリ-ズ 

［出版者］日本勞動文庫 

［出版日期］1964.5 

［正题名］吉事類苑 

［出版者］吉川弘文館 

［出版日期］1929.6 

［附注内容］神宫司廳藏版 

 

 

［正题名］幸德秋水評傳 

［第一责任人］社會經濟勞動研究所編 

［出版者］伊藤書店 

［出版日期］1947.12 

［正题名］大日本帝國文部省第六十四年報 

［第一责任人］文部省總務局調査課［編］ 

［出版者］文部省總務局調査課 

［出版日期］1943.7 

［編］ a 東京 c 文部省總務局調査課 d1943.7 a598pd27cm a317.27v302a 文部省總務局

調 査 課 4 編  0aCNbCASS11c20030811  a11bR0009429d317.27e0f1v :1zxm 

aR0009429hR0009429 

!!JB8526 

［正题名］續日本之憲兵 

［第一责任人］田崎治久著 

［出版者］軍事警察雜志社 

［出版日期］1929.4 

［知识责任］田崎治久 著 

 

 

［正题名］大日本帝國文部省第六十四年報 

［第一责任人］文部省總務局調査課［編］ 

［出版者］文部省總務局調査課 

［出版日期］1943.7 

［編］ a 東京 c 文部省總務局調査課 d1943.7 a489pd27cm a317.27v302a 文部省總務局



調 査 課 4 編  0aCNbCASS11c20030811  a11bR0009431d317.27e0f1v :2zxm 

aR0009431hR0009431 

!!JB8528 

［正题名］吉事類苑 

［出版者］神宫司廳 

［出版日期］1900.12 

［附注内容］神宫司廳藏版 

 

 

［正题名］布達全書 

［東京］ 

［出版者］［文部省］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］明治十三年同十四年 

 

 

［正题名］現代思想 

［第一责任人］岩波雄二郎編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.12 

［丛编题名］岩波講座 

［知识责任］岩波雄二郎 編集 

 

 

［正题名］自由民権運動文献目録 

［第一责任人］自由民権百年記念事業実行委員會［編］ 

［出版者］自由民権百年記念事業実行委員會 

［出版日期］1981 

［附注内容］自由民権百年记念 

［附注内容］高知県立图書館藏 

 

 

［正题名］高知市立自由民権紀念館 

［第一责任人］高知市立自由民権紀念館編集 

［出版者］［高知市立自由民権紀念館］ 

［出版日期］1991.3 

［高知市立自由民権紀念館］d1991.3 a85pc 圖 d27cm1 a 常设展示の案内 a218.4v302a

高知市立自由民権紀念館 4 編集 0aCNbCASS11c20030811 a11bR0009436d218.4e3f1zxm 

aR0009436hR0009436 

!!JB8533 

［正题名］立宪政治の父片岡健吉 

［第一责任人］高知市立自由民権紀念館編集 

［出版者］［高知市立自由民権紀念館］ 

［出版日期］1991.10 



［高知市立自由民権紀念館］d1991.10 a69pc 肖像,圖 d27cm1 a 解説目録 a312.1v302a

高知市立自由民権紀念館 4 編集 0aCNbCASS11c20030811 a11bR0009437d312.1e86f1zxm 

aR0009437hR0009437 

!!JB8534 

［正题名］「君が代」强制を憲法に問う 

［出版者］「君が代」訴訟をすすある会 

［出版日期］1992.9 

［正题名］近現代日本の性と生殖統制と社会運動 

［第一责任人］藤目ゅき［著］ 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1994 

［知识责任］藤目ゅき 著 

 

 

［正题名］朝日新聞社説目録 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［出版地不详］c［出版者不详］d［19 ?］ a1 册 d26cm a027.5v3 0aCNbCASS11c20030811 

a11bR0009459d027.5e0y:1926-45f1zxm aR0009459hR0009459 

!!JB8537 

CGRS010D 非壳品 

［正题名］声樂譜付与那国民謡工工四 

［第一责任人］宫良保全，冨里康子著 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1982.3 

［知识责任］宫良保全 著 

［知识责任］冨里康子 著 

 

 

［正题名］天皇制·京都国体たたかぃの記録 

［第一责任人］天皇制の强化を許さない編集 

［出版者］京都実行委員會 

［出版日期］1989.9 

［正题名］浦本小事件と信教の自由 

［第一责任人］「浦本小事件と信教の自由を問う」集会実行委員会編集 

［出版者］「浦本小事件と信教の自由を問う」集会実行委員会 

［出版日期］1989.6 

［正题名］出入国管理法案 

［出版者］经济令東京國際青年共鬪會議 

［出版者］語學共鬪 

［出版日期］［19 ?］ 



［ 19  ? ］  a96pd26cm1 a 關 係 法 令 集  a329.94v3 0aCNbCASS11c20030811 

a11bR0009463d329.94e2f1zxm aR0009463hR0009463 

!!JB8541 

［正题名］全同教四十周年記念誌 

［第一责任人］全国同和教育研究協議會編 

［出版者］全國同和教育研究協議會 

［出版日期］1993.11 

［正题名］政友會罪惡史 

［第一责任人］政界廓清聯盟編 

［译者］野崎政助編辑 

［出版者］昭文社 

［出版日期］1930.1 

［次知识责任］野崎政助 編辑 

 

 

［正题名］哲學史 

［第一责任人］真下信一譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1941.12 

［丛编题名］ヘ｜ゲル全集 13 

［知识责任］真下信一 譯 

 

 

［正题名］今、何故沖縄と天皇制か？ 

［第一责任人］沖縄と天皇制を考元る兵庫集会実行委員會［編］ 

［出版者］講演集會実行委員會 

［出版日期］1988.2 

［編］ a 東京 c 講演集會実行委員會 d1988.2 a44pd26cm a323.131v302a 沖縄と天皇制

を考元る兵庫集会実行委員會 4 編 0aCNbCASS11c20030811 a11bR0009466d323.131e2f1zxm 

aR0009466hR0009466 

!!JB8545 

CGRS010D800 円 

［正题名］1/1062 の場合 

［第一责任人］塚越正男編 

［出版者］［ュ｜ス·プリント］ 

［出版日期］1977.9 

［知识责任］塚越正男 編 

 

 

［正题名］古書籍、名家筆蹟展観大即壳会 

［出版者］臨川書店 

［出版日期］［19 ?］ 

［ 19  ? ］  a193pc 圖 d27cm  a728.8v3 0aCNbCASS11c20030811 

a11bR0009468d728.8e0f1zxm aR0009468hR0009468 



!!JB8547 

［正题名］甼市村制實務要書 

［第一责任人］田中知邦著 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1800.8 

［知识责任］田中知邦 著 

 

 

［正题名］公私畄 

［第一责任人］山田尚二［著］ 

［東京］ 

［出版者］［ナゼ朝日館向い文芸プリント社］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］山田尚二 著 

 

 

［正题名］幸德秋水研究 

［第一责任人］系屋寿雄著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1967.7 

［知识责任］系屋寿雄 著 

 

 

［正题名］第三期とは何か 

［第一责任人］プロしタリア科學研究所編 

［出版者］共生閣版 

［出版日期］1932.8 

［正题名］太平の甍 

［第一责任人］井上靖原作 

［译者］依田義賢脚色 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1974.3 

［知识责任］井上靖 原作 

［次知识责任］依田義賢 脚色 

 

 

［正题名］太平の甍 

［第一责任人］井上靖原作 

［译者］依田義賢脚色 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 



［知识责任］井上靖 原作 

［次知识责任］依田義賢 脚色 

 

 

［正题名］太平の甍 

［第一责任人］として著 

［出版者］東互物産株式会社 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］として 著 

 

 

［正题名］續羣書類從 

［第一责任人］続群書類従完會［編］ 

［出版者］續群書類従完成會 

［出版日期］1942.2 

［編］ a5 版 a 東京 c 續群書類従完成會 d1942.2 a964pd19cm1 a 續群書類従 A グンショ 

ルイジュウ 1 a 公事部 a210.088v402a 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 2aCNbCASS11c20030811 

a11bR0009478d210.088e0f1v :10(2)zxm aR0009478hR0009478 

!!JB8555 

CGRS010D1500 円 

［正题名］天界詩集 

［第一责任人］小田天界著 

［出版者］全東京新聞社 

［出版日期］1964.3 

［知识责任］小田天界 著 

 

 

［正题名］世界の歴史 

［第一责任人］松本重治編 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1962.3 

［正题名］新編西南戦史 

［第一责任人］陸上自衛隊第八混成團本部編集 

［出版者］陸上自衛隧第八混成團本部 

［出版日期］1962.3 

［正题名］新編西南戦史付図集 

［第一责任人］陸上自衛隊第八師团司令部［編集］ 

［東京］ 

［出版者］陸上自衛隧第八師团司令部 

［出版日期］［19 ?］ 

［編集］ a［東京］c 陸上自衛隧第八師团司令部 d［19 ?］ a1 册 c 図 d27cm a319.2v302a

陸上自衛隊第八師团司令部 4 編集 0aCNbCASS11c20030812 a11bR0009481d319.2e3f1zxm 

aR0009481hR0009481 



!!JB8559 

CGRS010D5 円 20 錢 

［正题名］地形學 

［第一责任人］辻村太郎著 

［出版者］古今書院 

［出版日期］1930.10 

［知识责任］辻村太郎 著 

 

 

［正题名］’78 防衛事典 

［第一责任人］朝雲新聞社編著 

［出版者］朝雲新聞社 

［出版日期］1978.5 

［正题名］新しい暮らしと地域のなかの連帶 

［第一责任人］経済企画庁編 

［出版者］大蔵省印刷局 

［出版日期］1978.12 

［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 

［主题词］生活問題 

 

 

［正题名］土左日記かげらふ日記和泉式部日記更級日記 

［第一责任人］鈴木知太郎…［等］校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1957.12 

［丛编题名］日本古典文学大系 20 

［知识责任］鈴木知太郎 校注 

［知识责任］川口久雄 校注 

［知识责任］遠藤嘉基 校注 

［知识责任］西下經一 校注 

 

 

［正题名］明治社會主義文學集 

［第一责任人］田岡嶺雲著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1972.7 

［丛编题名］明治文學全集 83 

［知识责任］田岡嶺雲 著 

 

 

［正题名］フォ｜ルしンデル 

［第一责任人］粟田賢三，吉野源三郎，古在由重譯 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1929.5 

［知识责任］粟田賢三 譯 

［知识责任］吉野源三郎 譯 

［知识责任］古在由重 譯 

 

 

［正题名］日本プロレタリア文学大系 

［第一责任人］藏原惟人…［等］編集 

［出版者］株式会社 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1955.3 

［知识责任］藏原惟人 編集 

［知识责任］竹内好 編集 

［知识责任］平野謙 編集 

［知识责任］野間宏 編集 

［知识责任］小田切秀雄 編集 

 

 

［正题名］フォ｜ルしンデル 

［第一责任人］粟田賢三，吉野源三郎，古在由重譯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1935.9 

［知识责任］粟田賢三 譯 

［知识责任］吉野源三郎 譯 

［知识责任］古在由重 譯 

 

 

［正题名］シ-ボルト江户參府紀行 

［第一责任人］吴秀三譯注 

［出版者］雄松堂書店 

［出版日期］1966.9 

［丛编题名］界國叢書 全 13 册 

［知识责任］吴秀三 譯注 

 

 

［正题名］山城国一揆 

［第一责任人］タカクラ·テル原作 

［译者］村山知義脚本 

［出版者］［出版地不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］テル 原作 

［次知识责任］村山知義 脚本 

 

 



［正题名］報告書 

［第一责任人］平林弘［著］ 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1966.3 

［知识责任］平林弘 著 

 

 

［正题名］琉球鄉土資料目録 

［第一责任人］琉球大學附属図書館編集 

［出版者］琉球大學附属図書館 

［出版日期］1966.6 

［正题名］週刊平民新聞 

［第一责任人］服部之總，小西四郎監修 

［出版者］創元社 

［出版日期］1955.1 

［丛编题名］史料近代日本史 

［丛编题名］シリョウ キンダイ ニホンシ 社會主義史料 

［附注内容］自第 33 號至第 48 號 

［知识责任］服部之総 監修 

［知识责任］小西四郎 監修 

 

 

［正题名］日本コンツェルン全書 

［第一责任人］和田日出吉著 

［出版者］春秋社 

［出版日期］1937.5 

［知识责任］和田日出吉 著 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美編 

［出版者］國史大系刊行會 

［出版者］吉川弘文館 

［出版者］日用書房 

［出版日期］1939.6 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美編 

［出版者］國史大系刊行會 

［出版者］吉川弘文館 

［出版者］日用書房 



［出版日期］1937.12 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］講座中国 

［第一责任人］竹内好，野村浩編集 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1967.9 

 

 

［正题名］現代日本文學全集 

［第一责任人］德富蘇峰著 

［出版者］改造社 

［出版日期］1930.8 

［正题名］松川事件 

［第一责任人］鈴木信［著］ 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］鈴木信 著 

 

 

［正题名］松川事件 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［出版地不详］c［出版者不详］d［19 ?］ a164pd26cm1 a 弁護人控訴趣意書 a327.8v3 

0aCNbCASS11c20030812 a11bR0009490d327.8e4f1v :2zxm aR0009490hR0009490 

!!JB8579 

［正题名］松川事件 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［出版地不详］c［出版者不详］d［19 ?］ a168pd26cm1 a 判决文（主义並判示事実）弁

護人控訴趣意書  a327.8v3 0aCNbCASS11c20030812  a11bR0009491d327.8e4f1v :1zxm 

aR0009491hR0009491 

!!JB8580 

CGRS010D120 円 

［正题名］自由黨史 

［第一责任人］板垣退助監修 

［译者］後藤靖解說 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.12 

［丛编题名］岩波文庫 



［丛编题名］イワナミ ブンコ 269 

［主题词］政党 

［知识责任］板垣退助 監修 

［次知识责任］後藤靖 解說 

 

 

［正题名］自由黨史 

［第一责任人］板垣退助監修 

［译者］後藤靖解說 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.12 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 262 

［主题词］政党 

［知识责任］板垣退助 監修 

［次知识责任］後藤靖 解說 

 

 

［正题名］國寶（寶物類）目録 

［第一责任人］文部省宗教局編纂 

［出版者］全國各得官報販蕒所 

［出版者］全國各得主要書店 

［出版日期］1940.6 

［正题名］國寶（建造物）目録 

［第一责任人］文部省宗教局保存課編纂 

［出版者］文部省宗教局保存課 

［出版日期］1941.3 

［正题名］週刊平民新聞 

［第一责任人］服部之總，小西四郎監修 

［出版者］創元社 

［出版日期］1953.12 

［丛编题名］史料近代日本史 

［丛编题名］シリョウ キンダイ ニホンシ 社會主義史料 

［附注内容］自第 1 號至第 16 號 

［知识责任］服部之総 監修 

［知识责任］小西四郎 監修 

 

 

［正题名］週刊平民新聞 

［第一责任人］服部之總，小西四郎監修 

［出版者］創元社 

［出版日期］1954.2 

［丛编题名］史料近代日本史 

［丛编题名］シリョウ キンダイ ニホンシ 社會主義史料 



［附注内容］自第 17 號至第 32 號 

［知识责任］服部之総 監修 

［知识责任］小西四郎 監修 

 

 

［正题名］空前絶後之疑獄 

［第一责任人］花井卓蔵著 

［出版者］鍾美堂書店 

［出版日期］1906.10 

［知识责任］花井卓蔵 著 

 

 

［正题名］想い出の記 

［第一责任人］西澤稔編集 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1982.12 

［知识责任］西澤稔 編集 

 

 

［正题名］法規分類大全 

［第一责任人］内閣記録局編輯 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1800.6 

［出版地不详］c［出版者不详］d1800.6 a582pd33cm1 a 外交門 1 a 條約 a320.91v302a

内 閣 記 録 局 4 編 輯  0aCNbCASS11c20030812  a11bR0008980d320.91e9f1v :1zxm 

aR0008980hR0008980 

!!JB8589 

［正题名］法規分類大全 

［第一责任人］内閣記録局編輯 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1801.1 

［出版地不详］c［出版者不详］d1801.1 a582pd33cm a 開港開市 a 外人雇使 a 雜載 1 a

外交門 1 a 開港開市 1 a 外人雇使 1 a 雜載 a320.91v302a 内閣記録局 4 編輯 

0aCNbCASS11c20030812 a11bR0008979d320.91e10f1v :1zxm aR0008979hR0008979 

!!JB8590 

CGRS010D500 円 

［正题名］水の〓 

［第一责任人］里見二郎著 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1975.7 



［附注内容］〓等于[左山，右上面上，下面下] 

［知识责任］里見二郎 著 

 

 

［正题名］水の〓 

［第一责任人］里見二郎著 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1976.7 

［附注内容］〓等于[左山，右上面上，下面下] 

［知识责任］里見二郎 著 

 

 

［正题名］開化進步阿保多羅經 

［第一责任人］田島象二著 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1802.1 

［知识责任］田島象二 著 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.7 

［附注内容］自丙甲高麗太祖十九年至癸刻高麗宣宗元年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1976.5 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.6 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 



［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.6 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.6 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.7 

［附注内容］自己巳新羅文武王九年至乙未高麗太祖十八年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.8 

［附注内容］自癸未高麗高宗十一年至戊寅高麗忠烈王五年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.8 

［附注内容］自己卯高麗忠烈王六年至庚高麗忠惠王元年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.7 

［附注内容］自甲子高麗宣宗二年至丙寅高麗毅宗元年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 



［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.8 

［附注内容］自丁卯高麗毅宗二年至壬午高麗高宗十年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.9 

［附注内容］自乙卯高麗發王二年至壬申高麗恭讓王四年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］朝鮮史 

［第一责任人］朝鮮史編修会編纂 

［出版者］東京大学出版会 

［出版日期］1975.9 

［附注内容］自壬申朝鮮太祖元年至庚寅朝鮮太宗十年 

［主题词］朝鮮/歴史 

 

 

［正题名］海外市場白書 

［第一责任人］西善弥編集 

［出版者］日本貿易振興会 

［出版日期］1973.11 

［主题词］貿易 

［知识责任］西善弥 編集 

 

 

［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］秘書類纂 

［第一责任人］伊藤傳文編 



［译者］平塚篤，粟野慎一郎校訂 

［出版者］秘書類纂刊行會 

［出版日期］1934.7 

［知识责任］伊藤傳文 編 

［次知识责任］平塚篤 校訂 

［次知识责任］粟野慎一郎 校訂 

 

 

［正题名］秘書類纂 

［第一责任人］伊藤傳文編 

［译者］平塚篤，粟野慎一郎校訂 

［出版者］秘書類纂刊行會 

［出版日期］1934.8 

［知识责任］伊藤傳文 編 

［次知识责任］平塚篤 校訂 

［次知识责任］粟野慎一郎 校訂 

 

 

［正题名］秘書類纂 

［第一责任人］伊藤傳文編 

［译者］平塚篤，粟野慎一郎校訂 

［出版者］秘書類纂刊行會 

［出版日期］1935.4 

［知识责任］伊藤傳文 編 

［次知识责任］平塚篤 校訂 

［次知识责任］粟野慎一郎 校訂 

 

 

［正题名］日本共産黨綱領批判 

［第一责任人］安齊庫治著 

［出版者］東方書店 

［出版日期］1967.4 

［丛编题名］人民双書 1 

［知识责任］安齊庫治 著 

 

 

［正题名］ブルジョア議会と選举に对して戦閗得労動者はどのょうな態度なとるベきか 

［第一责任人］議會と選举について·討議資料編集委員会［編］ 

［出版地不详］ 

［出版者］議會と選举について·討議資料編集委員會編 

［出版日期］［19 ?］ 

［丛编题名］議會と選举について·討議資料 No1 

 

 



［正题名］芸术の叛乱 

［第一责任人］針生一郎著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1969.6 

［丛编题名］針生一郎評論 1 

［知识责任］針生一郎 著 

 

 

［正题名］リアリズム異説 

［第一责任人］針生一郎著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1969.8 

［丛编题名］針生一郎評論 2 

［知识责任］針生一郎 著 

 

 

［正题名］超デザイン·ノ｜ト 

［第一责任人］針生一郎著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1969.11 

［丛编题名］針生一郎評論 3 

［知识责任］針生一郎 著 

 

 

［正题名］サドの眼 

［第一责任人］針生一郎著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1970.3 

［丛编题名］針生一郎評論 5 

［知识责任］針生一郎 著 

 

 

［正题名］ポケツト會社要覽 

［第一责任人］石山皆男著 

［出版者］高山商店 

［出版日期］193531 

［知识责任］石山皆男 著 

 

 

［正题名］養蚕技术にみた近代思想の生成 

［第一责任人］杉仁［著］ 

［出版地不详］ 

［出版者］［早稲田実業学校］ 

［出版日期］1966.12 



［丛编题名］早稲田実業学校研究纪要 2 

［知识责任］杉仁 著 

 

 

［正题名］マルクス·レ—ニン主義はれわれの旗ごあり武器である 

［第一责任人］ソビェト社會主義共和国連邦大使館［編］ 

［出版者］ソビェト社會主義共和国連邦大使館 

［出版日期］1963 

［附注内容］1963 年 6 月 21 日，ソ連共産黨中史委員會總公におけるェヌ·ェス·フルシ

チョフ同志の演説 

 

 

［正题名］世界共産主義運動の路線の修正に反对レて創造的マルクス·レ—ニン主義の勝

利のたぁにたたかおう 

［第一责任人］ソビェト社會主義共和国連邦大使館［編］ 

［出版者］ソビェト社會主義共和国連邦大使館 

［出版日期］1963 

［編］ a 東京 c ソビェト社會主義共和国連邦大使館 d1963 a27pd27cm1 a「コムニスト」

誌年 11 号巻頭論文  a310.4v302a ソビェト社會主義共和国連邦大使館 4 編 
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［正题名］「期待される人間像」問題 

［第一责任人］日本 YWCA 社会問題委員會［編］ 

［東京］ 

［出版者］日本 YWCA 社会問題委員會 

［出版日期］1965.10 

［編］ a 影印本 a［東京］c 日本 YWCA 社会問題委員會 d1965.10 a27pd26cm a372v302a

日本 YWCA 社会問題委員會 4 編  0aCNbCASS11c20030812  a11bR0009525d372e0f1zxm 

aR0009525hR0009525 
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［正题名］ノンフイクション劇場ベトナム海兵大隊戦記放送中止に至る經過 

［第一责任人］日本民間放送労動組合連合會［編］ 

［出版者］日本民間放送労動組合連合會 

［出版日期］1965.5 

［附注内容］討議資料 

 

 

［正题名］共産党宣言 

［第一责任人］柳田謙十郎著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1965.7 

［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 1 

［附注内容］付：共産主義の原理 



［知识责任］柳田謙十郎 著 

 

 

［正题名］国家と革命 

［第一责任人］畑田重夫著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1965 

［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 5 

［知识责任］畑田重夫 著 

 

 

［正题名］カール·マルクス 

［第一责任人］宮川実著 

［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 7 

［知识责任］宮川実 著 

 

 

［正题名］唯物論と経験批判論 

［第一责任人］島田豊著 

［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 10 

［知识责任］島田豊 著 

 

 

［正题名］貧農に訴える 

［第一责任人］井野隆一著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1966.11 

［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 

［知识责任］井野隆一 著 

 

 

［正题名］共産主義における「左翼」小児病 

［第一责任人］服部文男著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1966.10 

［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 9 

［知识责任］服部文男 著 

 

 

