
2014/04/11新居浜市立図書館(本館) 図書目録リスト
【別置】：I
【分類】：300～399
【配架区分】：書庫・一般

館名 資料ＩＤ タイトル 責任表示 請求記号 出版者
本 0113028991 KAKEMONO Honor Tracy‖著 I302/TR COWARD-McCANN
本 0112982979 学生と日本 河合  栄治郎‖編 I302/ｶﾞ 日本評論社
本 0112982728 外国人の見た日本 4 I302/ｶﾞ/4 筑摩書房
本 0113013907 フランス精神と文化 佐藤  輝夫‖著 I302/ｻ 目黒書店
本 0112356432 フランスを中心に 重徳 泗水‖著 I302/ｼ 人文書院
本 0112990997 孤立する大国ニッポン ゲルハルト  ダンプマン‖[著] 塚本 I302/ﾀﾞ TBSブリタニカ
本 0112982933 カケモノ オーナー  トレイシイ‖著 平松  幹 I302/ﾄ 文芸春秋新社
本 0112336393 パートナーシップ E・O・ライシャワー‖著 I302/ﾗ 時事通信社
本 0112953322 対立を超えて 安倍  能成‖[ほか]著編 I304/ｱ 養徳社
本 0112981177 永遠の日本 出光  佐三‖著者代表 I304/ｲ 平凡社教育産業センター
本 0112986911 危機の半世紀 飯塚  浩二‖著 I304/ｲ 文芸春秋新社
本 0113013550 比較文化論 飯塚  浩二‖著 I304/ｲ 白日書院
本 0112986902 危機に立つ日本 上原  専禄‖著 I304/ｳ 未来社
本 0112964720 社会科学と信仰の間 大塚  久雄‖著 住谷  一彦‖編 I304/ｵ 図書新聞社
本 0113013328 文化と表現 桂  廣介‖著 I304/ｶ 三省堂
本 0112991175 これからどうなる 岩波書店編集部‖編 I304/ｺ 岩波書店
本 0112982899 革命のデザイン 渋沢  雅英‖著 I304/ｼ 角川書店
本 0112997213 反古草紙 信夫  淳平‖著 I304/ｼ 有斐閣
本 0113015031 学問の本質と現代の思想 津田 左右吉‖述 I304/ﾂ 岩波書店
本 0112966194 昭和国民読本 徳富  猪一郎‖著 I304/ﾄ 東京日日新聞社
本 0113012329 文明の実験  西洋のゆくえ アーノルド・トインビー‖著 黒沢  I304/ﾄ 毎日新聞社
本 0112999060 私の信念と体験 永井  柳太郎‖著 I304/ﾅ 岡倉書房
本 0112986779 来るべき自由社会 第1部 ジョン  ミドルトン  マリ‖著 深瀬 I304/ﾏ 世界文学社
本 0112957783 憂論 松下  幸之助‖著 盛田  昭夫‖著 I304/ﾏ PHP研究所
本 0112999042 明暗近代色 東京朝日新聞社社会部‖編 I304/ﾒ 赤炉閣書房
本 0113016325 生命辯證法  新日本改造の指導原理 森  清人‖著 I304/ﾓ 平凡社
本 0112984771 イデオロギー論 理想社‖編 I309/ｲ 理想社出版部
本 0112999266 明治初期社会思想の研究 加田  哲二‖著 I309/ｶ 春秋社
本 0112965587 ジュネーヴ人の手紙 サン-シモン‖著 大塚  幸男‖訳 I309/ｻ 日本評論社
本 0112345999 サン-シモン著作集 第4巻 クロード・アンリ・ド・ルーヴロワ I309/ｻ/4 恒星社厚生閣
本 0112346006 サン-シモン著作集 第5巻 クロード・アンリ・ド・ルーヴロワ I309/ｻ/5 恒星社厚生閣
本 0112987144 共産主義の理論と批判 平井  新‖著 I309/ﾋ 渡辺書房
本 0113012579 近代日本の特異性 岡  義武・木村  健康・飯塚  浩二 I310/ｵ 白日書院
本 0113012668 建国新書 胡  蘭成‖著 I310/ｺ 中日新聞社東京本社東京新
本 0113012392 改革への挑戦  新しい民主主義の道 柳沢  錬造‖著 I310/ﾔ 富士社会教育センター
本 0112963197 西園寺公望 木村  毅‖著 I312/ｷ 時事通信社
本 0112343401 西園寺公と政局 第4巻 原田 熊雄‖述 I312/ﾊ/4 岩波書店
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本 0112343410 西園寺公と政局 第5巻 原田 熊雄‖述 I312/ﾊ/5 岩波書店
本 0112343429 西園寺公と政局 第6巻 原田 熊雄‖述 I312/ﾊ/6 岩波書店
本 0112343438 西園寺公と政局 第7巻 原田 熊雄‖述 I312/ﾊ/7 岩波書店
本 0112343447 西園寺公と政局 第8巻 原田 熊雄‖述 I312/ﾊ/8 岩波書店
本 0113014700 中共問題我観 苗  剣秋‖著 I312/ﾋﾞ 時事通信社