［正题名］サルが人間になるにあたっての労働の役割 

［第一责任人］伊藤嘉昭著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1967.1 

［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 12 

［附注内容］付〔全訳〕：サルが人間になるにあたっての労働の役割 

［知识责任］伊藤嘉昭 著 

 

 

［正题名］共産主義における「左翼」小児病 

［第一责任人］レーニン［著］ 

［译者］原典刊行会译 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1966.10 

［丛编题名］マルクス=レーニン主義原典選書 9 

［知识责任］レーニン 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］1984.7 

［丛编题名］日本の歴史 

［丛编题名］ニホン ノ レキシ 20 

［主题词］明治維新 

［知识责任］井上清 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］1963.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 500 D80 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］井上清 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］1965.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 574 D81 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］井上清 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］1966.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青版 606 D82 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［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］1981.4 

［附注内容］第一回配本全 7 册（第 1-27 号） 

［附注内容］1-3 号昭和 3 年 10-12 月 

 

 

［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］1981.4 

［附注内容］第一回配本全 7 册（第 1-27 号） 

［附注内容］4-7 号昭和 4 年 1-4 月 

 

 

［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］1981.4 

［附注内容］第一回配本全 7 册（第 1-27 号） 

［附注内容］8-11 号昭和 4 年 5-8 月 

 

 

［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］1981.4 

［附注内容］第一回配本全 7 册（第 1-27 号） 

［附注内容］12-15 号昭和 4 年 9-12 月 

 

 

［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］1981.4 

［附注内容］第一回配本全 7 册（第 1-27 号） 

［附注内容］16-19 号昭和 5 年 1-4 月 

 

 

［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］1981.4 

［附注内容］第一回配本全 7 册（第 1-27 号） 

［附注内容］20-23 号昭和 5 年 5-8 月 

 

 

［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］1981.4 

［附注内容］第一回配本全 7 册（第 1-27 号） 

［附注内容］24-27 号昭和 5 年 9-12 月 

 

 

［正题名］西鶴論稿 

［第一责任人］片岡良一著 

［出版者］万里閣 

［出版日期］1940.6 

［知识责任］片岡良一 著 

 

 

［正题名］概説現代日本文學史 

［第一责任人］荒正人……［ほか］著 

［译者］久松潜一監修 

［出版者］塙書房 

［出版日期］1949 

［附注内容］巻末：現代日本文学年表 



［知识责任］荒正人 著 

［知识责任］友野代三 著 

［知识责任］中村光夫 著 

［知识责任］平野謙 著 

［知识责任］平田次三郎 著 

［知识责任］福田〓存 著 

［次知识责任］久松潜一 監修 

 

 

［正题名］國家論 

［第一责任人］志賀義雄著 

［出版者］ナウカ社 

［出版日期］1949.6 

［丛编题名］ナウカ講座 

［丛编题名］ナウカ コウザ 10 

［知识责任］志賀義雄 著 

 

 

［正题名］軍隊と社會問題 

［第一责任人］佐藤鋼次郎著 

［出版者］成武堂 

［出版日期］1922.3 

［知识责任］佐藤鋼次郎 著 

 

 

［正题名］人民民主主義国家論 

［第一责任人］勝部元，安藤正明訳編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1954.2 

［知识责任］勝部元 訳編 

［知识责任］安藤正明 訳編 

 

 

［正题名］自由か死か 

［第一责任人］佐藤誠著 

［出版者］向井喜夫 

［出版日期］1972.3 

［附注内容］***記述は遡及デ-タによる 

［知识责任］佐藤誠 著 

 

 

［正题名］どんぞこのこども 

［第一责任人］碓井隆次著 

［出版者］教育タイムス社 



［出版日期］1966.6 

［知识责任］碓井隆次 著 

 

 

［正题名］ドイツ民族解放鬪爭の諸問題 

［第一责任人］ウイルヘルム·ピーク ［著］ 

［出版者］新時代叢書刊行会 

［出版日期］1951.2 

［丛编题名］新時代叢書 

［丛编题名］シンジダイ ソウショ No. 2 

［知识责任］Pieck 著 

 

 

［正题名］世界資本主義の安定より危機へ 

［第一责任人］スターリン［著］ 

［出版地不祥］ 

［出版者］［出版社不祥］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］第 15 回党大会政治報告 

［附注内容］研究資料 

［知识责任］Stalin 著 

 

 

［正题名］新譯民族問題 

［第一责任人］スターリン［著］ 

［出版地不明］ 

［出版者］［出版社不明］ 

［出版日期］1950 

［附注内容］表題紙に“研究資料”とあり 

［知识责任］Stalin 著 

 

 

［正题名］豊原五郎獄中からの手紙 

［第一责任人］豊原五郎をたたえる会編 

［出版者］刀江書院 

［出版日期］1964.1 

［正题名］財界回顧 

［第一责任人］池田成彬［述］ 

［译者］柳沢健著 

［出版者］世界の日本社 

［出版日期］1951.11 

［丛编题名］顔 

［丛编题名］カオ figures figures igures 4 

［知识责任］池田成彬 述 



［次知识责任］柳沢健, 著 

 

 

［正题名］革命と平和革命 

［第一责任人］憲法研究所編 

［京都］ 

［出版者］憲法研究所出版会 

［出版者］法律文化社 (発売) 

［出版日期］1967.2 

［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 5 

 

 

［正题名］日本基督教史 

［第一责任人］比屋根安定著 

［出版者］教文館 

［出版日期］1940.11 

［附注内容］天文 18 年(1549)サヴィエル渡来より永禄 3 年(1560)京都開教まで 

［知识责任］比屋根安定 著 

 

 

［正题名］日本基督教史 

［第一责任人］比屋根安定著 

［出版者］教文館 

［出版日期］1938.9 

［附注内容］永禄 3 年(1560)ヴィレラの京都開教後より慶長 2 年(1597)二十六聖人の殉教

前まで 

［知识责任］比屋根安定 著 

 

 

［正题名］日本基督教史 

［第一责任人］比屋根安定著 

［出版者］教文館 

［出版日期］1941.2 

［附注内容］慶長 2 年(1597)二十六聖人殉教より弘化元年(1844)宣教師再来直前まで 

［知识责任］比屋根安定 著 

 

 

［正题名］日本基督教史 

［第一责任人］比屋根安定著 

［出版者］教文館 

［出版日期］1941.2 

［知识责任］比屋根安定 著 

 



 

［正题名］日本基督教史 

［第一责任人］比屋根安定著 

［出版者］教文館 

［出版日期］1941.2 

［附注内容］明治 22 年(1889)[信教ノ自由]許可より昭和 15 年(1940)皇紀 2600 年 

［知识责任］比屋根安定 著 

 

 

［正题名］ソヴエト同盟の國家社會構造 

［第一责任人］カルピンスキー著 

［译者］山口鐡男編 

［東京］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］KarpinskiǐV. A. Vi◆UFE20◆a◆UFE21◆cheslav Alekseevich 著 

［次知识责任］山口鐡男 編 

 

 

［正题名］悪魔の辞典 

［第一责任人］A.ビアス著 

［译者］西川正身選訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.6 

［知识责任］Bierce 著 

［次知识责任］西川正身, 選訳 

 

 

［正题名］棠棣の花 

［正题名］屈原 

［第一责任人］郭沫若著 

［译者］須田禎一訳 

［出版者］海燕社 

［出版日期］1966 

［丛编题名］郭沫若史劇集 

［丛编题名］カク マツジャク シゲキシュウ 郭沫若著 須田禎一訳 第 1 巻 

［知识责任］郭沫若 著 

［次知识责任］須田禎一 訳 

 

 

［正题名］國有化問題の研究 

［第一责任人］西澤富夫著 

［出版者］世界評論社 

［出版日期］1948.10 



［知识责任］西沢富夫 著 

 

 

［正题名］コミンテルンの綱領 

［出版地不祥］ 

［出版者］［出版者不祥］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］研究資料 

［主题词］コミンテルン 

 

 

［正题名］反ファシスト戦争の歴史的経験 

［第一责任人］『人民日報』編集部［編］ 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1965.5 

［編］ a 北京 c 外文出版社 d1965.5 a34pd19cm a311.8v302a 人民日報編集部 A ジンミ

ン ニ ッ ポ ウ ヘ ン シ ュ ウ ブ 4 編  0aJPbNIIc19950614 2aCNbCASS11c20030813 

a11bR0002353d311.8e3f1zxm aR0002353hR0002353 

!!JB8665 

CGRS010D90 円 

［正题名］日本の政治 

［第一责任人］太平洋研究会訳 

［译者］ジューコフ，ローゼン監輯 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1935.6 

［丛编题名］日本研究叢書 

［丛编题名］ニホン ケンキュウ ソウショ 3 

［次知识责任］ジューコフ 監輯 

［次知识责任］ローゼン 監輯 

 

 

［正题名］インドネシアのアリアルハム社会科学学院での演説 

［第一责任人］彭真［著］ 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1965 

［知识责任］彭真 著 

 

 

［正题名］幕末明治新聞全集 

［第一责任人］尾佐竹猛著 

［译者］明治文化研究会編 

［出版者］大誠堂 

［出版日期］1935.2 

［附注内容］明治元年より明治 3 年まで 



［附注内容］各巻頭：解題 

［知识责任］尾佐竹猛 著 

 

 

［正题名］ゴーリキーの文学論 

［第一责任人］除村吉太郎，日野守人，和知久夫編 

［出版者］ナウカ社 

［出版日期］1950.9 

［知识责任］除村吉太郎 編 

［知识责任］日野守人 編 

［知识责任］和知久夫 編 

 

 

［正题名］反ファシズム統一戰線の經驗と批判 

［第一责任人］ウィルヘルム·ピーク［著］ 

［译者］社会書房編 

［出版者］社会書房 

［出版日期］1952.1 

［知识责任］Pieck 著 

 

 

［正题名］人民民主主義から社會主義へ 

［第一责任人］エヌ·ファルベロフ［著］ 

［出版地不祥］ 

［出版者］［出版者不祥］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］出版年は文中より 

［附注内容］人民民主主義の發展における新しい諸契機 

［附注内容］人民民主主義チェコスロヴアキアにおける社會·經濟的變革 

［附注内容］社會主義へすすむブルガリア 

［附注内容］研究資料 

［知识责任］Farrberov 著 

 

 

［正题名］歴史潮流不可抗拒 

［第一责任人］北京第二外語学院日語教研組注釋 

［出版者］商務印書館 

［出版日期］1972.5 

［正题名］廿一大先覺記者傳 

［第一责任人］久保田辰彦編 

［出版者］大阪毎日新聞社 

［出版日期］1930.9 

［知识责任］久保田辰彦 編 

 



 

［正题名］北里柴三郎傳 

［第一责任人］宮島幹之助編辑 

［出版者］北里研究所 

［出版日期］1932.8 

［附注内容］年譜：p1-13，業績：p1-24 

［知识责任］宮島幹之助 編辑 

 

 

［正题名］高校日本史 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［出版地不详］c［出版者不详］d［19 ?］ a353pc地図,図d21cm a210v4 0aJPbNIIc20011003 

2aCNbCASS11c20030813 a11bR0002179d210e8f1zxm aR0002179hR0002179 

!!JB8675 

CGRS010D9 円 

［正题名］近代日本軍事史概説 

［第一责任人］小山弘健著 

［出版者］伊藤書店 

［出版日期］1944.6 

［附注内容］幕末明治日本軍事発達史年表(嘉永元年-明治 45 年)：p499-551 

［附注内容］近代日本軍事史文献解説：p553-591 

［知识责任］小山弘健 著 

 

 

［正题名］プロレタリア文化大革命に関する毛主席の指示 

［第一责任人］中国通信社編集部編 

［出版者］中国通信社 

［出版日期］1963.3 

［附注内容］付録毛主席語録の手びき 

 

 

［正题名］プロレタリア文化大革命に関する毛主席の指示（二） 

［第一责任人］中国通信社編集部編 

［出版者］中国通信社 

［出版日期］1963.3 

［附注内容］付「人民日報」等三紙誌社説拔〓 

 

 

［正题名］ソ同盟の偉大な祖国防衛戦争 

［第一责任人］スターリン著 

［译者］清水邦生訳 

［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 209 

［附注内容］ソ同盟国立政治文献出版所編(第 5 版，1946 年)の全訳 

［知识责任］Stalin 著 

［次知识责任］清水邦生 

 

 

［正题名］泥棒日記 

［第一责任人］ジャン·ジュネ［著］ 

［译者］朝吹三吉訳 

［出版者］新潮社 

［出版日期］1972.3 

［丛编题名］新潮文庫 

［丛编题名］シンチョウ ブンコ 赤-119-A 

［知识责任］Genet 著 

［次知识责任］朝吹三吉 訳 

 

 

［正题名］獄中からの手紙 

［第一责任人］ディミトロフ著 

［译者］田島昌夫訳 

［出版者］大月書店 

［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 422 

［知识责任］Dimitrov 著 

［次知识责任］田島昌夫 訳 

 

 

［正题名］經濟白書 

［第一责任人］經濟企画厅編 

［出版者］經濟企画厅 

［出版日期］1976.9 

［正题名］經濟白書 

［第一责任人］經濟企画厅編 

［出版者］經濟企画厅 

［出版日期］1979.9 

［正题名］賃勞動と資本 

［出版者］文線社 

［出版日期］1891.4 

［丛编题名］文線学習文庫 No.1 

 

 



［正题名］論集 

［第一责任人］梅棹忠天，多田道太郎編集 

［出版者］ェツソ·スタン—ダド石油株式会社広部 

［出版日期］1971.10 

［知识责任］梅棹忠天 編集 

［知识责任］多田道太郎 編集 

 

 

［正题名］日本美術大系 

［第一责任人］田中一彦編纂 

［译者］藤懸靜也監修 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1941.2 

［正题名］日本美術略史 

［第一责任人］帝室博物館編 

［出版者］便利堂 

［出版日期］1940.2 

［正题名］帝國陸軍史 

［第一责任人］田邊元二郎，荒川銜次郎合著 

［出版者］帝國軍友會 

［出版日期］1967.12 

［附注内容］目次の比較の結果<BN009736161>とは別書誌 

［知识责任］田邊元二郎 著 

［知识责任］荒川銜次郎 著 

 

 

［正题名］我が時代の歴史 

［第一责任人］フリイドリヒ大王著 

［译者］國防研究会訳 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1942.5 

［丛编题名］戦争叢書 

［丛编题名］センソウ ソウショ 石原莞爾監修 

［知识责任］Frederick II 著 

 

 

［正题名］ローマ古戰論 

［第一责任人］外山卯三郎著 

［出版者］新正堂 

［出版日期］1944.2 

［知识责任］外山卯三郎 著 

 

 

［正题名］新憲法下における刑事訴訟法解説 



［第一责任人］高橋一郎著 

［出版者］近代書房 

［出版日期］1947.5 

［知识责任］高橋一郎 著 

 

 

［正题名］破壊活動防止法解説 

［第一责任人］関之著 

［出版者］新警察社 

［出版日期］1952.7 

［附注内容］附：破壊活動防止法，公安調査庁設置法，公安審査委員会設置法 

［知识责任］関之 著 

 

 

［正题名］鹿地事件 

［第一责任人］鹿地事件対策世話人会編集 

［出版者］鹿地事件対策世話人会 

［出版日期］1962.5 

［正题名］國際聯合憲章 

［第一责任人］朝日新聞欧米部譯 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1946.3 

［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］1947.8 

［正题名］世界政治経済論輯 

［第一责任人］河合俊三編 

［出版者］協同出版社 

［出版日期］1946.5 

［知识责任］河合俊三 編 

 

 

［正题名］平和を希うがゆえに 

［第一责任人］京都大學同學會［編］ 

［出版者］京都大學同學會 

［出版日期］1951.11 

［編］ a 増補版 a 京都 c 京都大學同學會 d1951.11 a38pd18cm1 a 京大天皇事件の眞相

Aキョウダイ テンノウ ジケン ノ シンソウ a323.141v302a京都大学同学会Aキョウトダ

イ ガ ク ド ウ ガ ッ カ イ 4 編  0aJPbNIIc19981020 2aCNbCASS11c20030813 

a11bR0004622d323.141e9f1zxm aR0004622hR0004622 

!!JB8697 
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［正题名］民衆の幸福 



［第一责任人］片山哲著 

［出版者］勞働文化社 

［出版日期］1947.3 

［知识责任］片山哲 著 

 

 

［正题名］五月の七日間 

［第一责任人］フレッチャー·ニーベル，チャールズ·ベイリー著 

［译者］牛田佳夫訳 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1963.11 

［丛编题名］みすず叢書 

［丛编题名］ミスズ ソウショ 

［知识责任］Knebel 著 

［知识责任］Bailey 著 

［次知识责任］牛田佳夫 訳 

 

 

［正题名］追跡者 

［第一责任人］T·フリードマン著 

［译者］龍口直太郎訳 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1961.3 第 2 刷 

［知识责任］Friedman 著 

［次知识责任］龍口直太郎 訳 

 

 

［正题名］日本の大学 

［第一责任人］大久保利謙著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1943.5 

［丛编题名］創元選書 

［丛编题名］ソウゲン センショ 100 

［主题词］大学 

［知识责任］大久保利謙 著 

 

 

［正题名］世界の平和は如何にして來る乎 

［第一责任人］内村鑑三著 

［出版者］羽田書店 

［出版日期］1949.3 

［丛编题名］内村鑑三思想選書 

［丛编题名］ウチムラ カンゾウ シソウ センショ 内村美代子編 1 

［附注内容］背の表示：非戦論篇 



［知识责任］内村鑑三 著 

 

 

［正题名］明治思想史 

［第一责任人］鳥井博郎著 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1953.12 

［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 3 

［主题词］日本思想/歴史/明治時代 

［知识责任］鳥井博郎 著 

 

 

［正题名］世界ノンフィクション全集 

［第一责任人］中野好夫，吉川幸次郎，桑原武夫編集 

［译者］筑摩書房編集部編 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1970.5 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］中野好夫 編集 

［知识责任］吉川幸次郎 編集 

［知识责任］桑原武夫 編集 

 

 

［正题名］續財界太平記 

［第一责任人］白柳秀湖著 

［出版者］沙羅書房 

［出版日期］1947.12-1948.3 

［知识责任］白柳秀湖 著 

 

 

［正题名］福翁自傳 

［第一责任人］時事新報社編辑 

［出版者］時事新報社 

［出版日期］1927.5 

［正题名］别子開坑二百五十年史話 

［第一责任人］平塚正俊編纂 

［出版者］株式會社住友本社 

［出版日期］1941.12 

［知识责任］平塚正俊 編纂 

 

 

［正题名］失業問題研究資料 

［第一责任人］失業問題研究所編 



［出版者］解放社 

［出版日期］1930.12 

［正题名］先駆安藤昌益 

［第一责任人］寺尾五郎著 

［出版者］徳間書店 

［出版日期］1976.2 

［知识责任］寺尾五郎 著 

 

 

［正题名］日本の経済 

［第一责任人］エル·ジマン著 

［译者］太平洋研究會譯 

［出版者］叢文閣 

［出版日期］1935.4 

［丛编题名］日本研究叢書 

［丛编题名］ニホン ケンキュウ ソウショ 1 

［知识责任］ジマンエル 著 

［知识责任］太平洋研究会 譯 

 

 

［正题名］世界文学入門 

［第一责任人］桑原武夫著 

［出版者］新評論社 

［出版日期］1954.4 

［主题词］文学 

［知识责任］桑原武夫 著 

 

 

［正题名］世界を揺るがせた国際事件の十年 

［第一责任人］青柳正美編輯 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1982 

［丛编题名］中央公論 

［丛编题名］チュウオウ コウロン 新年特別号付録 

［附注内容］昭和 57 年新年特別号別冊付録 

 

 

［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］銀行罪悪史 

［第一责任人］遠藤樓外樓著 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1922.12 

［附注内容］子書誌あり 

［知识责任］遠藤麟太郎 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］1940.2 

［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］1939.2 

［正题名］世界の資本主義戰 

［第一责任人］高橋貞樹著 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1925.8 

［知识责任］高橋貞樹 著 

 

 

［正题名］ペルシア人の手紙 

［第一责任人］モンテスキュー著 

［译者］齋田禮門訳 

［出版者］サイレン社 

［出版日期］1936.6 

［知识责任］Montesquieu 著 

［知识责任］斎田礼門 訳 

 

 

［正题名］朝鮮における社會主義的農村問題にかんするテ—ゼについて 

［出版者］朝鮮大学校 

［出版日期］1965.5 

［丛编题名］朝鮮にかんする研究資料 第 12 集 

 

 

［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］1949.1 



［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］日本資本主義發達史 

［第一责任人］豊田四郎著 

［出版者］青木書店 

［出版日期］1952 

［丛编题名］青木文庫 

［丛编题名］アオキ ブンコ 43 

［主题词］資本主義/日本/歴史 

［知识责任］豊田四郎 著 

 

 

［正题名］討伐軍隊記念 

［第一责任人］遠藤克己著作 

［出版者］遠藤寫眞館 

［出版日期］1913.10 

［附注内容］大和綴じ 

［知识责任］遠藤克己 著作 

 

 

［正题名］工場工業の發達 

［第一责任人］山田盛太郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1933.2 

［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 2 部 資本主義發達史 

［主题词］日本/工業/歴史 

［知识责任］山田盛太郎 著 

 

 

［正题名］海舟全集 

［第一责任人］勝安芳著 

［译者］海舟全集刊行會編 

［出版者］改造社 

［出版日期］1928.2 

［知识责任］勝海舟 著 

 

 

［正题名］海舟全集 

［第一责任人］勝安芳著 

［译者］海舟全集刊行會編 

［出版者］改造社 

［出版日期］1928.3 



［知识责任］勝海舟 著 

 

 

［正题名］海舟全集 

［第一责任人］勝安芳著 

［译者］海舟全集刊行會編 

［出版者］改造社 

［出版日期］1928.5 

［知识责任］勝海舟 著 

 

 

［正题名］海舟全集 

［第一责任人］勝安芳著 

［译者］海舟全集刊行會編 

［出版者］改造社 

［出版日期］1927.12 

［知识责任］勝海舟 著 

 

 

［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］1970.7 

［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 

［出版者］国土社 

［出版日期］1956.7 

［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 

［出版者］国土社 

［出版日期］1955.6 

［主题词］日本/教育 

 

 

［正题名］増補六国史 

［第一责任人］佐伯有義校訂標注 



［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1940.3 

［知识责任］佐伯有義 校訂標注 

 

 

［正题名］増補六国史 

［第一责任人］佐伯有義校訂標注 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1940.5 

［知识责任］佐伯有義 校訂標注 

 

 

［正题名］増補六国史 

［第一责任人］佐伯有義校訂標注 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1940.10 

［知识责任］佐伯有義 校訂標注 

 

 

［正题名］増補六国史 

［第一责任人］佐伯有義校訂標注 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1940.6 

［知识责任］佐伯有義 校訂標注 

 

 

［正题名］増補六国史 

［第一责任人］佐伯有義校訂標注 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1941.7 

［知识责任］佐伯有義 校訂標注 

 

 

［正题名］増補六国史 

［第一责任人］佐伯有義校訂標注 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1940.7 

［知识责任］佐伯有義 校訂標注 

 

 

［正题名］増補六国史 

［第一责任人］佐伯有義校訂標注 

［译者］佐伯有義編輯 

［出版者］朝日新聞社 



［出版日期］1941.1 

［知识责任］佐伯有義 校訂標注 

［次知识责任］佐伯有義 編輯 

 

 

［正题名］増補六国史 

［第一责任人］佐伯有義校訂標注 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1941.1 

［知识责任］佐伯有義 校訂標注 

 

 

［正题名］増補六国史 

［第一责任人］佐伯有義校訂標注 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1941.1 

［知识责任］佐伯有義 校訂標注 

 

 

［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］1939.5 

［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］1940.4 

［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］1940.1 

［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］1939.8 

［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］1939.1 

［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］1939.11 

［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 

［出版日期］1982.2 

［附注内容］全 9 册（第 111-149 号） 

［附注内容］135～137 号 昭和 16 年 2-6 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］不二出版 

［出版日期］1982.3 

［附注内容］全 9 册（第 111-149 号） 

［附注内容］132～134 号 昭和 15 年 10 月 16 年 1 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 

［出版日期］1982.3 

［附注内容］全 9 册（第 111-149 号） 

［附注内容］128～131 号 昭和 15 年 5-9 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 

［出版日期］1982.3 

［附注内容］全 9 册（第 111-149 号） 

［附注内容］118～125 号 昭和 14 年 7 月-15 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 

［出版日期］1982.3 

［附注内容］全 9 册（第 111-149 号） 

［附注内容］138～140 号 昭和 16 年 7-10 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 

［出版日期］1982.3 

［附注内容］全 9 册（第 111-149 号） 

［附注内容］141～143 号 昭和 16 年 11 月-17 年 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］不二出版 

［出版日期］1982.3 

［附注内容］全 9 册（第 111-149 号） 

［附注内容］144～149 号 昭和 17 年 7 月-19 年 3 月 

［附注内容］24 以降の出版者：不二出版 

 

 

［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］1958.12 

［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］1959.3 

［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］1959.10 

［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］岩波講座日本歴史 

［第一责任人］家永三郎［ほか］編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.6 

［附注内容］牧製本 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］家永三郎 編集 

 

 

［正题名］岩波講座日本歴史 

［第一责任人］家永三郎［ほか］編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.9 

［附注内容］牧製本 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］家永三郎 編集 

 

 

［正题名］岩波講座日本歴史 

［第一责任人］家永三郎［ほか］編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.5 

［附注内容］牧製本 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］家永三郎 編集 

 

 

［正题名］岩波講座日本歴史 

［第一责任人］家永三郎［ほか］編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.2 

［附注内容］牧製本 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］家永三郎 編集 

 

 

［正题名］岩波講座日本歴史 

［第一责任人］家永三郎［ほか］編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.2 

［附注内容］牧製本 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］家永三郎 編集 



 

 

［正题名］岩波講座日本歴史 

［第一责任人］家永三郎［ほか］編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.12 

［附注内容］牧製本 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］家永三郎 編集 

 

 

［正题名］岩波講座日本歴史 

［第一责任人］家永三郎［ほか］編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.11 

［附注内容］牧製本 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］家永三郎 編集 

 

 

［正题名］岩波講座日本歴史 

［第一责任人］家永三郎［ほか］編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.10 

［附注内容］牧製本 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］家永三郎 編集 

 

 

［正题名］岩波講座日本歴史 

［第一责任人］家永三郎［ほか］編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.5 

［附注内容］牧製本 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］家永三郎 編集 

 

 

［正题名］岩波講座日本歴史 

［第一责任人］家永三郎［ほか］編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.11 

［附注内容］牧製本 

［主题词］日本/歴史 



［知识责任］家永三郎 編集 

 

 

［正题名］岩波講座日本歴史 

［第一责任人］家永三郎［ほか］編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.7 

［附注内容］牧製本 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］家永三郎 編集 

 

 

［正题名］岩波講座日本歴史 

［第一责任人］家永三郎［ほか］編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.4 

［附注内容］牧製本 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］家永三郎 編集 

 

 

［正题名］岩波講座日本歴史 

［第一责任人］家永三郎［ほか］編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.6 

［附注内容］牧製本 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］家永三郎 編集 

 

 

［正题名］岩波講座日本歴史 

［第一责任人］家永三郎［ほか］編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.8 

［附注内容］牧製本 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］家永三郎 編集 

 

 

［正题名］岩波講座日本歴史 

［第一责任人］家永三郎［ほか］編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.12 

［附注内容］牧製本 



［主题词］日本/歴史 

［知识责任］家永三郎 編集 

 

 

［正题名］岩波講座日本歴史 

［第一责任人］家永三郎［ほか］編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1962.10 

［附注内容］牧製本 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］家永三郎 編集 

 

 

［正题名］岩波講座日本歴史 

［第一责任人］家永三郎［ほか］編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.8 

［附注内容］牧製本 

［附注内容］书号 R0004970 的定价为 500 円 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］家永三郎 編集 

 

 

［正题名］岩波講座日本歴史 

［第一责任人］家永三郎［ほか］編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.3 

［附注内容］牧製本 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］家永三郎 編集 

 

 

［正题名］田島佛蘭西語講座 

［正题名］Cours de francais sans maitre par k.Tajima 

［第一责任人］田島清著 

［出版者］白水社 

［出版日期］1934.2 

［知识责任］田島清 著 

 

 

［正题名］田島佛蘭西語講座 

［正题名］Cours de francais sans maitre par k.Tajima 

［第一责任人］田島清著 

［出版者］白水社 



［出版日期］1933.7 

［知识责任］田島清 著 

 

 

［正题名］大和文化 

［第一责任人］小川菊松編纂 

［出版者］誠文堂新光社 

［出版日期］1943.5 

［丛编题名］新修日本文化史大系 

［丛编题名］ニホン ブンカシ タイケイ 第 2 巻 

［知识责任］小川菊松 編纂 

 

 

［正题名］岩波講座日本歴史 

［第一责任人］家永三郎［ほか］編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1963.4 

［附注内容］牧製本 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］家永三郎 編集 

 

 

［正题名］岩波講座日本歴史 

［第一责任人］家永三郎［ほか］編集 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.1 

［附注内容］牧製本 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］家永三郎 編集 

 

 

［正题名］ドキュメント昭和天皇 

［第一责任人］田中伸尚著 

［出版者］緑風出版 

［出版日期］1984.7 

［知识责任］田中伸尚 著 

 

 

［正题名］ドキュメント昭和天皇 

［第一责任人］田中伸尚著 

［出版者］緑風出版 

［出版日期］1985.4 

［知识责任］田中伸尚 著 

 



 

［正题名］ドキュメント昭和天皇 

［第一责任人］田中伸尚著 

［出版者］緑風出版 

［出版日期］1986.1 

［知识责任］田中伸尚 著 

 

 

［正题名］ドキュメント昭和天皇 

［第一责任人］田中伸尚著 

［出版者］緑風出版 

［出版日期］1987.4 

［知识责任］田中伸尚 著 

 

 

［正题名］ドキュメント昭和天皇 

［第一责任人］田中伸尚著 

［出版者］緑風出版 

［出版日期］1988.5 

［知识责任］田中伸尚 著 

 

 

［正题名］ドキュメント昭和天皇 

［第一责任人］田中伸尚著 

［出版者］緑風出版 

［出版日期］1990.10 

［知识责任］田中伸尚 著 

 

 

［正题名］ドキュメント昭和天皇 

［第一责任人］田中伸尚著 

［出版者］緑風出版 

［出版日期］1992.2 

［知识责任］田中伸尚 著 

 

 

［正题名］田島佛蘭西語講座 

［正题名］Cours de francais sans maitre par k.Tajima 

［第一责任人］田島清著 

［出版者］白水社 

［出版日期］1933.10 

［知识责任］田島清 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］1958.11 

［丛编题名］三一新書 

［丛编题名］サンイチ シンショ 154 

［知识责任］五味川純平 著 

 

 

［正题名］トロツキー選集 

［第一责任人］トロツキー著 

［译者］対馬忠行編 

［出版者］現代思潮社 

［出版日期］1961.4 

［知识责任］Trotsky 著 

［次知识责任］対馬忠行 編 

 

 

［正题名］戰後日本革命の性質と日本共産黨の綱領·戰略·戰術について 

［第一责任人］中西篤編 

［出版者］高田書店 

［出版日期］1950.3 

［知识责任］中西篤 編 

 

 

［正题名］アメリカのベトナム侵略 

［第一责任人］日本共産党中央委員会宣伝部編集 

［東京］ 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版者］日本共産党機関紙経営局(発売) 

［出版日期］1965.6 

［丛编题名］時事問題パンフレット 

［丛编题名］ジジ モンダイ パンフレット 第 2 集 

 

 

［正题名］草莽 

［第一责任人］寺尾五郎［著］ 

［東京］ 

［出版者］大孤草莽塾実行委会員 

［出版日期］1994.9 

［知识责任］寺尾五郎 著 

 

 

［正题名］文芸年度賞作品集 



［第一责任人］野間千代三編集 

［出版者］国鉄動力車労働組合本部 

［出版日期］1956 

［知识责任］野間千代三 編集 

 

 

［正题名］唯物史觀と道徳 

［第一责任人］梅本克己著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1949.12 

［主题词］唯物史観 

［知识责任］梅本克己 著 

 

 

［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］1964.7 

［正题名］神話·国家·公民の教育批判 

［第一责任人］日本教職員組合編 

［東京］ 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1968.7 

［東京］c 日本教職員組合 d1968.7 a96pd20cm1 a 小学校教育課程中間報告検討のために A

ショウガッコウ キョウイク カテイ チュウカン ホウコク ケントウ ノ タメ ニ 

a375.082v302a 日 本 教 職 員 組 合 A ニ ホ ン キ ョ ウ シ ョ ク イ ン ク ミ ア イ 4 編 

0aJPbNIIc19990430 2aCNbCASS11c20030814  a11bR0006281d375.082e0f1v :2zxm 

aR0006281hR0006281 

!!JB8795 

CGRS010D220 円 

［正题名］私の昭和史 

［第一责任人］津久井龍雄著 

［出版者］創元社 

［出版日期］1958.4 

［知识责任］津久井龍雄 著 

 

 

［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 

［知识责任］松永昌三 著 

 

 



［正题名］対日講和と今后の労働運動 

［第一责任人］高野実著 

［出版者］外国文化社 

［出版日期］1951.11 

［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］高野実 著 

 

 

［正题名］情報天皇に達せず 

［第一责任人］細川護貞著 

［出版者］同光社磯部書房 

［出版日期］1953.3 

［知识责任］細川護貞 著 

 

 

［正题名］日本のむかしと今 

［第一责任人］文部省著 

［出版者］日本書籍 

［出版日期］1948.12 

［附注内容］昭和 23 年 12 月 25 日 文部省検査済 社会科第 4 学年用 

［附注内容］巻末に折込み年表あり 

 

 

［正题名］日本の唯物論者 

［第一责任人］三枝博音著 

［出版者］英宝社 

［出版日期］1956.6 

［知识责任］三枝博音 著 

 

 

［正题名］萩藩四册御書附 

［第一责任人］山口県文書館編 

［出版者］山口県立山口図書館 

［出版日期］1962.3 

［正题名］現代日本小史 

［第一责任人］矢内原忠雄編 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1952.6 

［附注内容］年表：p299～303 

［知识责任］矢内原忠雄 編 

 

 

［正题名］大日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 



［出版者］東京リプリント出版会 

［出版日期］1967.3 

［附注内容］原本：東京統計協会，1941 年 

 

 

［正题名］大日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 

［出版者］東京リプリント出版会 

［出版日期］1967.4 

［附注内容］原本：東京統計協会，1941 年 

 

 

［正题名］大日本帝国統計年鑑 

［第一责任人］内閣統計局編 

［出版者］東京リプリント出版会 

［出版日期］1967.4 

［附注内容］原本：東京統計協会，1941 年 

 

 

［正题名］マルクス=エンゲルス二卷選集 

［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］1953.2 

［正题名］マルクス=エンゲルス二卷選集 

［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］1953.6 

［正题名］天然資源 

［第一责任人］文部省著 

［出版者］日本書籍 

［出版日期］1948.5 

［丛编题名］社会科 

［丛编题名］シャカイカ 8 

 

 

［正题名］日本の都市 

［第一责任人］文部省著 

［出版者］東京書籍 

［出版日期］1948.11 

［丛编题名］社会科 

［丛编题名］シャカイカ 文部省著 5，中学校第 1 学年用 

［附注内容］昭和 24 年 12 月 20 日 文部省檢査濟 



 

 

［正题名］日本の教師と父母にうったえる 

［第一责任人］日本教職員組合調査部［編］ 

［出版者］日本教職員組合 

［出版日期］1956 

［編］ a[出版地不明]c 日本教職員組合 d1956 a48pc 図版 d22cm1 a 教育の職場を建てな

おすために A キョウイク ノ ショクバ オ タテナオス タメニ 1 a 教職活動実態調査から A

キョウショク カツドウ ジッタイ チョウサ カラ a374.6v302a 日本教職員組合 A ニホン

キ ョ ウ シ ョ ク イ ン ク ミ ア イ 4 編  0aJPbNIIc19990420 2aCNbCASS11c20030814 

a11bR0006277d374.6e1f1zxm aR0006277hR0006277 

!!JB8811 

［正题名］日本民主党の「うれうべき教科書の問題」にたいする抗議書 

［第一责任人］長田新…［等］著 

［出版地不祥］ 

［出版者］［出版者不祥］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］長田新 著 

［知识责任］周郷博 著 

［知识责任］宮原誠一 著 

［知识责任］宗像誠也 著 

 

 

［正题名］明治大正史 

［第一责任人］朝日新聞社，牧野輝智編 

［出版者］朝日新聞社 

［出版日期］1930.12 

［知识责任］牧野輝智 編 

 

 

［正题名］土木県令·三島通庸 

［第一责任人］丸山光太郎著 

［出版者］栃木県出版文化協会 

［出版日期］1979.9 

［附注内容］参考文献：p306-307 

［知识责任］丸山光太郎 著 

 

 

［正题名］昭和三年史 

［第一责任人］年史刊行會編輯部編 

［译者］三宅雪嶺，安部磯雄監修 

［出版者］年史刊行會 

［出版日期］1929.2 

［次知识责任］三宅雪嶺 監修 



［次知识责任］安部磯雄 監修 

 

 

［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］1952.7 

［附注内容］总目次总索引著和年表 

 

 

［正题名］レーニン全集 

［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］1969.10 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

 

 

［正题名］レーニン全集 

［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］1968.11 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

 

 

［正题名］レーニン全集 

［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］1967.9 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

 

 

［正题名］レーニン全集 

［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］1966.3 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

 

 

［正题名］レーニン全集 

［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］1967.4 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

 

 

［正题名］レーニン全集 

［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］1968.6 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

 

 

［正题名］レーニン全集 

［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］1960.5 

［知识责任］LeninVladimir Ilˊich 著 

 

 

［正题名］世界平和主義論 

［第一责任人］吉野作造著 

［出版者］新紀元社 

［出版日期］1948.11 

［丛编题名］吉野作造博士民主主義論集 

［丛编题名］ヨシノ サクゾウ ハクシ ミンシュ シュギ ロンシュウ 吉野作造著 4 

［知识责任］吉野作造 著 

 

 

［正题名］日本農民運動史 

［第一责任人］青木恵一郎著 

［出版者］民主評論社 

［出版日期］1947.11 

［知识责任］青木恵一郎 著 

 

 

［正题名］幕末動亂期の分析 

［第一责任人］石井孝著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1947.12 

［丛编题名］新日本史講座 

［丛编题名］シン ニホンシ コウザ 封建時代後期 



［知识责任］石井孝 著 

 

 

［正题名］百姓一揆論 

［第一责任人］北島正元著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1947.12 

［丛编题名］新日本史講座 

［丛编题名］シン ニホンシ コウザ 封建時代後期 

［知识责任］北島正元 著 

 

 

［正题名］日本風俗史 

［第一责任人］和歌森太郎著 

［出版者］有斐閣 

［出版日期］1958.10 

［附注内容］附索引 

［知识责任］和歌森太郎 著 

 

 

［正题名］日本農民組合運動史 

［第一责任人］黒田壽男，池田恒雄共著 

［出版者］新地書房 

［出版日期］1949.1 

［知识责任］黒田壽男 著 

［知识责任］池田恒雄 著 

 

 

［正题名］力としての文化 

［第一责任人］岸田國士著 

［出版者］河出書房 

［出版日期］1943.11 

［附注内容］裝幀：青山二郎 

［知识责任］岸田国士 著 

 

 

［正题名］南學讀本 

［第一责任人］中島鹿吉著 

［出版者］日新館書店 

［出版日期］1937.6 

［知识责任］中島鹿吉 著 

 

 

［正题名］未刊惻隠餘情 



［第一责任人］中央社会事業協会社会事業研究所［編］ 

［出版者］中央社會事業協會社會事業研究所 

［出版日期］1936.9 

［編］ a 東京 c 中央社會事業協會社會事業研究所 d1936.9 a56pd22cm1 a 未刊惻隠余情 A

ミカン ソクイン ヨジョウ 1 a 惻隠餘情 A ソクイン ヨジョウ 1 a 惻隠余情 A ソクイン ヨ

ジョウ a369.1v302a 中央社会事業協会社会事業研究所 A チュウオウシャカイジギョウキ

ョウカイシャカイジギョウケンキュウジョ4編 0aJPbNIIc20010611 2aCNbCASS11c20030814 

a11bR0004206d369.1e2f1zxm aR0004206hR0004206 

!!JB8832 

CGRS010D4 円 

［正题名］ドイツ·イデオロギー 

［第一责任人］マルクス，エンゲルス遺稿 

［译者］唯物論研究會譯 

［出版者］富士出版社 

［出版日期］1937.5 

［附注内容］ドイツ版監修：アドラツキー 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］Engels 著 

 

 

［正题名］露国及露人研究 

［第一责任人］大庭景秋著 

［出版者］柯公全集刊行会 

［出版日期］1925 

［附注内容］記述は遡及データによる 

［知识责任］大庭景秋 著 

 

 

［正题名］初期議會·條約改正 

［第一责任人］深谷博治著 

［出版者］白揚社 

［出版日期］1940.2 

［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 第 4 冊 

［知识责任］深谷博治 著 

 

 

［正题名］現代法令全集 

［第一责任人］末弘嚴太郎編輯 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1935.10 

［知识责任］末弘厳太郎 編輯 

 

 



［正题名］現代法令全集 

［第一责任人］末弘嚴太郎編輯 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1936.12 

［知识责任］末弘厳太郎 編輯 

 

 

［正题名］講談全集 

［第一责任人］野間清治編纂 

［出版者］大日本雄辯會講談社 

［出版日期］1929.4 

［附注内容］目次項目は背表紙にあり 

［知识责任］野間清治 編纂 

 

 

［正题名］現代日本小史 

［第一责任人］矢内原忠雄編 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1952.4 

［知识责任］矢内原忠雄 編 

 

 

［正题名］日本古代社會 

［第一责任人］三島一，石母田正，藤間生大編修 

［出版者］日本読書購買利用組合 

［出版日期］1947.9 

［丛编题名］讀書組合叢書 

［丛编题名］ドクショ クミアイ ソウショ 1 

［知识责任］三島一 

 

 

［正题名］日本の独占 

［第一责任人］ルキヤノヴァ著 

［译者］新田礼二訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1955.1 

［知识责任］ルキヤノヴァ 著 

［次知识责任］新田礼二 訳 

 

 

［正题名］日本の独占 

［第一责任人］ルキヤノヴァ著 

［译者］新田礼二訳 

［出版者］大月書店 



［出版日期］1955.1 

［知识责任］ルキヤノヴァ 著 

［次知识责任］新田礼二 訳 

 

 

［正题名］アイヌ史資料集 

［第一责任人］河野本道選 

［出版者］北海道出版企画センター 

［出版日期］1980.2 

［附注内容］合本製本 

［附注内容］本卷含 7 册 

［知识责任］河野本道 選 

 

 

［正题名］アイヌ史資料集 

［第一责任人］河野本道選 

［出版者］北海道出版企画センター 

［出版日期］1981.8 

［附注内容］合本製本 

［附注内容］本书含 7 册 

［知识责任］河野本道 著 

 

 

［正题名］アイヌ史資料集 

［第一责任人］河野本道選 

［出版者］北海道出版企画センター 

［出版日期］1980.2 

［附注内容］合本製本 

［附注内容］本卷含 6 册 

［知识责任］河野本道 選 

 

 

［正题名］アイヌ史資料集 

［第一责任人］河野本道選 

［出版者］北海道出版企画センター 

［出版日期］1980.7 

［附注内容］合本製本 

［附注内容］本卷含 6 册 

［知识责任］河野本道 選 

 

 

［正题名］アイヌ史資料集 

［第一责任人］河野本道選 

［出版者］北海道出版企画センター 



［出版日期］1980.11 

［附注内容］合本製本 

［附注内容］本卷含 7 册 

［知识责任］河野本道 選 

 

 

［正题名］アイヌ史資料集 

［第一责任人］河野本道選 

［出版者］北海道出版企画センター 

［出版日期］1980.7 

［附注内容］合本製本 

［附注内容］本卷含 7 册 

［知识责任］河野本道 選 

 

 

［正题名］アイヌ史資料集 

［第一责任人］河野本道選 

［出版者］北海道出版企画センター 

［出版日期］1980.11 

［附注内容］合本製本 

［附注内容］本卷含 8 册 

［知识责任］河野本道 選 

 

 

［正题名］アイヌ史資料集 

［第一责任人］河野本道選 

［出版者］北海道出版企画センター 

［出版日期］1981.4 

［附注内容］合本製本 

［附注内容］本卷含 4 册 

［知识责任］河野本道 選 

 

 

［正题名］学会七年の歩み 

［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］1958.6 

［附注内容］遡及による流用入力 

 

 

［正题名］「アジア得生産様式」に就いて 

［第一责任人］ソヴェ—ト·マルクス主義東洋學者協會編纂 

［出版者］白揚社出版 

［出版日期］1933.4 



［正题名］民族心理ょり見たる政治得社會奥付 

［第一责任人］ヴィルヘルム·ヴント原著 

［译者］平野義太郎譯 

［出版者］日本評論社 

［出版日期］1938.12 

［知识责任］ヴント 原著 

［次知识责任］平野義太郎 譯 

 

 

［正题名］ル—ズヴェルトとホプキンズ 

［第一责任人］ロバ—ト·シセ—ゥツド［著］ 

［译者］村上光彦譯 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1957.9 

［丛编题名］現代史大系 6 

［知识责任］シセ—ゥツド 著 

［次知识责任］村上光彦 譯 

 

 

［正题名］ル—ズヴェルトとホプキンズ 

［第一责任人］ロバ—ト·シセ—ゥツド［著］ 

［译者］村上光彦譯 

［出版者］みすず書房 

［出版日期］1957.4 

［丛编题名］現代史大系 5 

［知识责任］シセ—ゥツド 著 

［次知识责任］村上光彦 譯 

 

 

［正题名］歴史思想集 

［第一责任人］丸山真男編 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1972.11 

［丛编题名］日本の思想 

［丛编题名］ニホン ノ シソウ 6 

［附注内容］参考文献：p492-495 

［主题词］日本思想 

［知识责任］丸山真男 編 

 

 

［正题名］日本哲學思想全書 

［第一责任人］三枝博音編 

［出版者］平凡社 

［出版日期］1985.11 



［知识责任］三枝博音 編 

 

 

［正题名］情報天皇に達せず 

［第一责任人］細川護貞著 

［出版者］同光社磯部書房 

［出版日期］1953.2 

［知识责任］細川護貞 著 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美編 

［出版者］國史大系刊行會 

［出版者］吉川弘文館 

［出版者］日用書房 

［出版日期］1936.3 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美編 

［出版者］國史大系刊行會 

［出版者］吉川弘文館 

［出版者］日用書房 

［出版日期］1936.10 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美編 

［出版者］國史大系刊行會 

［出版者］吉川弘文館 

［出版者］日用書房 

［出版日期］1937.8 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美編 

［出版者］國史大系刊行會 

［出版者］吉川弘文館 

［出版者］日用書房 

［出版日期］1937.10 

［知识责任］黒板勝美 編 



 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美編 

［出版者］國史大系刊行會 

［出版者］吉川弘文館 

［出版者］日用書房 

［出版日期］1935.10 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美編 

［出版者］國史大系刊行會 

［出版者］吉川弘文館 

［出版者］日用書房 

［出版日期］1936.10 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美編 

［出版者］國史大系刊行會 

［出版者］吉川弘文館 

［出版者］日用書房 

［出版日期］1937.4 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美編 

［出版者］國史大系刊行會 

［出版者］吉川弘文館 

［出版者］日用書房 

［出版日期］1937.6 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美編 

［出版者］國史大系刊行會 

［出版者］吉川弘文館 

［出版者］日用書房 

［出版日期］1936.8 



［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］國史大系 

［第一责任人］黒板勝美編 

［出版者］國史大系刊行會 

［出版者］吉川弘文館 

［出版者］日用書房 

［出版日期］1936.11 

［知识责任］黒板勝美 編 

 

 

［正题名］色丹の女 

［第一责任人］傳法谷英丸著 

［出版者］專人社 

［出版日期］1971.6 

［知识责任］傳法谷英丸 著 

 

 

［正题名］我れアイヌ、自然に起つ 

［第一责任人］橋根直彦著 

［出版者］新泉社 

［出版日期］1974.9 

［知识责任］橋根直彦 著 

 

 

［正题名］燒きすてられた日の丸 

［第一责任人］知花昌一著 

［出版者］新泉社 

［出版日期］1988.12 第 2 刷 

［知识责任］知花昌一 著 

 

 

［正题名］新繪本太閤記 

［第一责任人］清水崑著 

［出版者］垂水書房 

［出版日期］1959.6 

［知识责任］清水崑 著 

 

 

［正题名］伯爵山本権兵衛傳 

［第一责任人］故伯爵山本海軍大将傳記編纂会編 

［出版者］山本清 

［出版日期］1938.1 



［正题名］ベトナムを告発する 

［第一责任人］民主ヵンボジア外務省編 

［译者］日本ヵンボジア友好協會監譯 

［出版者］社会思想社 

［出版日期］1979.5 

［正题名］日本人民の「北方領土」返還要求閗争とソ連霸權主義反対 

［第一责任人］細井敬三著 

［出版者］労農通信社 

［出版日期］1977.6 

［知识责任］細井敬三 著 

 

 

［正题名］法学部ガイドブツク 

［第一责任人］爱知大学法学部編集 

［出版者］三愛大學 

［出版日期］1989.3 

［正题名］千島は訴ぇる 

［第一责任人］山県泰三著 

［出版者］日本教文社 

［出版日期］1973.12 

［知识责任］山県泰三 著 

 

 

［正题名］天皇と自衛隊の現在を読む 

［第一责任人］小西誠著 

［出版者］社会批评社 

［出版者］新泉社 

［出版日期］1990.9 

［知识责任］小西誠 著 

 

 

［正题名］残された戦後·南千島 

［第一责任人］近藤守之著 

［出版者］飯塚書房 

［出版日期］1974.2 

［知识责任］近藤守之 著 

 

 

［正题名］アジア·アフリヵ·ラテン-アメリヵ概論 

［第一责任人］蠟山芳郎著 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1971.7 

［丛编题名］叢書現代のァジァ·ァフリヵ 1 

［知识责任］蠟山芳郎 著 



 

 

［正题名］世界平和主義論 

［第一责任人］吉野作造著 

［出版者］新紀元社 

［出版日期］1948.11 

［丛编题名］吉野作造博士民主主義論集 

［丛编题名］ヨシノ サクゾウ ハクシ ミンシュ シュギ ロンシュウ 吉野作造著 1 

［知识责任］吉野作造 著 

 

 

［正题名］國史爲真大集成 

［第一责任人］永江維章編輯 

［出版者］鄉土史料冩真社 

［出版日期］1937.10 

［附注内容］本书有 49 本小册 

［知识责任］永江維章 編輯 

 

 

［正题名］校内所藏史料目録 

［第一责任人］大阪府立北野高等学校校史編纂委員會編 

［出版者］大阪府立北野高等科校校史編纂委員會 

［出版日期］1968.3 

［丛编题名］校史史料集 第 1 分册 

 

 

［正题名］校内所藏文書目録（追加）その他 

［第一责任人］大阪府立北野高等学校校史編纂委員會編 

［出版者］大阪府立北野高等科校校史編纂委員會 

［出版日期］1969.3 

［丛编题名］校史史料集 第 3 分册 

 

 

［正题名］学校日誌 

［第一责任人］大阪府立北野高等学校校史編纂委員會編 

［出版者］大阪府立北野高等科校校史編纂委員會 

［出版日期］1969.3 

［丛编题名］校史史料集 第 2 分册 

 

 

［正题名］「大阪尋常中学校校友会報告」总目録 

［第一责任人］大阪府立北野高等学校校史編纂委員會編 

［出版者］大阪府立北野高等科校校史編纂委員會 

［出版日期］1969.3 



［丛编题名］校史史料集 第 4 分册 

 

 

［正题名］平和に關する資料 

［第一责任人］民主主義科學者協會札幌支部［編］ 

［出版地不详］ 

［出版者］民主主義科學者協會札幌支部 

［出版日期］［19 ?］ 

［編］ a［出版地不详］c 民主主義科學者協會札幌支部 d［19 ?］ a12pd17cm a319.9v302a

民主主義科學者協會札幌支部 4 編  0aCNbCASS11c20030815 2aCNbCASS11c20030815 

a11bR0009764d319.9e7f1zxm aR0009764hR0009764 

!!JB8887 

［正题名］三·一独立運動資料集 

［第一责任人］法政大学歷史学研究會編 

［出版者］島田孔版社 

［出版日期］1958.5 

［丛编题名］資料シリ—ズ No2 

 

 

［正题名］日本の内乱·一八七七年 

［第一责任人］齊藤明著 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1972.4 

［知识责任］齊藤明 著 

 

 

［正题名］皇族軍人の誕生 

［第一责任人］坂本悠一［著］ 

［译者］岩井忠熊先生退職記念論文集刊行会編 

［出版者］柏書房株式會社 

［出版日期］1988.5 

［知识责任］坂本悠一 著 

［次知识责任］岩井忠熊先生退職記念論文集刊行会 編 

 

 

［正题名］高杉晋作の活躍の基盤 

［第一责任人］小林茂［著］ 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］小林茂 著 

 

 



［正题名］農村の婦人 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［丛编题名］岩波冩真文庫 121 

 

 

［正题名］図説天皇の即位礼と大嘗祭 

［出版者］新人物往来社 

［出版日期］1988.11 

［附注内容］昭和の天皇の御大典の全貌を再現 

 

 

［正题名］風俗書報臨時增刊沖縄風俗圖繪 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1954 

［附注内容］明治十十九年六月二十八日发行 

 

 

［正题名］看護婦 

［第一责任人］片岡(上日，下舛)，富岡次郎，園部逸夫著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1961.3 

［丛编题名］三一新書 290 

［知识责任］片岡(上日，下舛) 著 

［知识责任］富岡次郎 著 

［知识责任］園部逸夫 著 

 

 

［正题名］彩霞 

［第一责任人］浩然著 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1974 

［知识责任］浩然 著 

 

 

［正题名］海河 

［第一责任人］河津著 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1974 

［知识责任］河津 著 

 

 



［正题名］世界經濟年報 

［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］1932.4 

［附注内容］本书包括 13-16 

［知识责任］Varga 著 

 

 

［正题名］世界經濟年報 

［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］1931.4 

［附注内容］本书包括 9-12 

［知识责任］Varga 著 

 

 

［正题名］世界經濟年報 

［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］1933.4 

［附注内容］本书包括 17-20 

［知识责任］Varga 著 

 

 

［正题名］日本銀行 

［第一责任人］吉野俊彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.5 

［丛编题名］岩波新書 青版 486 

［知识责任］吉野俊彦 著 

 

 

［正题名］鋼の時代 

［第一责任人］中(氵尺)護人著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1964.1 

［丛编题名］岩波新書 511 

［知识责任］中(氵尺)護人 著 

 

 

［正题名］白水社和佛辭典 



［第一责任人］丸山順太郎編 

［出版者］白水社 

［出版日期］1939.3 

［知识责任］丸山順太郎 編 

 

 

［正题名］佛語動詞の研究 

［第一责任人］關根秀雄著 

［出版者］佛語研究社 

［出版日期］1927.5 

［知识责任］關根秀雄 著 

 

 

［正题名］日本共産党第 12 回大会决定集 

［第一责任人］日本共産党中央委員会出版局［編］ 

［出版者］日本共産党中央委員会出版局 

［出版日期］1973.12 

［編］ a 東京 c 日本共産党中央委員会出版局 d1973.12 a135pd27cm1 a 日本共産党第十

二回大会决定集 a315.1v302a 日本共産党中央委員会出版局 4 編 0aCNbCASS11c20030818 

a11bR0009850d315.1e68f1zxm aR0009850hR0009850 

!!JB8905 

CGRS010D1300 円 

［正题名］ショ--は終つテンノ -- 

［第一责任人］貝原浩偏画 

［出版者］社會評論社 

［出版日期］1988.10 

［知识责任］貝原浩 偏画 

 

 

［正题名］粟津潔デザイン図绘 

［第一责任人］粟津潔著 

［出版者］田畑書店 

［出版日期］1970.10 

［知识责任］粟津潔 著 

 

 

［正题名］土佐路のはなし 

［第一责任人］NHK 高知放送局編 

［高知］ 

［出版者］NHK 高知放送局 

［出版日期］1965.5 

［主题词］高知県/地誌 

 

 



［正题名］日本共产党の組織破壞と閗ぅ動勞 

［第一责任人］國铁動力車勞動組合［編］ 

［出版者］國铁動力車勞動組合 

［出版日期］1974.1 

［編］ a東京c國铁動力車勞動組合d1974.1 a30pd24cm1 aその真相と訴え a315.1v302a

國 铁 動 力 車 勞 動 組 合 4 編  0aCNbCASS11c20030818  a11bR0009854d315.1e69f1zxm 

aR0009854hR0009854 

!!JB8909 

CGRS010D 非壳品円 

［正题名］部落差别と旃陀羅 

［第一责任人］林久朗編 

［東京］ 

［出版者］［明輝堂］ 

［出版日期］1976.3 

［知识责任］林久朗 編 

 

 

［正题名］マセコフスキ--詩集 

［第一责任人］草鹿外吉譯編 

［出版者］飯塚書店 

［出版日期］1977.5 

［知识责任］草鹿外吉 譯編 

 

 

［正题名］圖書総目録 

［第一责任人］ 見俊二編辑 

［出版者］ 見文庫 

［出版日期］1970.8 

［知识责任］ 見俊二 編辑 

 

 

［正题名］魯齊亞國睡夢谈 

［第一责任人］アジセ民族研究所編 

［出版者］東洋圖書出版社所 

［出版日期］1961.5 

［正题名］兆民文集 

［第一责任人］中江兆民著 

［出版者］日高有倫堂 

［出版日期］1909 

［知识责任］中江兆民 著 

 

 

［正题名］勝海舟 

［第一责任人］松浦玲著 



［出版者］中央公論社 

［出版日期］1968.4 

［丛编题名］中公新書 158 

［知识责任］松浦玲 著 

 

 

［正题名］幕末明治新聞全集 

［第一责任人］尾佐竹猛著 

［译者］明治文化研究会編 

［出版者］大誠堂 

［出版日期］1934.12 

［附注内容］明治元年より明治 3 年まで 

［附注内容］各巻頭：解題 

［知识责任］尾佐竹猛 著 

 

 

［正题名］幕末明治新聞全集 

［第一责任人］尾佐竹猛著 

［译者］明治文化研究会編 

［出版者］大誠堂 

［出版日期］1934.11 

［附注内容］明治元年より明治 3 年まで 

［附注内容］各巻頭：解題 

［知识责任］尾佐竹猛 著 

 

 

［正题名］幕末明治新聞全集 

［第一责任人］尾佐竹猛著 

［译者］明治文化研究会編 

［出版者］大誠堂 

［出版日期］1935.1 

［附注内容］明治元年より明治 3 年まで 

［附注内容］各巻頭：解題 

［知识责任］尾佐竹猛 著 

 

 

［正题名］幕末明治新聞全集 

［第一责任人］尾佐竹猛著 

［译者］明治文化研究会編 

［出版者］大誠堂 

［出版日期］1935.10 

［附注内容］明治元年より明治 3 年まで 

［附注内容］各巻頭：解題 

［知识责任］尾佐竹猛 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］1939.4 

［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］1938.11 

［正题名］舊新約聖書 

［第一责任人］日本聖書協會［編］ 

［出版者］日本聖書協會 

［出版日期］1937.1 

［編］ a 東京 c 日本聖書協會 d1937.1 a403pc 地圖 d15cm a193.6v302a 日本聖書協會 4

編 0aCNbCASS11c20030818 a11bR0009860d193.6e1f1zxm aR0009860hR0009860 

!!JB8922 

CGRS010D450 円 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］北島正元著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1966.7 

［附注内容］折り込図 1 枚 

［附注内容］年表：p510-513 

［知识责任］北島正元 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［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］1967.6 

［知识责任］竹内理三 

［知识责任］永原慶二 責任編集 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］永原慶二著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1965.11 

［附注内容］年表：p494-497 

［附注内容］折り込み図 1 枚 

［主题词］日本/歴史/室町時代 

［知识责任］永原慶二 著 

 



 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］林屋辰三郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1966.1 

［附注内容］年表：p512-515 

［附注内容］折り込み図 1 枚 

［知识责任］林屋辰三郎 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］今井清一著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1966.12 

［附注内容］折り込図 1 枚 

［附注内容］年表：p500-503 

［知识责任］今井清一 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［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］1967.8 

［知识责任］小西四郎 編集 

［知识责任］林茂 編集 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］奈良本辰也著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1966.6 

［附注内容］折り込図 1 枚 

［附注内容］年表：p468-471 

［知识责任］奈良本辰也 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］岩生成一著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1966.3 

［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］日本の歴史 

［第一责任人］児玉幸多著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1966.5 

［附注内容］年表：p478-481 

［知识责任］児玉幸多 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［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］1967.9 

［知识责任］児玉幸多 責任編集 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］佐々木潤之介著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1966.4 

［附注内容］年表：p476-479 

［知识责任］佐々木潤之介 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］隅谷三喜男著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1966.11 

［附注内容］年表：p466-469 折り込み図 1 枚 

［知识责任］隅谷三喜男 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］林茂著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1967.2 

［主题词］太平洋戦争 

［知识责任］林茂 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］黒田俊雄著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1965.9 



［附注内容］折り込図 1 枚 

［主题词］元寇 

［知识责任］黒田俊雄 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［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］1967.7 

［知识责任］児玉幸多 責任編集 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］辻達也著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1966.2 

［附注内容］年表：p488-491 

［附注内容］折り込み図 1 枚 

［知识责任］辻達也 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］青木和夫著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1965.4 

［附注内容］付：主要人物年表(巻末折り込) 

［附注内容］年表：p[496]-[499] 

［知识责任］青木和夫 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］竹内理三著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1965.7 

［附注内容］折り込図 1 枚 

［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］日本の歴史 

［第一责任人］石井進著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1965.8 



［附注内容］折り込図 1 枚 

［知识责任］石井進 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］小西四郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1966.8 

［附注内容］折り込図 1 枚 

［附注内容］年表：p500-503 

［知识责任］小西四郎 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1966.9 

［附注内容］折り込図 1 枚 

［附注内容］年表：p452-455 

［主题词］明治維新 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］土田直鎮著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1965.6 

［附注内容］折り込図 1 枚 

［主题词］日本/歴史/平安時代 

［知识责任］土田直鎭 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］色川大吉著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1966.10 

［附注内容］折り込み地図 1 枚 

［知识责任］色川大吉 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］杉山博著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1965.12 



［附注内容］武田信玄の肖像あり 

［附注内容］年表：p494-497 

［知识责任］杉山博 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］佐藤進一著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1965.10 

［知识责任］佐藤進一 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］大内力著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1967.1 

［附注内容］折り込図 1 枚 

［主题词］満州事変 

［知识责任］大内力 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］北山茂夫著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1965.5 

［附注内容］折り込図 1 枚 

［附注内容］年表：p[499]-[503] 

［知识责任］北山茂夫 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］直木孝次郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1965.3 

［附注内容］折り込図 1 枚 

［附注内容］年表：p[414]-[417] 

［知识责任］直木孝次郎 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］井上光貞著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1965.2 

［附注内容］折り込み 1 枚 



［知识责任］井上光貞 著 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1959.1 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］岡田章雄 編 

［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1959.3 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］岡田章雄 編 

［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1959.4 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］岡田章雄 編 

［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1962.10 第 16 刷 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］岡田章雄 編 

［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］日本の歴史 



［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1963.2 第 15 刷 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］岡田章雄 編 

［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1963.2 第 15 刷 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］岡田章雄 編 

［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1963.2 第 14 刷 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］岡田章雄 編 

［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1963.2 第 14 刷 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］岡田章雄 編 

［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1963.2 第 13 刷 

［主题词］日本/歴史 



［知识责任］岡田章雄 編 

［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1963.2 第 14 刷 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］岡田章雄 編 

［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1963.2 第 13 刷 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］岡田章雄 編 

［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［正题名］日本の歴史 

［第一责任人］岡田章雄，豊田武，和歌森太郎編 

［出版者］読売新聞社 

［出版日期］1962.10 第 10 刷 

［主题词］日本/歴史 

［知识责任］岡田章雄 編 

［知识责任］豊田武 編 

［知识责任］和歌森太郎 編 

 

 

［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］1964.1 

［附注内容］书号 R0001923 为 1963.12 发行 

［主题词］国際共産主義 

 

 

［正题名］労働統計要覧 



［第一责任人］内閣統計局［編］ 

［出版者］内閣統計局 

［出版日期］1928.3 

［編］ a 東京 c 内閣統計局 d1928.3 a341pc 圖 d22cm a366.059v302a 内閣統計局 A ナイ

カ ク ト ウ ケ イ キ ョ ク 4 編  0aJPbNIIc19951020 2aCNbCASS11c20030807 

a11bR0002237d366.059e3f1v :3zxm aR0002237hR0002237 

!!JB8965 

CGRS010D 非賣品 

［正题名］伯爵山本権兵衛傳 

［第一责任人］故伯爵山本海軍大将傳記編纂会編 

［出版者］山本清 

［出版日期］1938.1 

［正题名］運動方針書 

［第一责任人］来住宗治編集 

［译者］國铁動力車勞動組合［編］ 

［出版者］市民文化センタ-- 

［出版日期］1978.8 

［知识责任］来住宗治 編集 

 

 

［正题名］封建時代後期の武士の生活 

［第一责任人］伊東多三郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1953.6 

［丛编题名］新日本史講座 

［丛编题名］シン ニホンシ コウザ 封建時代後期 

［知识责任］伊東多三郎 著 

 

 

［正题名］封建時代後期の宗教 

［第一责任人］阿部眞琴著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1953.6 

［丛编题名］新日本史講座 

［丛编题名］シン ニホンシ コウザ 封建時代後期 

［知识责任］阿部真琴 著 

 

 

［正题名］經濟恐慌 

［第一责任人］大島清著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1953.6 

［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］大島清 著 

 

 

［正题名］資本主義時代の産業經濟 

［第一责任人］宮本又次著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1954.3 

［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］宮本又次 著 

 

 

［正题名］自由民權運動 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1951.12 

［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］井上清 著 

 

 

［正题名］資本主義時代の宗教 

［第一责任人］圭室諦成著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1954.3 

［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］圭室諦成 著 

 

 

［正题名］國家資本及び國家獨占資本主義の發達 

［第一责任人］安藤良雄著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1954.3 

［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］安藤良雄 著 

 

 

［正题名］資本主義時代の文化 

［第一责任人］進士慶幹著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1954.3 

［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］進士慶幹 著 

 

 

［正题名］明治憲法の成立 

［第一责任人］上杉重二郎 著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1953.6 

［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 

［附注内容］书号 R0003436 为 1948.11 月发行 

［知识责任］上杉重二郎 著 

 

 

［正题名］金融資本 

［第一责任人］加藤俊彦著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1953.6 

［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］加藤俊彦 著 

 

 

［正题名］天皇制絶對主義の確立 

［第一责任人］服部之總著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1953.4 

［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 

［附注内容］书号 R0003437 为 1948.3 月发行 

［知识责任］服部之総 著 

 

 

［正题名］議會政治の發展 

［第一责任人］上杉重二郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1953.6 

［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 

［附注内容］书号 R0003434 为 1949.12 月发行 

［知识责任］上杉重二郎 著 

 

 

［正题名］天皇制絶對主義の發展 



［第一责任人］井上清著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1953.12 

［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］井上清 著 

 

 

［正题名］資本主義時代の社會思想 

［第一责任人］鳥井博郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1954.3 

［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］鳥井博郎 著 

 

 

［正题名］日本帝國主義の發展 

［第一责任人］江口朴郎著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1954.3 

［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］江口朴郎 著 

 

 

［正题名］桂久武日記と西鄉隆盛 

［第一责任人］村野守治［著］ 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］村野守治 著 

 

 

［正题名］明治維新と西鄉隆盛 

［第一责任人］井上清［著］ 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］西鄉家の女性たち 

［第一责任人］村野守治［著］ 



［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］村野守治 著 

 

 

［正题名］在日朝鲜人の人權と《日韓條約》 

［第一责任人］在日朝鲜人の人權を守る会編集 

［出版者］在日朝鲜人の人權を守る会 

［出版日期］1965.11 

［正题名］とり返せ北方領土 

［出版者］北方領土返還東京促進会 

［出版日期］［19 ?］ 

［19 ?］ a56pd19cm a211.9v3 0aCNbCASS11c20030819 a11bR0009894d211.9e5f1zxm 

aR0009894hR0009894 

!!JB8987 

CGRS010D120 円 

［正题名］北方領土問題とは何か 

［第一责任人］中日黨員全國連絡協議會編 

［出版者］中日黨員全國連絡協議會 

［出版日期］1976.3 

［丛编题名］学習シリ-ズ No2 

 

 

［正题名］北方領土の返還を求ぁて 

［出版者］財团法人北方領土返還祈念シンボル像建設協會 

［出版日期］1982.8 

［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］1980.3 

［編］ a 東京 c 外務省情報文化局 d1980.3 a61,14pd21cm a 千島 A チシマ a 樺太 A カ

ラフト a 日本 A ニホン x 外国関係 x ロシア x 歴史 z 昭和時代 a319.1038v302a 外務省情

報文化局 A ガイムショウジョウホウブンカキョク 4[編 ] 0aJPbNIIc20030207 

2aCNbCASS11c20030819 a11bR0009897d211.9e8f1zxm aR0009897hR0009897 

!!JB8990 

［正题名］北方領土 

［出版者］外務省情報文化局 

［出版日期］1961.12 

［丛编题名］世界の動き 特集 15 

 

 

［正题名］北方領土の現狀 

［第一责任人］北越荣三編集 



［出版者］北方領土(火帚)復期成同盟 

［出版日期］1967.1 

［丛编题名］北方領土シリ-ズ 第四号 

［知识责任］北越荣三 編集 

 

 

［正题名］北方領土 

［第一责任人］北方領土問題対策協会［編］ 

［出版者］北方領土問題対策協会 

［出版日期］1970.3 

［編］ a 東京 c 北方領土問題対策協会 d1970.3 a84pc 図,地図 d21cm1 a 青少年よみもの

e 北方領土 A セイショウネン ヨミモノ a291.1v302a 北方領土問題対策協会 A ホッポウリ

ョウドモンダイタイサクキョウカイ 4 編 0aJPbNIIc19980626 2aCNbCASS11c20030819 

a11bR0009900d211.9e11f1zxm aR0009900hR0009900 

!!JB8993 

［正题名］北方領土復帰に関する主張 

［第一责任人］北方領土復帰期成同盟［編］ 

［出版者］北方領土復帚期成同盟 

［出版日期］1970.3 

［編］ a 東京 c 北方領土復帚期成同盟 d1970.3 a45pc 圖 d20cm a211.9v302a 北方領土

復 帰 期 成 同 盟 4 編  0aCNbCASS11c20030819  a11bR0009901d211.9e12f1zxm 

aR0009901hR0009901 

!!JB8994 

［正题名］差别をなくそう 

［第一责任人］须坂市公民館編集責任 

［出版者］長野県須坂市公民館 

［出版日期］1965.3 

［正题名］即位式と大嘗祭 

［第一责任人］真弓常忠［著］ 

［出版者］皇学館大学出版社 

［出版日期］1987.4 

［丛编题名］皇學館大學講演叢書 第五十六輯 

［知识责任］真弓常忠 著 

 

 

［正题名］部落解放「特别措置法」具体化要求「同対審」答申完全実施要求国民運動方針 

［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］1939.7 第 2 刷 

［丛编题名］部落解放同盟教宣シリ-ズ No.2 

 

 

［正题名］警察官職務執行法の改正が 

［出版地不详］ 



［出版者］日本社会党 

［出版日期］1958310 

［出版地不详］c 日本社会党 d1958310 a15pd18cm1 a 実現すれぼどうなるか a 警察国家

く の 道  a317.72v3 0aCNbCASS11c20030819  a11bR0009916d317.72e2f1zxm 

aR0009916hR0009916 

!!JB8998 

［正题名］警察官職務執行法改正問題 

［第一责任人］京都得区憲法擁護教授懇會…［等］編集 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1958.10 

［丛编题名］討論資料 第一集 

 

 

［正题名］國民常識破防法早わかり問答 

［第一责任人］公安調査廳［編］ 

［東京］ 

［出版者］公安調査廳 

［出版日期］［19 ?］ 

［編］ a［東京］c 公安調査廳 d［19 ?］ a30pd18cm1 a 破防法早わかり問答 a317.7v302a

公 安 調 査 廳 4 編  0aCNbCASS11c20030819  a11bR0009918d317.7e16f1zxm 

aR0009918hR0009918 

!!JB9000 

CGRS010D50 円 

［正题名］国家活動のすベての分野で自主，自立，自衛の革命精神をいつそう徹底的に具

現しょう 

［第一责任人］金日成［著］ 

［出版者］中央常任委員会 

［出版日期］1967.12 

［知识责任］金日成 著 

 

 

［正题名］なぜ警察官職務執行法を改正するのか 

［出版地不详］ 

［出版者］警察厅 

［出版日期］1958.10 

［出版地不详］ c 警察厅 d1958.10  a22pd20cm  a317.22v3 0aCNbCASS11c20030819 

a11bR0009920d317.22e0f1zxm aR0009920hR0009920 

!!JB9002 

CGRS010D60 円 

［正题名］国際法から見た北方領土の問題 

［第一责任人］田村幸策述 

［出版者］南方同胞援護会 

［出版日期］1961.10 



［知识责任］田村幸策 述 

 

 

［正题名］九州改進党覺え書 

［第一责任人］水野公寿著 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1970.9 

［知识责任］水野公寿 著 

 

 

［正题名］天皇制立憲主義論 

［第一责任人］江口圭一著 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1995.4 

［附注内容］『日本国家の史得特質』近世·近代 

［知识责任］江口圭一 著 

 

 

［正题名］千島問題と國際正義 

［出版者］日本共産黨中央委員会出版局 

［出版日期］1977.6 

［正题名］京都得方労働連動史 

［第一责任人］渡部徹編著 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］渡部徹 編著 

 

 

［正题名］南朝鮮人民の反フアツショ民主化閗争 

［出版者］中央常任委員会 

［出版日期］1980.6 

［丛编题名］朝鮮問題資料シリ-ズ 第 65 集 

 

 

［正题名］ギリシア·ラテン引用語辭典 

［第一责任人］田中秀央，落合太郎編著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1937.10 

［知识责任］田中秀央 編著 

［知识责任］落合太郎 編著 

 



 

［正题名］新獨逸語文法教程 

［第一责任人］關口存男編 

［出版者］三省堂 

［出版日期］1954.6 

［知识责任］關口存男 編 

 

 

［正题名］政治經濟佛蘭西讀書方法 

［第一责任人］木下半治著 

［出版者］白水社版 

［出版日期］1934.1 

［附注内容］附录 

［知识责任］木下半治 著 

 

 

［正题名］ムルクス主義と現代 

［第一责任人］藤木進治著 

［出版者］せりか書房 

［出版日期］1968.12 

［知识责任］藤木進治 著 

 

 

［正题名］辯證法の探究 

［第一责任人］加藤正著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1949.7 

［知识责任］加藤正 著 

 

 

［正题名］明治時代の社會問題 

［第一责任人］嘉治隆一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1934.10 

［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 13 回配本 8 

［知识责任］嘉治隆一 著 

 

 

［正题名］日本資本主義発達史講座 

［第一责任人］大塚金之助…［等］編輯 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1932-1933 



［附注内容］***記述は遡及データによる 

［知识责任］大塚金之助 編輯 

［知识责任］野吕榮太郎 編輯 

［知识责任］平野義太郎 編輯 

［知识责任］山田盛太郎 編輯 

 

 

［正题名］川俣地方羽二重機業発達史 

［第一责任人］庄司吉之助著 

［出版者］岩瀬書店 

［出版日期］1953.9 

［知识责任］庄司吉之助 著 

 

 

［正题名］北方領土ハンドブツク 

［第一责任人］北方領土問題対策協会［編］ 

［出版者］北方領土問題対策協会 

［出版日期］1973.11 

［編］ a 東京 c 北方領土問題対策協会 d1973.11 a36pc 圖 d18cm a211.9v302a 北方領土

問 題 対 策 協 会 4 編  0aCNbCASS11c20030820  a11bR0009932d211.9e15f1zxm 

aR0009932hR0009932 

!!JB9017 

［正题名］朝鮮史研究會第五回大会報告論文集 

［第一责任人］大會準備委員會編集 

［出版地不详］ 

［出版者］［大會準備委員會］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［出版地不详］c［大會準備委員會］d［19 ?］ a1 册 c 圖 d26cm1 a 日朝關繫の史得再檢

討 a221v302a 大會準備委員會 4 編集 0aCNbCASS11c20030820 a11bR0009933d221e7f1zxm 

aR0009933hR0009933 

!!JB9018 

［正题名］ビラ配布·貼付规制問題に關する報告書 

［第一责任人］日本弁護士連合会［編］ 

［出版地不详］ 

［出版者］日本弁護士連合会 

［出版日期］1987.3 

［編］ a［出版地不详］c 日本弁護士連合会 d1987.3 a166pd26cm a325.02v302a 日本弁

護 士 連 合 会 4 編  0aCNbCASS11c20030820  a11bR0009934d325.02e0f1zxm 

aR0009934hR0009934 

!!JB9019 

［正题名］川畑文書 

［第一责任人］谷山市鄉土誌編纂委員会［編］ 

［出版地不详］ 

［出版者］谷山市鄉土誌編纂委員会 



［出版日期］1965.7 

［編］ a［出版地不详］c 谷山市鄉土誌編纂委員会 d1965.7 a59pd26cm a210.03v302a

谷山市鄉土誌編纂委員会 4 編 0aCNbCASS11c20030820 a11bR0009935d210.03e3f1zxm 

aR0009935hR0009935 

!!JB9020 

［正题名］琉球古今見聞考實 

［第一责任人］梁嘉彬著 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1960.6 

［丛编题名］東海学報 第二卷第一期 

［附注内容］中華民國四十九年（1960）六月 

［知识责任］梁嘉彬 著 

 

 

［正题名］琉球処分における裁判權接收問題と真宗法難事件 

［第一责任人］菊山正明［著］ 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1984 

［丛编题名］琉球大学教育学部紀要 Reprinted from Bulletin of College of Education 

University of the Ryukyus 第 27 集第 1 部别刷 

［知识责任］菊山正明 著 

 

 

［正题名］日本ファシズム論 

［第一责任人］古屋哲夫［著］ 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［主题词］ファシズム 

［知识责任］古屋哲夫 著 

 

 

［正题名］各新聞批評の一斑 

［第一责任人］竹越與三郎著 

［出版者］公友舍 

［出版者］民友社 

［出版日期］1950.11 

［知识责任］竹越與三郎 著 

 

 

［正题名］新聞と大衆 

［第一责任人］K.マ -テイン著 



［译者］島田先巽訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1955.7 

［知识责任］マ -テイン 著 

［次知识责任］島田先巽 訳 

 

 

［正题名］移行形態論 

［第一责任人］A.ソボレフ著 

［译者］石堂清倫訳 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1958.12 

［知识责任］ソボレフ 著 

［次知识责任］石堂清倫 訳 

 

 

［正题名］社會主義·民主主義 

［第一责任人］イタリア政治研究会編 

［出版者］合同出版社 

［出版日期］1958.11 

［正题名］五·四運動史 

［第一责任人］華岗著 

［译者］天野元之助，池田誠，河地重造譯 

［出版者］創元社 

［出版日期］1952.11 

［知识责任］華岗 著 

［次知识责任］天野元之助 譯 

［次知识责任］池田誠 譯 

［次知识责任］河地重造 譯 

 

 

［正题名］へ—ゲル論理學研究 

［第一责任人］松村一人著 

［出版者］株式會社 

［出版者］北隆館 

［出版日期］1945.8 

［知识责任］松村一人 著 

 

 

［正题名］囬想の户坂潤 

［第一责任人］三一書房編集部編 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1948.10 

［正题名］佛蘭西廣文典 



［第一责任人］目黑三郎，德尾俊彦共著 

［出版者］白水社 

［出版日期］1926.7 

［知识责任］目黑三郎 著 

［知识责任］德尾俊彦 著 

 

 

［正题名］毛沢東 

［第一责任人］小野信爾著 

［译者］宫崎市定監修 

［出版者］人物往来社 

［出版日期］1967.10 

［丛编题名］中国人物叢書 12 

［知识责任］小野信爾 著 

［次知识责任］宫崎市定 監修 

 

 

［正题名］ュ-ゴスラヴイアの共産主義 

［第一责任人］村田陽一訳 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1958.6 

［知识责任］村田陽一 訳 

 

 

［正题名］座談会コペンハ-ゲン天尿組合始末 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［出版地不详］c［出版者不详］d［19 ?］ a72pd17cm a210.76v3 0aCNbCASS11c20030820 

a11bR0009948d210.76e29f1zxm aR0009948hR0009948 

!!JB9034 

CGRS010D 金 2 円 20 錢 

［正题名］言海 

［第一责任人］大槻文彦著 

［出版者］六合館 

［出版者］大阪寶文館 

［出版日期］1931.2 

［知识责任］大槻文彦 著 

 

 

［正题名］古事記祝詞 

［第一责任人］倉野憲司，武田祐吉校注 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1958.6 



［丛编题名］日本古典文学大系 1 

［知识责任］倉野憲司 校注 

［知识责任］武田祐吉 校注 

 

 

［正题名］民衆の中の天皇制 

［第一责任人］菅孝行他著 

［出版者］剄草書房 

［出版日期］1979.10 

［知识责任］菅孝行他 著 

 

 

［正题名］ギリシア抒情詩選 

［第一责任人］呉茂一訳 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1938.11 

［丛编题名］岩波文庫 

［丛编题名］イワナミ ブンコ 1807 

［附注内容］参考文献：p101 

［知识责任］呉茂一 訳 

 

 

［正题名］朝鮮問題資料 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［出版地不详］c［出版者不详］d［19 ?］ a44pd17cm a221v3 0aCNbCASS11c20030820 

a11bR0002364d221e8f1zxm aR0002364hR0002364 

!!JB9039 

CGRS010D250 円 

［正题名］11 月決戦 

［第一责任人］全国学生解放戦線書記局編集 

［出版地不详］ 

［出版者］レボルシオン社 

［出版日期］［19 ?］ 

［附注内容］出版元：西日本出版社 

［知识责任］全国学生解放戦線書記局 編集 

 

 

［正题名］81 カ国共産黨·労働者党代表者會議の声明と世界各国人民ヘのょびかけ 

［第一责任人］日本共産党中央委員会宣伝教育部編 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版日期］1964.4 

［正题名］軍事基得化反対のたぁに軍事基得化と綜合開發の全貌 



［第一责任人］軍事基得問題研究會編 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［出版地不详］c［出版者不详］d［19 ?］ a20pc 地図 d18cm1 a 軍事基得化反対のたぁ

に關東ぉょび群馬にぉける軍事基得化と綜合開發の全貌 a392.1v302a 軍事基得問題研究

會 4 編 0aCNbCASS11c20030820 a11bR0009953d392.1e41f1zxm aR0009953hR0009953 

!!JB9042 

CGRS010D900 円 

［正题名］セマザキ、天皇を撃て! 

［第一责任人］奥崎謙三著 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1972.9 

［知识责任］奥崎謙三 著 

 

 

［正题名］西脇順三郎全集 

［第一责任人］西脇順三郎著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1971.3 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］西脇順三郎 著 

 

 

［正题名］西脇順三郎全集 

［第一责任人］西脇順三郎著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1971.5 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］西脇順三郎 著 

 

 

［正题名］西脇順三郎全集 

［第一责任人］西脇順三郎著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1971.7 

［附注内容］月報あり 

［知识责任］西脇順三郎 著 

 

 

［正题名］西脇順三郎全集 

［第一责任人］西脇順三郎著 

［出版者］筑摩書房 

［出版日期］1971.10 



［附注内容］月報あり 

［知识责任］西脇順三郎 著 

 

 

［正题名］世の中が変わった 

［第一责任人］高玉宝、その他著 

［出版者］外文出版社 

［出版日期］1974 

［知识责任］KaoYü-pao 著 

 

 

［正题名］なかま 

［第一责任人］松浦勇太郎，中村拡三編 

［出版者］汐文社 

［出版日期］1971.10 

［知识责任］松浦勇太郎 編 

［知识责任］中村拡三 編 

 

 

［正题名］同和教育の課題 

［第一责任人］全国同和教育研究協議会編 

［出版者］全国同和教育研究大会事務局 

［出版日期］1962.2 

［正题名］同和教育の進展 

［第一责任人］全国同和教育研究協議会編 

［出版者］全国同和教育研究大会事務局 

［出版日期］1963.2 

［正题名］草莽 

［第一责任人］寺尾五郎［著］ 

［東京］ 

［出版者］大孤草莽塾実行委会員 

［出版日期］1994.9 

［知识责任］寺尾五郎 著 

 

 

［正题名］黒潮のはてに子らありて 

［第一责任人］高津勉著 

［出版者］鏡浦書房 

［出版日期］1961.11 

［知识责任］高津勉 著 

 

 

［正题名］革命家吉田松陰 

［第一责任人］寺尾五郎著 



［出版者］徳間書店 

［出版日期］1973.3 

［知识责任］寺尾五郎 著 

 

 

［正题名］毛澤東選集 

［第一责任人］毛澤東［著］ 

［译者］日本共産党中央委員会毛沢東選集翻訳委員会［訳］ 

［東京］ 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版者］新日本出版社 (発売) 

［出版日期］1962.5 

［次知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］毛澤東選集 

［第一责任人］毛澤東［著］ 

［译者］日本共産党中央委員会毛沢東選集翻訳委員会［訳］ 

［東京］ 

［出版者］日本共産党中央委員会出版部 

［出版者］新日本出版社 (発売) 

［出版日期］1962.6 

［次知识责任］毛沢東 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］志保田博彦譯 

［出版者］新社會社 

［出版日期］1946.6 

［主题词］共産主義 

［知识责任］Marx 著 

［知识责任］Engels 著 

［次知识责任］志保田博彦 譯 

 

 

［正题名］大衆組織の根本問題 

［第一责任人］劉少奇著 

［译者］中國研究所編 

［译者］浅川謙次訳 

［出版者］中國資料社 

［出版日期］1951.7 

［知识责任］劉少奇 著 

［次知识责任］浅川謙次 訳 



 

 

［正题名］実践論 

［第一责任人］毛沢東［著］ 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］毛沢東 著 

 

 

［正题名］戦後秘史 

［第一责任人］大森実著 

［出版者］講談社 

［出版日期］1976.7 

［知识责任］大森実 著 

 

 

［正题名］安藤昌益石碑再建紀念誌 

［第一责任人］安藤昌益石碑再建の会編集 

［出版者］安藤昌益石碑再建の会 

［出版日期］1983.12 

［正题名］労働基準法に基く就業规則作成要領 

［第一责任人］關東經營者協會事務局編 

［出版者］關東經營者協會出版部 

［出版日期］1947.10 

［正题名］左翼組合政筞の解剖 

［第一责任人］大橋静一著 

［出版者］産業労働研究會出版部 

［出版日期］1948.5 

［知识责任］大橋静一 著 

 

 

［正题名］國鐵の復興 

［出版者］日本共産黨出版部 

［出版日期］1948.1 

［正题名］東寶旋風の真相 

［第一责任人］自由懇話會編著 

［出版者］自由懇話會 

［出版日期］1948.5 

［知识责任］自由懇話會 編著 

 

 

［正题名］戰争と日本人あるヵメラマンの記録 

［出版者］岩波書店 



［出版日期］1953.8 

［正题名］參院選公報差别糾彈要綱 

［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］1971.8 

［正题名］丹後調査報告書 

［第一责任人］京都部落史研究所編集 

［出版者］京都部落史研究所 

［出版日期］1981.3 

［知识责任］京都部落史研究所 編集 

 

 

［正题名］『安藤昌益全集』を完結して 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［出版地不详］c［出版者不详］d［19 ?］ a45pd21cm1 a 監修者としての随想 a121.89v3 

0aCNbCASS11c20030822 a11bR0010087d121.89e1f1zxm aR0010087hR0010087 

!!JB9069 

CGRS010D70 円 

［正题名］平和と自立の日本經濟 

［第一责任人］成田日出雄編集 

［大阪］ 

［出版者］民科會館内 

［出版者］民主主義科學者協會大阪支部 

［出版日期］1952.4 

［知识责任］成田日出雄 編集 

 

 

［正题名］働く婦人は前進する 

［第一责任人］第 12 回はたらく婦人の中央集会実行委員會編 

［出版者］日本婦人团体連合会 

［出版日期］1967.7 

［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］1948.5 

［正题名］解放くの怒濤 

［出版者］部落解放全国委員会本部 

［出版者］解放新聞社 

［出版日期］1952.6 

［正题名］福田英子 

［第一责任人］福田英子を記念する会編集 

［出版者］明治文献資料刊行会 



［出版日期］1961.8 

［正题名］女子勞働に關する報告 

［第一责任人］昭和研究會著 

［出版者］生活社 

［出版者］更生社 

［出版日期］1941.5 

［正题名］日本經濟四季報 

［第一责任人］日本經濟調査會編，堀江正规編集 

［出版者］大月書店 

［出版日期］1954.3 

［知识责任］堀江正规 編集 

 

 

［正题名］貿易再開と日本經濟の將來 

［第一责任人］名和統一著 

［出版者］中國新聞社 

［出版日期］1948.4 

［丛编题名］デルタ叢書 第 3 輯 

［知识责任］名和統一 著 

 

 

［正题名］弾压をついて 

［第一责任人］アヵハタ關西總局編 

［出版者］アヵハタ關西總局 

［出版日期］1948.11 

［丛编题名］アヵハタ叢書 No1 

 

 

［正题名］日本共産黨 

［第一责任人］日本共産黨關西得方委員會編 

［出版者］日本共産黨關西得方委員會 

［出版日期］［19 ?］ 

［ 19  ? ］  a171pd18cm  a315.5v302a 日 本 共 産 黨 關 西 得 方 委 員 會 4 編 

0aCNbCASS11c20030822 a11bR0010097d315.5e0f1zxm aR0010097hR0010097 

!!JB9079 

CGRS010D1 円 50 錢 

［正题名］ソ聯經濟の機構 

［第一责任人］高木暢哉著 

［出版者］西日本新聞社 

［出版日期］1946.5 

［知识责任］高木暢哉 著 

 

 

［正题名］帝國議會舌戰史 



［第一责任人］街頭社編輯部編 

［出版者］街頭社版 

［出版日期］1930.12 

［正题名］教育を人民の手ご 

［第一责任人］日本共産黨關西地方委員會編 

［出版者］日本共産黨關西地方委員會出版部 

［出版日期］1948.9 

［正题名］アヵハタ·ゥイ-クリ-特别号 

［第一责任人］V·M·モロトフの演説 

［译者］原田龍雄編集 

［出版者］アヵハタ本局 

［出版日期］1948.11 

［知识责任］モロトフの 演説 

［次知识责任］原田龍雄 編集 

 

 

［正题名］德川家康 

［第一责任人］北島正元著 

［出版者］中央公論社 

［出版日期］1963.6 

［丛编题名］中共新書 17 

［知识责任］北島正元 著 

 

 

［正题名］フアシズム論 

［東京］ 

［出版者］ソヴェト大百科辭典版 

［出版日期］［19 ?］ 

［東京］c ソヴェト大百科辭典版 d［19 ?］ a117pd18cm1 a その歷史得本質と人民戰線 

a309.8v3 0aCNbCASS11c20030822 a11bR0010067d309.8e5f1zxm aR0010067hR0010067 

!!JB9085 

［正题名］にぎリあし 

［第一责任人］山梨中央銀行從業員組合文化部編集 

［出版者］山梨中央銀行從業員組合文化部 

［出版日期］1955.4 

［正题名］日中国交回復は人民の力ご 

［第一责任人］中日友好協会（正統）中央本部編集 

［出版者］中日友好協会（正統）中央本部 

［出版者］中央友好會館 

［出版日期］1972.6 

［正题名］台灣勞動人權報告 

［第一责任人］勞動人權協會［編］ 

［出版者］勞動人權協會 

［出版日期］1994 



［編］ a東京c勞動人權協會d1994 a83pd20cm1 a1994台灣勞動人權報告 a222.407v302a

勞 動 人 權 協 會 4 編  0aCNbCASS11c20030822  a11bR0010070d222.407e1f1zxm 

aR0010070hR0010070 

!!JB9088 

CGRS010D200 円 

［正题名］政治報告 

［第一责任人］日本労働党中央委員会［編］ 

［出版者］労働新聞社 

［出版日期］1974.5 

［編］ a 東京 c 労働新聞社 d1974.5 a30pd20cm1 a 日本労働党結成大會 1 a 全国の共産

主義者は团結せと a315.1v302a 日本労働党中央委員会 4 編 0aCNbCASS11c20030822 

a11bR0010071d315.1e73f1zxm aR0010071hR0010071 

!!JB9089 

［正题名］中山重夫一周忌 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］［19 ?］ 

［出版者不详］d［19 ?］ a86pc図,肖像 d20cm1 a追悼集 a289.1v3 0aCNbCASS11c20030822 

a11bR0010072d289.1e333f1zxm aR0010072hR0010072 

!!JB9090 

［正题名］私たちも歌おう 

［第一责任人］遠藤みち子編集 

［東京］ 

［出版者］草土社 

［出版日期］1961.5 

［知识责任］遠藤みち子 編集 

 

 

［正题名］婦人労動者の狀態と閗争 

［第一责任人］世界労連日本出版協会編集 

［出版者］世界労連日本出版協会 

［出版日期］1963.8 

［正题名］台湾·暗黑の五Ｏ年代を生きた人々 

［第一责任人］台湾の民主運動を考える会翻譯 

［出版地不详］ 

［出版者］台湾の民主運動を考える会 

［出版日期］1994.2 

［出版地不详］c 台湾の民主運動を考える会 d1994.2 a104pd21cm a222.407v302a 台湾の

民主運動を考える会 4 翻譯  0aCNbCASS11c20030822  a11bR0010075d222.407e2f1zxm 

aR0010075hR0010075 

!!JB9093 

CGRS010D80 円 

［正题名］勞農年報 

［第一责任人］日本勞農通信社編 

［出版者］伊藤書店 



［出版日期］1947.12 

［正题名］朝鮮に対するアメリヵの侵略行爲について 

［出版者］在日本朝鮮人總聯合会中央常任委員会 

［出版日期］1962.8 

［正题名］毛沢東選集 

［第一责任人］中国研究会訳 

［译者］竹内実監修 

［出版者］三一書房 

［出版日期］1977.12 

［次知识责任］竹内実 監修 

 

 

［正题名］國際法から見た北方領土の問題 

［出版者］北海道總務部 

［出版者］領土復帰北方漁業対策本部 

［出版日期］1967.3 

［正题名］北方領土は日本の領土である 

［第一责任人］中村九一郎編集 

［東京］ 

［出版者］北方問題研究會 

［出版日期］1975.1 

［知识责任］中村九一郎 編集 

 

 

［正题名］冩真近代藝能史 

［第一责任人］近代日本史研究会編集 

［出版者］創元社 

［出版日期］1954.12 

［正题名］夢翔ける 

［第一责任人］熊本出版文化會館編集 

［译者］上村希美雄監修 

［出版者］熊本出版文化會館 

［出版日期］1995.3 

［次知识责任］上村希美雄 監修 

 

 

［正题名］冩真記録水平社五十年史 

［第一责任人］部落解放同盟中央本部編 

［東京］ 

［出版者］部落解放同盟中央出版局 

［出版日期］1971.3 

［東京］c 部落解放同盟中央出版局 d1971.3 a185pc 図 d27cm1 a 水平社五十年史 

a206v302a 部落解放同盟中央本部 4 編 0aCNbCASS11c20030822 a11bR0010052d206e0f1zxm 

aR0010052hR0010052 



!!JB9101 

CGRS010D50 円 

［正题名］世界と日本 

［第一责任人］日本近代史研究会編集 

［出版者］国文社 

［出版日期］1962.3 

［正题名］戦後 50 年 

［第一责任人］西井一夫編集 

［出版者］每日新聞社 

［出版日期］1995.3 

［知识责任］西井一夫 編集 

 

 

［正题名］独立·民主の明るい日本のたぁに 

［第一责任人］野坂参三著 

［出版者］日本共産党中央委員會出版部 

［出版日期］1962.3 

［知识责任］野坂参三 著 

 

 

［正题名］解釋と鑑賞 

［第一责任人］鈴木铁男編集 

［出版者］至文堂 

［出版日期］1958.1 

［附注内容］昭和三十三年一月特集增大号 

［附注内容］昭和文学史付·昭和文学年表 

［知识责任］鈴木铁男 編集 

 

 

［正题名］闘う仲間 

［出版地不详］ 

［出版者］毛澤東思想學院 

［出版者］關西労働者學習センタ- 

［出版日期］1976.7 

［出版地不详］c 毛澤東思想學院 c 關西労働者學習センタ-d1976.7 a78pd21cm1 a 実踐プ

ラ ス 学 習  a316.4v3 0aCNbCASS11c20030822  a11bR0010057d316.4e8f1zxm 

aR0010057hR0010057 

!!JB9106 

［正题名］京都部落史年表 

［第一责任人］京都部落史研究所編集 

［出版者］京都部落史研究所 

［出版日期］1980.3 

［正题名］白色テロル 

［出版者］国際シンポジゥム 



［出版日期］1996.11 

［正题名］平和と戰争 

［第一责任人］米國國務省編 

［译者］坪井正譯 

［出版者］協同出版社 

［出版日期］1946.8 

［次知识责任］坪井正 譯 

 

 

［正题名］産業組合講 

［第一责任人］千石興太郎編輯 

［出版者］同勞舍 

［出版者］産業組合中央會 

［出版日期］1930.8 

［知识责任］千石興太郎 編輯 

 

 

［正题名］大衆課税反對のたぁに 

［第一责任人］全國財務労働組合編 

［出版者］全國財務労働組合出版部 

［出版日期］1947.11 

［附注内容］勤勞者中小商工業農民の税金物語 

 

 

［正题名］日本労働運動の序幕の展望 

［第一责任人］平野義太郎著 

［出版者］生活社 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］平野義太郎 著 

 

 

［正题名］世界労働情報 

［第一责任人］全國労働組全連絡協議會編輯 

［译者］世界勞連加入促進委員會國際部監修 

［出版者］全勞連·世界勞連加入促進委員會書記局 

［出版日期］1947.10 

［正题名］労働法改正をあぐる労資の斗争 

［第一责任人］萩沢公彦著 

［出版者］牧書房 

［出版日期］1948.7 

［丛编题名］新労働組合文庫 No.1 

［知识责任］萩沢公彦 著 

 

 



［正题名］労働者は如何に鬪ぶベきか 

［第一责任人］岩木嚴著 

［出版者］民衆書房 

［出版日期］1946.10 

［知识责任］岩木嚴 著 

 

 

［正题名］政治と疑獄 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版者］自由國民社 

［出版日期］1950.5 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］生活協同組合 

［第一责任人］協同組合經營研究會編 

［出版者］協同組合新報社 

［出版日期］1947.9 

［正题名］労働者諸君に訴ふ 

［第一责任人］伊藤憲一著 

［出版者］解放社 

［出版日期］1946.3 

［丛编题名］解放叢書 3 

［知识责任］伊藤憲一 著 

 

 

［正题名］危機に立つ中小企業 

［第一责任人］宫原敏夫編輯 

［出版者］労働調査協議會準備會 

［出版者］明文社 

［出版日期］1949.1 

［丛编题名］労調協中小企業叢書 第一輯 

［知识责任］宫原敏夫 編輯 

 

 

［正题名］部落解放基本法の制定をめざして 

［第一责任人］部落解放基本法制定要求国民運動京都府実行委員会編集 

［出版者］部落解放基本法制定要求国民運動京都府実行委員会 

［出版日期］1986.5 

［正题名］民主主義の旗のもとに 

［第一责任人］民主主義擁護同盟準備會編 

［出版者］アジア出版社 

［出版日期］1948.10 

［正题名］民主主義政治讀本 



［第一责任人］自由懇話會編 

［出版者］太平洋書館 

［出版日期］1946.4 

［正题名］キム·イルソン 

［第一责任人］李珍珪編集 

［出版者］朝鮮大学校 

［出版者］朝鮮新報社 

［出版日期］1968.12 

［丛编题名］朝鮮にかんする研究資料 第 17 集 

［知识责任］李珍珪 編集 

 

 

［正题名］略勢力と壳国政權に反対する南朝鮮の学生闘争 

［第一责任人］李珍珪編集 

［出版者］朝鮮大学校 

［出版日期］1964.8 

［丛编题名］朝鮮にかんする研究資料 第 11 集 

［知识责任］李珍珪 編集 

 

 

［正题名］女性史研究 

［第一责任人］家族史研究会編集 

［出版者］家族史研究会熊本事務局 

［出版日期］1994.3 

［附注内容］特集布村一夫先生追悼·現代熊本の女たち 

 

 

［正题名］國學の誕生 

［第一责任人］羽仁五郎著 

［出版地不详］ 

［出版者］［出版者不详］ 

［出版日期］1926.4 

［知识责任］羽仁五郎 著 

 

 

［正题名］西鄉菊二郎関繫文書 

［第一责任人］村野守治著 

［出版者］鹿児島女子短期大学 

［出版日期］1978 

［丛编题名］鹿児島女子短期大学「纪要」第十三号别刷 

［知识责任］村野守治 著 

 

 

［正题名］北朝鮮 Q&A100 



［第一责任人］NK 会編 

［译者］玉城素監修 

［出版者］亞紀書房 

［出版日期］1992.3 第 2 刷 

［次知识责任］玉城素 監修 

 

 

［正题名］天皇制と部落差别 

［第一责任人］部落解放同盟京都府連合会編 

［出版者］部落解放同盟京都府連合会 

［出版日期］1982.2 

［正题名］部落の解放と同和教育 

［第一责任人］部落問題研究所編集部編 

［出版者］部落問題研究所 

［出版日期］1960.10 

［正题名］部浇解放同盟京都府連合会第 25 回大会决定集 

［第一责任人］部浇解放同盟京都府連合会編集 

［出版者］文化厚生会館内 

［出版日期］1978.5 

［正题名］部落解放全國委員會第八回大會報告集 

［第一责任人］部落解放全國委員會［編］ 

［出版者］部落解放全國委員會本部 

［出版者］解放新聞社 

［出版日期］1953.4 

［編］ a 東京 c 部落解放全國委員會本部 c 解放新聞社 d1953.4 a42pd18cm1 a 第八回大

會 報 告 集  a361.86v302a 部 落 解 放 全 國 委 員 會 4 編  0aCNbCASS11c20030822 

a11bR0010141d361.86e111f1zxm aR0010141hR0010141 

!!JB9132 

［正题名］第九回全國大會討議資料 

［第一责任人］部落解放全國委員會本部［編］ 

［出版者］部落解放全國委員會本部 

［出版日期］1954.5 

［編］ a 東京 c 部落解放全國委員會本部 d1954.5 a33pd17cm a361.86v302a部落解放全

國 委 員 會 本 部 4 編  0aCNbCASS11c20030822  a11bR0010140d361.86e112f1zxm 

aR0010140hR0010140 

!!JB9133 

CGRS010D50 円 

［正题名］完全解放への道 

［出版者］解放新聞社 

［出版日期］1956.9 

［正题名］日本の朝鮮侵略と帝國主義 

［第一责任人］井上清著 

［出版者］朝鮮史研究會 

［出版日期］［19 ?］ 



［丛编题名］朝鮮史研究會論文集 第五集别刷 

［知识责任］井上清 著 

 

 

［正题名］実際から見た労働組合の敗政活動 

［第一责任人］日本労農通信特集版産别會議「情報」編集 

［出版者］日本労農通信社 

［出版日期］1947.10 

［正题名］新しき文化のたぁに 

［第一责任人］藏原惟人著 

［出版者］新生社 

［出版日期］1946.7 

［知识责任］藏原惟人 著 

 

 

［正题名］国外中国近代史研究 

［第一责任人］中国社会科学院近代史研究所编 

［出版者］中国社会科学院近代史研究所 

［出版日期］1990 

［主题词］史评/中国/近代 

 

 

［正题名］日本资本主义发展史 

［第一责任人］(日)野吕荣太郎著 

［译者］吕明译 

［出版者］三联书店 

［出版日期］1955 

［主题词］经济史/日本 

［知识责任］野吕荣太郎 著 

［次知识责任］吕明 译 

 

 

［正题名］论历史的创造及其他 

［第一责任人］黎澍著 

［出版者］湖南人民出版社 

［出版日期］1988.9 

［丛编题名］骆驼丛书 

［主题词］史学/文集 

［知识责任］黎澍 著 

 

 

［正题名］七七事变 

［第一责任人］《七七事变》编审组编 

［出版者］中国文史出版社 



［出版日期］1986 

［主题词］七七事变/中国 

 

 

［正题名］中日甲午战争史论丛 

［第一责任人］戚其章著 

［出版者］山东教育出版社 

［出版日期］1983 

［主题词］中日甲午战争(1894～1895) 

［知识责任］戚其章 著 

 

 

［正题名］甲午战争九十周年纪念论文集 

［第一责任人］戚其章主编 

［译者］山东省历史学会编 

［出版者］齐鲁书社 

［出版日期］1986 

［主题词］中日甲午战争(1894～1895)/纪念文集 

［知识责任］戚其章 主编 

 

 

［正题名］京都学派哲学 

［第一责任人］刘及辰著 

［出版者］光明日报出版社 

［出版日期］1993.12 

［附注内容］本书得到中国社会科学院出版基金和日本京都的冈松庆久先生的资助 

［附注内容］本书运用马列主义的立场、观点评述了西田、田边、三木、户坂哲学。 

［主题词］哲学学报/研究/日本/现代 

［知识责任］刘及辰 著 

 

 

［正题名］上海史 

［第一责任人］唐振常主编 

［出版者］上海人民出版社 

［出版日期］1989.10 

［知识责任］唐振常 主编 

 

 

［正题名］中国通史简编 

［第一责任人］范文澜著 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1964 

［主题词］历史/中国 

［知识责任］范文澜 著 



 

 

［正题名］中国通史简编 

［第一责任人］范文澜著 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1949 

［知识责任］范文澜 著 

 

 

［正题名］中国共产党的三十年 

［第一责任人］胡乔木著 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1951 

［附注内容］内部发行 

［知识责任］胡乔木 著 

 

 

［正题名］论共产党员的修养 

［第一责任人］刘少奇［著］ 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1962 

［主题词］党员/中国共产党/修养 

［知识责任］刘少奇 著 

 

 

［正题名］片石集 

［第一责任人］赵朴初著 

［出版者］人民文学出版社 

［出版日期］1978 

［主题词］诗词/中国/现代/选集 

［知识责任］赵朴初 著 

 

 

［正题名］欧洲哲学史简编 

［第一责任人］汪子嵩，张世英，任华等编著 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1972 

［主题词］哲学史/欧洲 

［知识责任］汪子嵩 编著 

［知识责任］张世英 编著 

［知识责任］任华 编著 

 

 

［正题名］孙中山先生传 



［第一责任人］胡去非编 

［出版者］台湾商务印书馆 

［出版日期］1969 

［丛编题名］万有文库 第一集一千种 王云五主编 

［知识责任］胡去非 编 

 

 

［正题名］旧中国的资本主义生产关系 

［第一责任人］《旧中国的资本主义生产关系》编写组编 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1977.3 

［主题词］经济史/中国/民国 

 

 

［正题名］孙中山 

［第一责任人］平民书局编辑 

［出版者］平民书局 

［正题名］三民主义 

［第一责任人］孙文著 

［出版者］民智书局 

［出版日期］1927 

［主题词］三民主义/研究 

［知识责任］孙中山 著 

 

 

［正题名］奴隶制时代 

［第一责任人］郭沫若著 

［出版者］科学出版社 

［出版日期］1956 

［主题词］奴隶社会/研究/中国 

［知识责任］郭沫若 著 

 

 

［正题名］青铜时代 

［第一责任人］郭沫若著 

［出版者］科学出版社 

［出版日期］1957 

［主题词］思想史/中国/先秦时代 

［知识责任］郭沫若 著 

 

 

［正题名］帝国主义侵华史 

［第一责任人］丁名楠等著 

［出版者］科学出版社 



［出版日期］1958 

［主题词］帝国主义/侵华/历史 

［知识责任］丁名楠 著 

［知识责任］张振鹍 著 

［知识责任］沈自敏 著 

［知识责任］贾维诚 著 

［知识责任］康右铭 著 

［知识责任］李明仁 著 

 

 

［正题名］马克思 恩格斯 列宁 斯大林论巴黎公社 

［第一责任人］中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1961 

［主题词］马列著作/巴黎公社 

 

 

［正题名］太平天国文物图释 

［第一责任人］罗尔纲著 

［出版者］三联书店 

［出版日期］1956 

［附注内容］太平天国史论文集第六集 

［主题词］太平天国革命/历史文物/图录 

［知识责任］罗尔纲 著 

 

 

［正题名］翦伯赞历史论文选集 

［第一责任人］［翦伯赞著］ 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1980 

［主题词］史学/文集 

［知识责任］翦伯赞 著 

 

 

［正题名］日本通史 

［第一责任人］赵建民，刘予苇主编 

［出版者］复旦大学出版社 

［出版日期］1989 

［知识责任］赵建民 主编 

［知识责任］刘予苇 主编 

 

 

［正题名］毛泽东选集 

［第一责任人］毛泽东著 



［出版者］人民出版社出版 

［出版日期］1960 

［主题词］毛泽东著作/选集 

［知识责任］毛泽东 著 

 

 

［正题名］中国哲学简史 

［第一责任人］侯外庐主编 

［译者］张岂之等执笔 

［出版者］中国青年出版社 

［出版日期］1963 

［主题词］哲学史/中国 

［知识责任］侯外庐 主编 

［次知识责任］张岂之 执笔 

 

 

［正题名］太平天国史迹调查集 

［第一责任人］罗尔纲著 

［出版者］三联书店 

［出版日期］1958 

［主题词］太平天国革命/史料 

［知识责任］罗尔纲 著 

 

 

［正题名］太平天国史料考释集 

［第一责任人］罗尔纲著 

［出版者］三联书店 

［出版日期］1956 

［主题词］太平天国革命/史料/考证/文集 

［知识责任］罗尔纲 著 

 

 

［正题名］近代上海大事记 

［第一责任人］汤志钧主编 

［出版者］上海辞书出版社 

［出版日期］1989.5 

［知识责任］汤志钧 主编 

 

 

［正题名］国外博士学位论文目录 

［第一责任人］丁 路主编 

［出版者］书目文献出版社 

［出版日期］1995 

［主题词］博士/学位论文/篇名目录/外国/1982～1992 



［知识责任］丁路 主编 

 

 

［正题名］关于纠正党内的错误思想 

［第一责任人］毛泽东著 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1967 

［主题词］毛泽东著作/单行本/1929 

［主题词］思想建设/毛泽东著作 

［知识责任］毛泽东 著 

 

 

［正题名］在中国共产党全国宣传工作会议上的讲话 

［第一责任人］毛泽东著 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1966 

［主题词］毛泽东著作/单行本/1957 

［主题词］宣传工作/中国共产党/毛泽东著作 

［知识责任］毛泽东 著 

 

 

［正题名］鸦片战争 

［第一责任人］《中国近代史丛书》编写组编 

［出版者］上海人民出版社 

［出版日期］1972 

［丛编题名］中国近代史丛书 

［主题词］鸦片战争(1840—1842) 

 

 

［正题名］读柳宗元《封建论》 

［第一责任人］人民出版社编辑 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1974 

［主题词］古典哲学/中国/唐代 

 

 

［正题名］学习《哥达纲领批判》加强无产阶级专政 

［第一责任人］大寨大队贫下中农理论组编写 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1975 

［附注内容］R0009690 本书为第 2 次印刷统一书刊号为:3001.1472 

［主题词］马克思著作研究/哥达纲领批判 

 

 



［正题名］马克思恩格斯列宁斯大林论研究历史 

［第一责任人］人民出版社编辑 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1975 

［主题词］马列著作/历史 

 

 

［正题名］毛泽东著作选读 

［第一责任人］毛泽东著 

［译者］毛泽东著作选读编辑委员会编 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1965 

［主题词］毛泽东著作/选读 

［知识责任］毛泽东 著 

 

 

［正题名］新愚公移山记 

［第一责任人］《新愚公移山记》编写组编 

［出版者］山东人民出版社 

［出版日期］1977 

［附注内容］农业学大寨先进典型 

［主题词］农业学大寨/经验/莒南县 

 

 

［正题名］读一点法家著作 

［第一责任人］北京大学哲学系工农兵学员编 

［出版者］人民教育出版社 

［出版日期］1974 

［丛编题名］历史丛书 1 

［主题词］法家/著作研究 

 

 

［正题名］唐代诗人咏长安 

［第一责任人］西北大学中文系编辑 

［出版者］西北大学中文系 

［出版日期］1979 

［主题词］唐诗/中国/选集 

 

 

［正题名］太平天国史记载订谬集 

［第一责任人］罗尔纲著 

［出版者］三联书店 

［出版日期］1955 

［丛编题名］太平天国史论文集 1 



［主题词］太平天国革命/文集 

［知识责任］罗尔纲 著 

 

 

［正题名］太平天国史料辨伪集 

［第一责任人］罗尔纲著 

［出版者］三联书店 

［出版日期］1955 

［附注内容］太平天国史论文集 第三集 

［主题词］太平天国革命/史料/分析/文集 

［知识责任］罗尔纲 著 

 

 

［正题名］巴黎公社 

［第一责任人］北京大学国际政治系编 

［出版者］商务印书馆 

［出版日期］1971 

［主题词］巴黎公社 

 

 

［正题名］中国古代社会研究 

［第一责任人］郭沫若著 

［出版者］科学出版社 

［出版日期］1960 

［主题词］古代社会/研究/中国 

［知识责任］郭沫若 著 

 

 

［正题名］近代史研究 

［第一责任人］《近代史研究》编辑部编 

［出版者］中国社会科学出版社 

［出版日期］1979 

［主题词］近代史/中国/研究 

 

 

［正题名］当代文学概观 

［第一责任人］张钟著 

［出版者］北京大学出版社 

［出版日期］1980 

［主题词］文学评论/中国/现代 

［知识责任］张钟 著 

 

 

［正题名］农业靠大寨精神 



［出版者］上海书画社 

［出版日期］1966 

［主题词］楷书/法书/中国/现代 

 

 

［正题名］第一国际 

［第一责任人］张友伦著 

［出版者］商务印书馆 

［出版日期］1971 

［附注内容］历史知识读物 

［主题词］第一国际/国际共产主义运动史 

［知识责任］张友伦 著 

 

 

［正题名］普法战争 

［第一责任人］吴机鹏著 

［出版者］商务印书馆 

［出版日期］1972 

［附注内容］历史知识读物 

［主题词］普法战争（1870～1871） 

［知识责任］吴机鹏 著 

 

 

［正题名］初中世界历史讲话 

［第一责任人］叶作舟等编著 

［出版者］浙江人民出版社 

［出版日期］1956 

［附注内容］自学参考用书 

［主题词］世界史/初中/教学参考资料 

 

 

［正题名］忠王李秀成自传原稿笺证 

［第一责任人］罗尔纲著 

［出版者］中华书局 

［出版日期］1957 

［知识责任］罗尔纲 著 

 

 

［正题名］抗日战争时期的中国人民解放军 

［第一责任人］人民出版社编辑 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1953 

［丛编题名］中国现代史资料丛刊 

 



 

［正题名］大革命写真画 

［第一责任人］商务印书馆编译所编辑 

［出版者］商务印书馆编译所 

［出版日期］1911 

［附注内容］摄影集 

［主题词］辛亥革命/摄影集 

 

 

［正题名］十批判书 

［第一责任人］郭沫若著 

［出版者］科学出版社 

［出版日期］1956 

［主题词］先秦哲学/研究 

［知识责任］郭沫若 著 

 

 

［正题名］中学历史教学经验集 

［第一责任人］李大方编著 

［出版者］湖北人民出版社 

［出版日期］1957 

［主题词］历史/教学经验/中学 

［知识责任］李大方 编著 

 

 

［正题名］中山出世后中国六十年大事记 

［第一责任人］米粟著 

［出版者］太平洋书店 

［出版日期］1928 

［主题词］历史/中国/大事记/1866～1928 

［知识责任］米粟 著 

 

 

［正题名］论毛泽东思想 

［第一责任人］陈伯达撰 

［出版者］中国人民大学 

［出版日期］1951 

［附注内容］为纪念中国共产党的三十年而作 

［主题词］毛泽东思想/研究 

［知识责任］陈伯达 撰 

 

 

［正题名］辛亥革命 

［第一责任人］陈旭麓著 



［出版者］上海人民出版社 

［出版日期］1956 

［主题词］辛亥革命/中国 

［主题词］近代史/辛亥革命/中国 

［知识责任］陈旭麓 著 

 

 

［正题名］台湾历史概述 

［第一责任人］刘大年等著 

［出版者］三联书店 

［出版日期］1956 

［主题词］地方史/台湾 

［知识责任］刘大年 著 

 

 

［正题名］太平天国史事考 

［第一责任人］罗尔纲著 

［出版者］三联书店 

［出版日期］1955 

［丛编题名］太平天国史论文集 2 

［主题词］太平天国革命/考证 

［知识责任］罗尔纲 著 

 

 

［正题名］资产阶级历史教学思想批判选辑 

［第一责任人］上海教育出版社编辑 

［出版者］上海教育出版社 

［出版日期］1959 

［主题词］史学/资产阶级教育思想/批判 

 

 

［正题名］用大寨精神办财政金融 

［出版者］中国财政经济出版社 

［出版日期］1977 

［主题词］农村金融/经验 

 

 

［正题名］大寨人的故事 

［第一责任人］《大寨人的故事》编创组编 

［出版者］山西人民出版社 

［出版日期］1973 

［主题词］革命故事/中国/现代/选集 

 

 



［正题名］反右倾翻案促工业生产 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1976 

［主题词］鞍钢宪法/文集 

 

 

［正题名］中国近代哲学史 

［第一责任人］侯外庐主编 

［译者］张岂之…［等］编著 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1978 

［主题词］哲学史/中国/近代 

［知识责任］侯外庐 主编 

［次知识责任］张岂之 编著 

［次知识责任］林英 编著 

［次知识责任］黄宣民 编著 

［次知识责任］卢钟锋 编著 

［次知识责任］樊克政 编著 

［次知识责任］何兆武 编著 

［次知识责任］殷瑞渊 编著 

 

 

［正题名］历史知识问答 

［第一责任人］北京市教育局教材编写组历史组编 

［出版者］北京人民出版社 

［出版日期］1978 

［主题词］历史/基本知识/问答 

 

 

［正题名］孔孟之道名词简释 

［第一责任人］北京大学哲学系七二级工农兵学员编 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1974.7 

［正题名］开历史倒车的儒家学派 

［第一责任人］北京大学哲学系七０级工农兵学员编写 

［出版者］北京人民出版社 

［出版日期］1974 

［主题词］儒家/研究 

 

 

［正题名］春秋战国时期的法家 

［第一责任人］北京大学哲学系七０级工农兵学员编写 

［出版者］北京人民出版社 

［出版日期］1974 



［主题词］法家/研究 

 

 

［正题名］用大寨精神办学 

［第一责任人］山西人民出版社编辑 

［出版者］山西人民出版社 

［出版日期］1975 

［主题词］教育改革/经验/昔阳县 

 

 

［正题名］大寨插上金翅膀 

［第一责任人］尚玉立，肖耀章著 

［出版者］农业出版社 

［出版日期］1977 

［主题词］农业机械化/经验/大寨 

［知识责任］尚玉立 著 

［知识责任］肖耀章 著 

 

 

［正题名］彻底批判“四人帮” 掀起普及大寨县运动的新高潮 

［第一责任人］陈永贵著 

［出版者］山西人民出版社 

［出版日期］1976 

［主题词］农业学大寨/报告 

［知识责任］陈永贵 著 

 

 

［正题名］马克思、恩格斯、列宁、斯大林论评价历史人物 

［第一责任人］人民出版社辑 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1975 

［主题词］马列著作/马列主义党 

 

 

［正题名］中国共产党中央委员会主席华国锋同志在第二次全国农业学大寨会议上的讲话 

［第一责任人］［华国锋著］ 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1976 

［主题词］农业学大寨 

［知识责任］华国锋 著 

 

 

［正题名］四批推行的简化汉字表 

［第一责任人］文字改革出版社编 



［出版者］文字改革出版社 

［出版日期］1959 

［主题词］简化汉字 

 

 

［正题名］评“三项指示为纲” 

［第一责任人］广西人民出版社编辑 

［出版者］编者 

［出版日期］1976 

［主题词］文化大革命/资料 

 

 

［正题名］物候学 

［第一责任人］竺可桢，宛敏渭著 

［出版者］科学出版社 

［出版日期］1973 

［主题词］农业科学/气象学 

［主题词］农业气象 

［知识责任］竺可桢 著 

［知识责任］宛敏渭 著 

 

 

［正题名］毛泽东论文艺 

［第一责任人］毛泽东著 

［出版者］人民文学出版社 

［出版日期］1966 

［主题词］毛泽东著作/文艺 

［知识责任］毛泽东 著 

 

 

［正题名］第一次国内革命战争时期的农民运动 

［第一责任人］人民出版社辑 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1953 

［丛编题名］中国现代史资料丛刊 

［主题词］农民运动/中国/1924～1927 

 

 

［正题名］山东革命根据地财政史稿 

［第一责任人］朱玉湘主编 

［译者］申春生等编著 

［出版者］山东人民出版社 

［出版日期］1989.4 

［主题词］山东抗日根据地/财政/史料 



［知识责任］朱玉湘 主编 

［次知识责任］申春生 编著 

 

 

［正题名］中日文化交流史论文集 

［第一责任人］北京市中日文化交流史研究会编 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1982 

［主题词］文化交流/文化史/中国/日本/文集 

 

 

［正题名］日本通史 

［第一责任人］赵建民，刘予苇主编 

［出版者］复旦大学出版社 

［出版日期］1989 

［知识责任］赵建民 主编 

［知识责任］刘予苇 主编 

 

 

［正题名］幼儿园教养员学习材料 

［第一责任人］山东省教育厅等编 

［出版者］山东人民出版社 

［出版日期］1960 

［主题词］幼教人员/参考资料/手册 

 

 

［正题名］日本经济史 

［第一责任人］（日）守屋典郎著 

［译者］周锡卿译 

［出版者］北京三联书店 

［出版日期］1963 

［主题词］经济史/日本 

［知识责任］守屋典郎 著 

［次知识责任］周锡卿 译 

 

 

［正题名］近代史研究 

［第一责任人］《近代史研究》编辑部编 

［出版者］中国社会科学出版社 

［出版日期］1985 

［正题名］中日战争 

［第一责任人］戚其章主编 

［出版者］中华书局 

［出版日期］1989.3 



［丛编题名］中国近代史资料丛刊续编 

［附注内容］本书所收资料，主要是从东学党起义后中日朝鲜交涉到台湾人民及爱国武装斗

争时期的资料，其中包括奏章、条陈、咨文、电报、函札等。 

［主题词］中日甲午战争(1894～1895)/史料 

［知识责任］戚其章 主编 

 

 

［正题名］刘大年史学论文选集 

［第一责任人］刘大年著 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1987.12 

［附注内容］有附录 

［知识责任］刘大年 著 

 

 

［正题名］列宁论帝国主义是无产阶级社会主义革命的前夜 

［第一责任人］人民出版社编辑部编 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1960 

［附注内容］纪念列宁诞生九十周年 1870--1960 

［主题词］列宁语录/战争与和平问题 

 

 

［正题名］甲午战争史 

［第一责任人］戚其章著 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1990.9 

［主题词］中日甲午战争(1894-1895)/战争史 

［知识责任］戚其章 著 

 

 

［正题名］中山丛书 

［第一责任人］孙文著 

［出版者］新民书局 

［出版日期］民国 18 年［1929］ 

［附注内容］正文前书名:中山全书 

［附注内容］孙文又名：孙中山 

［知识责任］孙文 著 

 

 

［正题名］中山丛书 

［第一责任人］孙文著 

［出版者］新民书局 

［出版日期］民国 18 年［1929］ 



［附注内容］正文前书名:中山全书 

［附注内容］孙文又名：孙中山 

［知识责任］孙文 著 

 

 

［正题名］中山丛书 

［第一责任人］孙文著 

［出版者］新民书局 

［出版日期］民国 18 年［1929］ 

［附注内容］正文前书名:中山全书 

［附注内容］孙文又名：孙中山 

［知识责任］孙文 著 

 

 

［正题名］中山丛书 

［第一责任人］孙文著 

［出版者］新民书局 

［出版日期］民国 18 年［1929］ 

［附注内容］正文前书名:中山全书 

［附注内容］孙文又名：孙中山 

［知识责任］孙文 著 

 

 

［正题名］百年心声 

［第一责任人］许涤新著 

［出版者］生活·读书·新知三联书店 

［出版日期］1979 

［主题词］诗歌/文学评论/中国 

［知识责任］许涤新 著 

 

 

［正题名］世界近代史 

［第一责任人］上海师范大学《世界近代史》编写组编 

［出版者］上海人民出版社 

［出版日期］1974 

［主题词］世界史/近代史 

 

 

［正题名］六十年来中国与日本 

［第一责任人］王芸生编著 

［出版者］三联书店 

［出版日期］1979 

［主题词］中日关系/国际关系史/近代 

［知识责任］王芸生 编著 



 

 

［正题名］曲艺概论 

［第一责任人］侯宝林等著 

［出版者］北京大学出版社 

［出版日期］1980 

［主题词］曲艺/概论/中国 

［知识责任］侯宝林 著 

 

 

［正题名］茅盾论中国现代作家作品 

［第一责任人］［茅盾著］ 

［出版者］北京大学出版社 

［出版日期］1980 

［主题词］文学研究/中国/现代 

［知识责任］茅盾 著 

 

 

［正题名］孙中山年谱 

［第一责任人］魏宏远［编著］ 

［出版者］天津人民出版社 

［出版日期］1979 

［知识责任］魏宏远 ［编著］ 

 

 

［正题名］琴岛瑰宝 

［第一责任人］青岛市博物馆编 

［出版者］青岛出版社 

［出版日期］1989 

［正题名］倭寇---海上历史 

［第一责任人］（日）田中健夫著 

［译者］杨翰球译 

［出版者］武汉大学出版社 

［出版日期］1987 

［知识责任］田中健夫 著 

［次知识责任］杨翰球 译 

 

 

［正题名］大寨“海绵田” 

［第一责任人］大寨大队科研小组著 

［出版者］科学出版社 

［出版日期］1975 

［正题名］革命豪言壮语选 

［第一责任人］《革命豪言壮语选》编辑组编 



［出版者］人民出版社 

［出版日期］1971 

［正题名］两种海道针经 

［出版者］中华书局 

［出版日期］1961 

［丛编题名］中外交通史籍丛刊 

 

 

［正题名］用大寨精神搞农业机械化 

［第一责任人］山西省晋中地区革命委员会农业机械管理局编 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1974 

［正题名］晚清教案纪事 

［第一责任人］戚其章，王如绘编 

［出版者］山东东方出版社 

［出版日期］1990 

［知识责任］戚其章 编 

［知识责任］王如绘 编 

 

 

［正题名］甲午战争与近代社会 

［第一责任人］戚其章著 

［出版者］山东教育出版社 

［出版日期］1990 

［知识责任］戚其章 著 

 

 

［正题名］齐鲁百年风云录 

［第一责任人］戚其章主编 

［出版者］山东人民出版社 

［出版日期］1990 

［知识责任］戚其章 主编 

 

 

［正题名］元曲选释 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1977 

［附注内容］1 涵 3 册 

 

 

［正题名］元曲选释 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1977 

［附注内容］1 涵 3 册 



 

 

［正题名］元曲选释 

［出版者］京都大学人文科学研究所 

［出版日期］1977 

［附注内容］1 涵 3 册 

 

 

［正题名］古文零点实后集 

［出版者］池善书让 

［出版日期］1927 

［正题名］简明中国哲学史 

［第一责任人］杨荣国主编 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1975 

［主题词］哲学史/中国 

［知识责任］杨荣国 主编 

 

 

［正题名］文化大革命永放光芒 

［第一责任人］《人民日报》、《红旗》杂志、《解放军报》编辑部著 

［出版者］广西人民出版社 

［出版日期］1976 

［主题词］中国共产党中央委员会《通知》(1966.5.16)/纪念文集 

 

 

［正题名］昔阳新歌谣 

［第一责任人］昔阳县文化馆编 

［出版者］人民文学出版社 

［出版日期］1974 

［主题词］民歌/昔阳县/现代/选集 

 

 

［正题名］批判晋剧《三上桃峰》 

［第一责任人］人民文学出版社编辑部编 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1974 

［主题词］文学评论/三上桃峰 

 

 

［正题名］上海工农兵批林批孔文选 

［第一责任人］上海人民出版社编辑 

［出版者］上海人民出版社 

［出版日期］1974 



［主题词］批林批孔运动/文集 

 

 

［正题名］世界古代史上阶级斗争和路线斗争的几个问题 

［第一责任人］北京广播器材厂工人理论组，北京大学历史系世界史专业 73 级工农兵学员编

写 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1975 

［丛编题名］《学点历史》丛书 

［主题词］世界史/古代史/阶级斗争 

 

 

［正题名］谈谈农业学大寨运动 

［第一责任人］陈永贵著 

［出版者］农村读物出版社 

［出版日期］1975 

［主题词］农业学大寨 

［知识责任］陈永贵 著 

 

 

［正题名］马克思主义国家学说讲话 

［第一责任人］五一一一六部队理论组,北京大学哲学系 72 级工农兵学员编写 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1975 

［附注内容］哲学社会科学基础读物 

［主题词］马克思主义/国家理论 

 

 

［正题名］列宁是怎样巩固无产阶级专政的 

［第一责任人］北京部队炮兵某部理论组，北京大学历史系世界史专业七四级工农兵学员编

写 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1976 

［丛编题名］《学点历史》丛书 

 

 

［正题名］中国人名地名汉语拼音拼写法 

［第一责任人］文字改革出版社编辑 

［出版者］文字改革出版社 

［出版日期］1978 

［主题词］汉字/汉语拼音/拼写 

 

 

［正题名］无产阶级专政的伟大胜利 



［第一责任人］广西人民出版社编辑 

［出版者］编者 

［出版日期］1976 

［主题词］文化大革命/资料 

 

 

［正题名］中国现代文学史 

［第一责任人］唐弢主编 

［出版者］人民文学出版社 

［出版日期］1979 

［附注内容］高等学校文科教材 

［主题词］文学史/中国/现代/高等学校/教材 

［知识责任］唐弢 主编 

 

 

［正题名］全党动员 决战三年 为基本上实现农业机械化而奋斗 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1978 

［正题名］昔阳新故事 

［第一责任人］昔阳县革命故事编写组编 

［出版者］人民文学出版社 

［出版日期］1975 

［主题词］革命故事/中国/当代/作品集 

［知识责任］昔阳县革命故事编写组 编 

 

 

［正题名］列宁论战争与和平 

［第一责任人］(苏)列宁著 

［译者］人民出版社编辑 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1960 

［主题词］列宁著作/战争与和平问题 

［知识责任］列宁 著 

 

 

［正题名］辛亥革命后的几个短命政权 

［第一责任人］北京大学历史系 70 级工农兵学员［编］ 

［出版者］北京人民出版社 

［出版日期］1975 

［主题词］近代史/中国/1912～1919 

 

 

［正题名］论孔丘 

［第一责任人］冯友兰［著］ 



［出版者］人民出版社 

［出版日期］1976 

［知识责任］冯友兰 ［著］ 

 

 

［正题名］翻案不得人心 

［第一责任人］广西人民出版社编辑 

［出版者］编者 

［出版日期］1976 

［主题词］文化大革命/资料 

 

 

［正题名］世界近代史讲话 

［第一责任人］北京大学历史系 70 级工农兵学员《世界近代史讲话》编写组［编写］ 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1974 

［附注内容］哲学社会科学基础读物 

［主题词］世界史/近代史/1640～1870 

 

 

［正题名］《商君书》《荀子》《韩非子》选注 

［第一责任人］北京大学中文系古典文献专业七二级工农兵学员注 

［出版者］中华书局 

［出版日期］1975 

［主题词］儒家/著作/注释 

［主题词］法家/著作/注释 

 

 

［正题名］反面教材《水浒》 

［第一责任人］闻众编 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1975 

［主题词］文学评论-水浒 

［知识责任］闻众 编 

 

 

［正题名］《雇佣劳动与资本》解说 

［第一责任人］北京第一机床厂工人理论组,北京师范学院政治理论教研室编 

［出版者］北京人民出版社 

［出版日期］1975 

［主题词］马克思著作研究/雇佣劳动与资本 

［主题词］马克思主义政治经济学/研究 

 

 



［正题名］关汉卿戏剧集 

［第一责任人］［（元）关汉卿著］ 

［译者］北京大学中文系《关汉卿戏剧集》编校小组［编校］ 

［出版者］人民文学出版社 

［出版日期］1976 

［主题词］杂剧/剧本/中国/元代 

［知识责任］关汉卿 著 

 

 

［正题名］《帝国主义是资本主义的最高阶段》学习札记 

［第一责任人］北京大学经济系等著 

［出版者］北京人民出版社 

［出版日期］1975 

［主题词］列宁著作研究/帝国主义是资本主义的最高阶段 

 

 

［正题名］大跃进中的幼儿教育 

［第一责任人］上海市教育与生产劳动相结合展览会编 

［出版者］上海教育出版社 

［出版日期］1958 

［丛编题名］教育大跃进丛书 

［附注内容］上海教育工作经验汇辑 

［主题词］学前教育/工作经验/上海 

 

 

［正题名］农村幼儿园工作人员手册 

［第一责任人］江苏省教育厅，南京师范学院编 

［出版者］江苏人民出版社 

［出版日期］1959 

［主题词］幼教人员/手册 

 

 

［正题名］毛泽东同志论抗日时期的整风运动和生产运动 

［第一责任人］田家英撰 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1953 

［主题词］毛泽东著作研究/延安整风运动 

［主题词］毛泽东著作研究/大生产运动 

［知识责任］田家英 撰 

 

 

［正题名］建设大寨县财贸战线要打主动仗 

［第一责任人］中国共产党昔阳县委员会编 

［出版者］中国财政经济出版社 



［出版日期］1976 

［主题词］商业/经验/昔阳县 

 

 

［正题名］大寨地理 

［第一责任人］昔阳县《大寨地理》编写组编 

［出版者］商务印书馆 

［出版日期］1975 

［主题词］地理/昔阳县 

 

 

［正题名］大寨儿歌选 

［第一责任人］山西省昔阳县大寨学校写作组编 

［出版者］山西人民出版社 

［出版日期］1975 

［主题词］儿歌/中国/现代/选集 

 

 

［正题名］《国际歌》作者鲍狄埃和狄盖特 

［第一责任人］马启莱编 

［出版者］商务印书馆 

［出版日期］1979 

［丛编题名］外国历史小丛书 

［知识责任］马启莱 编 

 

 

［正题名］政治经济学 

［第一责任人］于光远，苏星主编 

［出版者］人民出版社 

［附注内容］内部发行 

［主题词］政治经济学 

［主题词］资本主义政治经济学 

［知识责任］于光远 主编 

［知识责任］苏星 主编 

 

 

［正题名］四人帮事件探索 

［第一责任人］齐辛著 

［出版者］七十年代杂志社 

［出版日期］1978 

［主题词］王、张、江、姚反党集团/分析 

［知识责任］齐辛 著 

 

 



［正题名］白求恩大夫 

［第一责任人］周而复著 

［出版者］人民文学出版社 

［出版日期］1953 

［主题词］传记小说/中国/现代 

［知识责任］周而复 著 

 

 

［正题名］关于资产阶级法权的通信 

［第一责任人］周向荣等著 

［出版者］上海人民出版社 

［出版日期］1976 

［主题词］社会主义政治经济学/通俗读物 

［知识责任］周向荣 著 

 

 

［正题名］沙俄侵华史 

［第一责任人］中国社会科学院近代史研究所编 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1978 

［主题词］侵华/历史/沙俄/近代 

 

 

［正题名］中国史稿 

［第一责任人］郭沫若主编 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1976 

［知识责任］郭沫若 主编 

 

 

［正题名］第二国际 

［第一责任人］张友伦著 

［出版者］商务印书馆 

［出版日期］1972 

［主题词］第二国际 

［知识责任］张友伦 著 

 

 

［正题名］共产主义者同盟 

［第一责任人］张友伦著 

［出版者］商务印书馆 

［出版日期］1971 

［附注内容］历史知识读物 

 



 

［正题名］毛主席的五篇哲学著作中的历史事件和人物简介 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1972 

［丛编题名］《学点历史》丛书 1 

 

 

［正题名］列宁主义万岁 

［第一责任人］人民出版社编辑 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1960 

［主题词］列宁主义 

 

 

［正题名］列宁论新型的革命的无产阶级政党 

［第一责任人］列宁著 

［译者］人民出版社编辑部编辑 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1960 

［附注内容］纪念列宁诞生九十周年（1870-1960） 

［主题词］列宁著作/工人政党 

［知识责任］列宁 著 

 

 

［正题名］列宁论民族解放运动 

［第一责任人］［列宁著］ 

［译者］人民出版社编辑部编 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1960 

［主题词］列宁著作/民族解放运动/语录 

［知识责任］列宁 著 

 

 

［正题名］大寨人的故事 

［第一责任人］《大寨人的故事》创作组编 

［出版者］山西人民出版社 

［出版日期］1972 

［主题词］革命故事/中国/现代/选集 

 

 

［正题名］列宁论无产阶级革命和无产阶级专政 

［第一责任人］（苏）列宁著 

［译者］人民出版社编辑部编 

［出版者］人民出版社 



［出版日期］1960 

［附注内容］纪念列宁延生九十周年 1870-1960 

［主题词］列宁著作/无产阶级专政 

［知识责任］列宁 著 

 

 

［正题名］列宁论反对修正主义 

［第一责任人］人民出版社编辑部编 

［出版者］上海人民出版社 

［出版日期］1960 

［附注内容］纪念列宁诞生九十周年 1870-1960 

［附注内容］据北京人民版重印 

［主题词］列宁著作/反修斗争 

 

 

［正题名］中华人民共和国第五届全国人民代表大会第二次会议文件 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1978 

［正题名］历史科学中两条道路的斗争 

［第一责任人］人民出版社编辑部编 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1958 

［主题词］史学/思想斗争/中国 

 

 

［正题名］唐代诗人赠日本友人诗 

［第一责任人］西北大学中文系编辑 

［出版者］西北大学中文系 

［出版日期］1979 

［主题词］唐诗/中国/选集 

 

 

［正题名］随周恩来副主席长征 

［第一责任人］魏国禄著 

［出版者］中国青年出版社 

［出版日期］1976 

［知识责任］魏国禄 著 

 

 

［正题名］大寨红旗 

［第一责任人］文锦…［等］编写 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1974 

［主题词］农业学大寨 



［知识责任］文锦 编写 

［知识责任］莎荫 编写 

［知识责任］梁骏 编写 

［知识责任］宇华 编写 

 

 

［正题名］周恩来纪念集 

［第一责任人］七十年代月刊社编 

［出版者］香港七十年代月刊社编印 

［出版日期］1977 

［正题名］七七事变 

［第一责任人］胡德坤著 

［出版者］解放军出版社 

［出版日期］1987 

［主题词］七·七事变(1937) 

［知识责任］胡德坤 著 

 

 

［正题名］日本近代哲学思想史稿 

［第一责任人］方昌杰著 

［出版者］光明日报出版社 

［出版日期］1991.10 

［附注内容］本书对复杂的日本近代诸多哲学流派,以历史唯物主义的观点清楚、深刻地进行

了分析,勾勒出日本近代哲学史的鲜明轮廓。 

［主题词］哲学史/日本/近代 

［知识责任］方昌杰 著 

 

 

［正题名］日本史概说 

［第一责任人］（日）石母田正，（日）松岛荣一著 

［译者］吕明译 

［出版者］三联书店 

［出版日期］1958 

［主题词］历史/日本 

［知识责任］石母田正 著 

［知识责任］松岛荣一 著 

［次知识责任］吕明 译 

 

 

［正题名］毛泽东选集 

［第一责任人］毛泽东著 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1966 

［主题词］毛泽东著作/选集 



［知识责任］毛泽东 著 

 

 

［正题名］大寨科学种国 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1974 

［正题名］汉语教科书 

［第一责任人］北京大学外国留学生汉语教材编写组编 

［出版者］北京大学外国留学生汉语编写组 

［出版日期］1974 

［正题名］“四人帮”言行录 

［第一责任人］文化资料供应社编 

［出版者］文化资料供应社 

［出版日期］1977 

［正题名］《史记》新论 

［第一责任人］白寿彝著 

［出版地不详］ 

［出版者］求实出版社 

［出版日期］1980 

［知识责任］白寿彝 著 

 

 

［正题名］毛泽东思想万岁 

［出版者］现代评论社 

［出版日期］1969 

［正题名］毛泽东选集 

［第一责任人］［毛泽东著］ 

［出版者］人民出版社 

［出版日期］1977 

［主题词］毛泽东著作/选集 

［知识责任］毛泽东 著 

 

 

［正题名］辽宁 

［第一责任人］辽宁画册编委会编辑 

［出版者］美术出版社 

［出版日期］［19 ?］ 

［19 ?］ a1 册 d26cm a 中 176v302a 辽宁画册编委会 4 编辑 0aCNbCASS11c20030822 

a11bR0010046d 中 176f1zJLW aR0010046hR0010046 

!!JB9313 

CGRS010D 无定价 

［正题名］哈尔滨 

［哈尔滨］ 

［出版者］［出版者不详］ 



［出版日期］1960 

［哈尔滨］c［出版者不详］d1960 a1 册 c 画册 d26cm a 中 177v3 0aCNbCASS11c20030818 

a11bR0010047d 中 177f1zJLW aR0010047hR0010047 

!!JB9314 

［正题名］Chronik fakten dokumente 

［第一责任人］edited Autorenkollektiv des deutschen instituts fur militargeschichte 

［出版者］Deutscher Militarverlag 

［出版日期］1969 

［附注内容］Bundeswehr--antinational und aggressiv 

 

 

［正题名］East Asia the great tradition 

［第一责任人］by Edwin O. Reischauer，John K. fairband 

［出版者］Charles E. Tuttle Company，Inc. 

［出版者］Houghton Mifflin Company 

［出版日期］1958 

［附注内容］A scholarly，concise，and eminently readable history of Chiese，Korean，

and Japanese civilization up to the mid-19th century 

［知识责任］Reischauer by 

［知识责任］fairband by 

 

 

［正题名］Von versailles bis Moskau 

［第一责任人］by Fritz Federau 

［出版者］Haude & Spenersche Verlagsbuchhandlung 

［出版日期］［19 ?］ 

［知识责任］Federau by 

 

 

［正题名］The 1964 Peking Symposium 

［第一责任人］edited The Secretariat of the 1964 Peking Symposium 

［出版者］The Secretariat of the 1964 Peking Symposium 

［出版日期］1965.1 

［正题名］Le Japon au xi congres international des sciences historiques a stockholm 

［第一责任人］edited Comite Japonais des Sciences Historiques 

［出版者］Nippon Gakujutsu Shinkokai 

［出版日期］1960 

［正题名］Papers 

［第一责任人］edited The Scientific and Technical Association of the People's 

Republic of China 

［出版者］The Scientific and Technical Association of the People's Republic of China 

［出版日期］1965 

［正题名］Papers 

［第一责任人］edited The Scientific and Technical Association of the People's 



Republic of China 

［出版者］The Scientific and Technical Association of the People's Republic of China 

［出版日期］1965 

［正题名］Papers 

［第一责任人］edited The Scientific and Technical Association of the People's 

Republic of China 

［出版者］The Scientific and Technical Association of the People's Republic of China 

［出版日期］1965 

［正题名］Papers 

［第一责任人］edited The Scientific and Technical Association of the People's 

Republic of China 

［出版者］The Scientific and Technical Association of the People's Republic of China 

［出版日期］1965 

［正题名］Papers 

［第一责任人］edited The Scientific and Technical Association of the People's 

Republic of China 

［出版者］The Scientific and Technical Association of the People's Republic of China 

［出版日期］1965 

［正题名］Papers 

［第一责任人］edited The Scientific and Technical Association of the People's 

Republic of China 

［出版者］The Scientific and Technical Association of the People's Republic of China 

［出版日期］1965 

［正题名］Papers 

［第一责任人］edited The Scientific and Technical Association of the People's 

Republic of China 

［出版者］The Scientific and Technical Association of the People's Republic of China 

［出版日期］1965 

［正题名］Papers 

［第一责任人］edited The Scientific and Technical Association of the People's 

Republic of China 

［出版者］The Scientific and Technical Association of the People's Republic of China 

［出版日期］1965 

［正题名］Papers 

［第一责任人］edited The Scientific and Technical Association of the People's 

Republic of China 

［出版者］The Scientific and Technical Association of the People's Republic of China 

［出版日期］1965 

［正题名］Papers 

［第一责任人］edited The Scientific and Technical Association of the People's 

Republic of China 

［出版者］The Scientific and Technical Association of the People's Republic of China 

［出版日期］1965 

［正题名］Papers 



［第一责任人］edited The Scientific and Technical Association of the People's 

Republic of China 

［出版者］The Scientific and Technical Association of the People's Republic of China 

［出版日期］1965 

［正题名］The World Council of Peace and the United Nations 

［第一责任人］edited The World Council of Peace 

［America］ 

［出版者］The World Council of Peace 

［出版日期］［19 ?］ 

［America］cThe World Council of Peaced［19 ?］ a46pd21cm a 英 18v302aThe World 

Council of Peace4edited 0aCNbCASS11c20030814  a11bR0009610d 英 18ef1zly 

aR0009610hR0009610 

!!JB9331 

CGRS010DCNY15.75 

［正题名］Facing two ways 

［第一责任人］by Shidzue Ishimoto 

［出版者］Farrar & Rinehart·Incorporated 

［出版日期］1935 

［知识责任］Ishimoto by 

 

 

［正题名］Ancient voyagers in the Pacific 

［第一责任人］by Andrew Sharp 

［出版者］Penguin Books 

［出版日期］1957 

［知识责任］Sharp by 

 

 

［正题名］What freud really said 

［第一责任人］by David Stafford-Clard 

［出版者］Penguin Books 

［出版日期］1965 

［知识责任］Stafford-Clard by 

 

 

［正题名］The ideals of the east 

［第一责任人］by Okakura-Kakuzo，with introduction and notes by Hiroshi Muraoka 

［出版者］Kenkyusha 

［出版日期］1941.12 

［知识责任］Okakura-Kakuzo by 

［知识责任］Muraoka by 

 

 

［正题名］The awakening of Japan 



［第一责任人］by Okakura-Kakuzo，with introduction and notes by Hiroshi Muraoka 

［出版者］Kenkyusha 

［出版日期］1940.5 

［知识责任］Okakura-Kakuzo by 
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［第一责任人］von W.I. Lenin 

［出版者］Dietz Verlag 

［出版日期］1951 

［丛编题名］Bucherei des Marxismus-Leninismus band 31 

［知识责任］Lenin von 

 

 

［正题名］Zwei taktiken der sozialdemokratie in der demokratischen revolution 

［第一责任人］von W.I. Lenin 



［出版者］Dietz Verlag 

［出版日期］1952 

［丛编题名］Bucherei des Marxismus-Leninismus band 10 

［知识责任］Lenin von 

 

 

［正题名］Das agrarprogramm der sozialdemokratie in der ersten russischen revolution 

von 1905 bis 1907 

［第一责任人］von W.I. Lenin 

［出版者］Dietz Verlag 

［出版日期］1952 

［丛编题名］Bucherei des Marxismus-Leninismus band 27 

［知识责任］Lenin von 

 

 

［正题名］Briefwechsel 

［第一责任人］von Karl Marx and Friedrich Engels 

［出版者］Dietz Verlag 

［出版日期］1950 

［知识责任］Marx von 

［知识责任］Engels von 

 

 

［正题名］Briefwechsel 

［第一责任人］von Karl Marx and Friedrich Engels 

［出版者］Dietz Verlag 

［出版日期］1949 

［知识责任］Marx von 

［知识责任］Engels von 

 

 

［正题名］Briefwechsel 

［第一责任人］von Karl Marx and Friedrich Engels 

［出版者］Dietz Verlag 

［出版日期］1950 

［知识责任］Marx von 

［知识责任］Engels von 

 

 

［正题名］Geschichtsunterricht 

［第一责任人］Lehrbuch fur Den 

［出版者］Volk und Wissen Volkseigener Verlag 

［出版日期］1956 

［附注内容］10.schuljahr 



 

 

［正题名］Einheit und freiheit 

［第一责任人］von Karl Obermann 

［出版者］Dietz Verlag 

［出版日期］1950 

［知识责任］Obermann von 

 

 

［正题名］Jean jaures 

［第一责任人］Charles 

［出版者］Librairie des Sciences Politiques et Sociales 

［出版日期］1925 

［知识责任］Charles 

 

 

［正题名］La ciencia en la historia de Mexico 

［第一责任人］Eli de Gortari 

［出版者］Fondo de Cultura Economica 

［出版日期］1963 

［知识责任］Eli de Gortari 

 

 

［正题名］Die entstehung des distorismus 

［第一责任人］von Friedrich Meinecke 

［出版者］Berlag von R. Dldenbourg 

［出版日期］1936 

［知识责任］Meinecke von 

 

 

［正题名］Die entstehung des distorismus 

［第一责任人］von Friedrich Meinecke 

［出版者］Berlag von R. Dldenbourg 

［出版日期］1936 

［知识责任］Meinecke von 

 

 

［正题名］Der Zweite Weltkrieg 

［第一责任人］Harausgegeben von der Kommission der Historiker der Ddr und Der Udssr 

［出版者］Theoria Cum Praxi 

［出版日期］1959 

［正题名］W.I. Lenin 

［第一责任人］W.I. Lenin 

［出版者］Dietz Verlag Berlin 



［出版日期］1959 

［知识责任］Lenin 

 

 

［正题名］W.l. Lenin 

［第一责任人］W.I. Lenin 

［出版者］Dietz Verlag Berlin 

［出版日期］1960 

［知识责任］Lenin 

 

 

［正题名］Selected Military Writings of Mao Tse-Tung 

［第一责任人］Mao Tse-Tung 

［出版者］Foreign Languages Press 

［出版日期］1963 

［知识责任］Tse-Tung 

 

 

［正题名］Neueste Zeit 

［出版者］Volk und Wissen Volkseigener Verlag 

［出版日期］1957 

［正题名］Urgemeinschaft Altertum-Fruhmittelalter 

［出版者］Volk und Wissen Volkseigener Verlag 

［出版日期］1957 

［附注内容］Lehrbuch Fur den Geschichtsunterricht der Oberschule 

 

 

［正题名］Museen und Bibliotheken 

［第一责任人］Mit Einem Vorwort von Georg Mielke 

［出版者］Sachsenverlag Dresden 

［出版日期］1959 

［知识责任］Mielke 

 

 

［正题名］Geschichts Unterricht 

［出版者］Volk und Wissen Volkseigener Verlag 

［出版日期］1954 

［正题名］Sanssouci 

［第一责任人］Text von Georg Piltz,Fotografiert Von Gunther Beyer und Klaus Beyer 

［出版者］Sachsenverlag Dresden 

［出版日期］1960 

［知识责任］Piltz 

［知识责任］Beyer 

［知识责任］Beyer 



 

 

［正题名］Novemberrevolution und Weimarer Republik 

［出版者］Volk und Wissen Volkseigener Verlag 

［出版日期］1956 

［正题名］Lehrbuch der Erdkunde 

［出版者］Volk und Wissen Volkseigener Verlag 

［出版日期］1960 

［正题名］Nationalismus im Nachkriegs-Japan 

［第一责任人］Wolfgang Seifert 

［出版者］[Institut fur Asienkunde] 

［出版日期］1977 

［丛编题名］Mitteilungen des Instituts fur Asienkunde Hamburg 91 

［知识责任］Seifert 

 

 

［正题名］Der Historismus und Seine Probleme 

［第一责任人］Ernst Troeltsch 

［出版者］Verlag von J.C.B. Mohr 

［出版日期］1922 

［知识责任］Troeltsch 

 

 

［正题名］Geschichts Unterricht 

［出版者］Volk und Wissen Volkseigener Verlag 

［出版日期］1918 

［正题名］A Social Basis for Prewar Japanese Militarism 

［第一责任人］Richard J. Smethurst 

［译者］The Army and the Rural Community 

［出版者］University of California Press 

［出版日期］[19 ?] 

［知识责任］Smethurst 

 

 

［正题名］Deutschland in Zeit der faschistischen Diktatur 

［出版者］Berlin 

［出版日期］1955 

［正题名］Holy Bible 

［第一责任人］Thomas Nelson 

［出版者］Published by Thomas Nelson & Sons 

［出版日期］1901 

［知识责任］Nelson 

 

 



［正题名］Rubens 

［出版者］Veb E.A. Seemann Verlag 

［出版日期］[19 ?] 

［正题名］Architektur und Stadtebau in der Dertschen Demokratischen Republik 

［出版者］Henschelverlag Kunst und Gesellschaft 

［出版日期］[19 ?] 

［正题名］Brown Book 

［出版者］Verlag Zeit im Bild 

［出版日期］[19 ?] 

［正题名］Manifesto of the Communist Party 

［第一责任人］K. Marx and F. Engels 

［译者］edited and annotated by Frederick Engels 

［出版者］Nauka 

［出版日期］1984 

［知识责任］Marx by 

［知识责任］Engels by 

［次知识责任］Engels edited and annotated 

 

 

［正题名］Manifeste du Parti Communiste 

［第一责任人］K. Marx et E. Engels 

［出版者］Nauka 

［出版日期］1848 

［知识责任］Marx 

［知识责任］Engels 

 

 

［正题名］Das Kommunistische Manifest 

［第一责任人］K. Marx und F. Engels 

［出版者］Nauka 

［出版日期］1848 

［知识责任］Marx 

［知识责任］Engels 

 

 

［正题名］Манифест Коммунистической Лартии 

［第一责任人］К. Маркс и ф. Энгельс 

［出版者］Наука 

［出版日期］1848 

［知识责任］Маркс 

［知识责任］Энгельс 

 

 

［正题名］Das Nibelungen Lied 



［第一责任人］Karl Simrock,Dietrich Kralik 

［出版者］Alfred Kroner Verlag 

［出版日期］1954 

［知识责任］Simrock 

［知识责任］Kralik 

 

 

［正题名］Damit Deutschland Lebe 

［第一责任人］Walter A. Schmidt 

［出版者］Kongress-Verlag 

［出版日期］1959 

［知识责任］Schmidt 

 

 

［正题名］Red Star Over China 

［第一责任人］by Edgar Snow 

［出版者］Penguin Books 

［出版日期］[19 ?] 

［附注内容］Revised and Enlarged Edition 

［知识责任］Edgar Snow by 

 

 

［正题名］Erkampft das Menschenrecht 

［出版者］Dietz Verlag 

［出版日期］1958 

［正题名］宗教弾圧を語る 

［第一责任人］小池健治, 西川重則, 村上重良編 

［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-61 

［附注内容］付:近代日本宗教弾圧年表(1868-1945 年) 

［主题词］宗教と政治 

［主题词］信教の自由 

［知识责任］小池健治 

［知识责任］西川重則 

［知识责任］村上重良 

 

 

［正题名］子どもとことば 

［第一责任人］岡本夏木著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.1 

［丛编题名］岩波新書 



［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-179 

［主题词］幼児 

［主题词］コミュニケーション 

［主题词］言語心理学 

［知识责任］岡本夏木 著 

 

 

［正题名］中世の知識人 

［第一责任人］ジャック·ルゴフ著 

［译者］柏木英彦, 三上朝造訳 

［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-30 

［附注内容］参考文献: p.218-221 

［主题词］中世哲学 

［主题词］ルネッサンス哲学 

［主题词］大学/ヨーロッパ/歴史 

［知识责任］Le Goff 著 

［次知识责任］三上朝造 訳 

［次知识责任］柏木英彦 訳 

 

 

［正题名］徳政令 

［第一责任人］笠松宏至著 

［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-218 

［主题词］法制史 

［知识责任］笠松宏至, 著 

 

 

［正题名］メキシコからの手紙 

［第一责任人］黒沼ユリ子著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1980.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版-116 

［主题词］メキシコ/社会 

［主题词］インディアンメキシコ 

［知识责任］黒沼ユリ子 著 

 

 



［正题名］作物改良に挑む 

［第一责任人］山口彦之著 

［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-212 

［附注内容］参考文献:p226～230 

［主题词］育種学 

［主题词］作物 

［知识责任］山口彦之 著 

 

 

［正题名］平将門の乱 

［第一责任人］福田豊彦著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1981.9 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-168 

［附注内容］主な参考文献: p217-218 

［主题词］平将門の乱 

［知识责任］福田豊彦 著 

 

 

［正题名］史記を語る 

［第一责任人］宮崎市定著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1996.4 

［丛编题名］岩波新書 84 

［主题词］史記 

［知识责任］宮崎市定 

 

 

［正题名］英和辞典うらおもて 

［第一责任人］忍足欣四郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.1 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 180 

［主题词］英語/辞書 

［知识责任］忍足欣四郎 

 

 

［正题名］ギリシア哲学と現代 

［第一责任人］藤沢令夫著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1980.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 126 

［主题词］ギリシャ哲学 

［知识责任］藤沢令夫 

 

 

［正题名］中世ローマ帝国 

［第一责任人］渡辺金一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1980.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-124 

［主题词］ビザンチン帝国 

［知识责任］渡辺金一 著 

 

 

［正题名］現代日本社会と民主主義 

［第一责任人］渡辺洋三著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 190 

［知识责任］渡辺洋三 著 

 

 

［正题名］巨大古墳の世紀 

［第一责任人］森浩一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1981.8 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 164 

［主题词］古墳 

［主题词］古墳時代 

［知识责任］森浩一 

 

 

［正题名］クモの不思議 

［第一责任人］吉倉真著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.7 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-197 



［主题词］クモ類 

［知识责任］吉倉真 著 

 

 

［正题名］日本旧石器時代 

［第一责任人］芹沢長介著 

［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-209 

［主题词］石器時代 

［知识责任］芹沢長介 著 

 

 

［正题名］ウイルスとガン 

［第一责任人］畑中正一著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1981.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-159 

［主题词］癌 

［主题词］ビールス 

［知识责任］畑中正一 著 

 

 

［正题名］「民」の論理,「軍」の論理 

［第一责任人］小田実著 

［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-55 

［主题词］政治 

［知识责任］小田実 著 

 

 

［正题名］日本の文字 

［第一责任人］樺島忠夫著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.2 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄-75 

［知识责任］樺島忠夫 著 

 

 



［正题名］不安の病理 

［第一责任人］笠原嘉著 

［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 黄版 157 

［主题词］不安 

［主题词］精神神経科学 

［知识责任］笠原嘉 

 

 

［正题名］寺社勢力 

［第一责任人］黒田俊雄著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1980.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 117 

［知识责任］黒田俊雄 

 

 

［正题名］床の間 

［第一责任人］太田博太郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1978.12 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黄版 68 

［主题词］床の間 

［知识责任］太田博太郎 著 

 

 

［正题名］現代日本法入門 

［第一责任人］渡辺洋三 [ほか] 編 

［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 黄版 150 

［附注内容］参考文献: p213-215 

［主题词］法律/日本 

［知识责任］渡辺洋三 

 

 

［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 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（ヒガ シュンチョウ） 

［知识责任］霜多正次（シモタ セイジ） 

［知识责任］新里恵二（シンザト ケイジ） 

 

 

［正题名］食糧と農業を考える 

［第一责任人］大島清著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1981.8 

［丛编题名］岩波新書 黄版 165 

［主题词］食糧問題 

［主题词］農業/日本 

［知识责任］大島清（オオシマ キヨシ） 著 

 

 

［正题名］納税者の権利 

［第一责任人］北野弘久著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1981.11 

［丛编题名］岩波新書 黄-174 

［主题词］租税 

［主题词］租税制度 

［知识责任］北野弘久（キタノ ヒロヒサ） 著 

 

 

［正题名］生命と自由 

［第一责任人］渡辺慧著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1980.6 

［丛编题名］岩波新書 黄版 122 

［主题词］生命 

［知识责任］渡辺慧（ワタナベ サトシ） 著 

 

 

［正题名］西ドイツの社会民主主義 

［第一责任人］仲井斌著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.12 

［丛编题名］岩波新書 黄版 105 

［附注内容］ドイツ社会民主党小年表: 巻末 p1-3 



［主题词］ドイツ社会民主党 

［主题词］社会民主主義 

［知识责任］仲井斌（ナカイ タケシ） 

 

 

［正题名］労働現場 

［第一责任人］鎌田慧著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1980.2 

［丛编题名］岩波新書 黄-110 

［主题词］造船業/従業員 

［主题词］造船所 

［知识责任］鎌田慧（カマタ サトシ） 著 

 

 

［正题名］新重商主義の時代 

［第一责任人］荒川弘著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.8 

［丛编题名］岩波新書 黄版-20 

［主题词］国際経済 

［主题词］経済/歴史 

［知识责任］荒川弘（アラカワ ヒロシ） 著 

 

 

［正题名］子どもの心と発達 

［第一责任人］園原太郎著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1979.3 

［丛编题名］岩波新書 黄-79 

［主题词］児童心理学 

［主题词］幼児 

［知识责任］園原太郎 著 

 

 

［正题名］個人主義の運命 

［第一责任人］作田啓一著 

［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-171 

［主题词］文学/歴史 

［主题词］小説/歴史 

［主题词］個人主義 



［主题词］文学と社会 

［知识责任］作田啓一（サクタ ケイイチ） 

 

 

［正题名］コロンブス 

［第一责任人］柴野民三著 

［出版者］ポプラ社 

［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 黄-93 

［知识责任］柴野民三（シバノ タミゾウ） 

 

 

［正题名］人間の心を探究する 

［第一责任人］宮城音弥著 

［出版者］岩波書店 

［出版日期］1977.4 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-1000 

［主题词］心理学 

［知识责任］宮城音弥（ミヤギ オトヤ） 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］1976.10 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 青-982 

［主题词］工業地帯 

［知识责任］山本正雄（ヤマモト マサオ） 編 

 

 

［正题名］骨から見た日本人のル--ツ 

［第一责任人］鈴木尚著 

［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 黃-220 

［知识责任］鈴木尚 著 

 

 

［正题名］一揆 

［第一责任人］勝俣鎮夫著 



［出版者］岩波書店 

［出版日期］1982.6 

［丛编题名］岩波新書 

［丛编题名］イワナミ シンショ 黃-194 

［知识责任］勝俣鎮夫 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 黃-178 

［知识责任］原田勝正 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］1967 

［附注内容］記述は第 2 刷(1967)による 

［知识责任］毛沢東 [著] 

 

 

［正题名］安藤昌益全集 

［第一责任人］安藤昌益研究会編集·執筆 

［出版者］農山漁村文化協会 

［出版日期］[19 ?] 

［知识责任］安藤昌益 著 