本 0113013088 國家はどこへ行く 大熊  信行‖著 I313/ｵ 鼎書房
本 0112987947 近代国家における自由 H.J.ラスキ‖[著] 飯坂  良明‖訳 I316/ﾗ 岩波書店
本 0113013293 滞米48日 平沼  亮三‖著 I318/ﾋ 有隣堂
本 0113024717 答礼使御来朝記念写真帖 上巻 大阪毎日新聞社‖編纂 I319/ﾄ/1 大阪毎日新聞社(発売)
本 0113024735 答礼使御来朝記念写真帖 中巻 大阪毎日新聞社‖編纂 I319/ﾄ/2 大阪毎日新聞社(発売)
本 0113024726 答礼使御来朝記念写真帖 下巻 大阪毎日新聞社‖編纂 I319/ﾄ/3 大阪毎日新聞社(発売)
本 0112998739 日本外交史 満川  亀太郎‖著 I319/ﾐ 受験講座刊行会
本 0112998230 聖徳太子憲法と法王帝説の研究 会田  範治‖著 I322/ｱ 仏教書林山喜房
本 0112998837 日本古代法典 萩野  由之‖[ほか]編輯 I322/ﾆ 博文舘
本 0112998775 日本法制史 牧  健二‖著 I322/ﾏ 国史講座刊行会
本 0112996964 法制史の研究 続 三浦  周行‖著 I322/ﾐ 岩波書店
本 0112996973 法制史の研究 三浦  周行‖著 I322/ﾐ 岩波書店
本 0113016469 帝国憲法皇室典範義解 伊藤  博文‖著 I323/ｲ 丸善
本 0112360702 帝室制度史 第6巻 帝国学士院‖編纂 I323/ﾃ/6 研究社
本 0112987929 近代家族法の研究 [正] 青山  道夫‖著 I324/ｱ 有斐閣
本 0112999079 経済読本 太田  正孝‖著 I330/ｵ 日本評論社
本 0113015442 脇村義太郎著作集 第5巻 脇村  義太郎‖著 I330/ﾜ/5 日本経営史研究所
本 0113016414 経済原論 田島  錦治‖著 I331/ﾀ 有斐閣
本 0112999382 生の経済哲学 高木  友三郎‖著 I331/ﾀ 森山書店
本 0112998356 経済地理通論 淡川  康一‖著 I332/ｱ 弘文堂書房
本 0112998249 日本資本主義発達史 野呂  栄太郎‖著 I332/ﾉ 鉄塔書院
本 0113012221 EEC読本 上 坂内  富雄‖著 I333/ﾊﾞ/1 時事通信出版局
本 0113012230 EEC読本 下 坂内  富雄‖著 I333/ﾊﾞ/2 時事通信出版局
本 0113029044 MITSUI・MITSUBISHI・SUMITOMO MITSUBISHI ECONOMIC RESEARCH INST I335/MI MITSUBISHI ECONOMIC RESE
本 0113029026 SUMITOMO SUMITOMO COMPANYS‖著 I335/SU
本 0113018519 引退  出処進退にみる戦後経営史 飯塚  昭男‖著 I335/ｲ ごま書房
本 0113015488 実例  人の扱い方  職場に生かすヒューマン・リレー 内田  知二‖著 I335/ｳ ダイヤモンド社
本 0112997918 日本財閥の解剖 高橋  亀吉‖著 I335/ﾀ 中央公論社
本 0113028786 JAPAN A PICTORIAL INTERPRETATION 星野  辰男‖編 I361/JA 朝日新聞社
本 0113028722 MYSTERIOUS JAPAN Julian Street‖著 I361/ST DOUBLEDAY, PAGE & COMPAN
本 0112996900 日本精神に関する一考察 紀平  正美‖著 I361/ｷ 章華社
本 0112357841 文化類型学 高山 岩男‖著 I361/ｺ 弘文堂書房
本 0112981738 家族 清水  盛光‖著 I361/ｼ 岩波書店
本 0112990577 国民性十論 芳賀  矢一‖著 久松  潜一‖校註 I361/ﾊ 富山房
本 0112984780 文化社会学 社会学研究会‖編 I361/ﾌﾞ 同文舘
本 0112986859 危機における人間 宮城  音弥‖著 I361/ﾐ 白日書院
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本 0112998481 日本社会文化史概論 福原  武‖著 I362/ﾌ 興亜学塾
本 0112998132 日本原始共産体の研究 細川  亀市‖著 I362/ﾎ 白揚社
本 0113014657 世界の中の日本  新しい時代の労働運動 柳沢  錬造‖著 I366/ﾔ 富士社会教育センター出版
本 0113028492 WHAT A FAMILY Helen Harrington Schiff‖著 I367/SC BLANDFORD PRESS
本 0113013596 セクシュアリテ エスプリ誌編集部‖編 小林  淳宏‖ I367/ｾ 時事通信社
本 0112984600 隠居論 穂積  陳重‖著 I367/ﾎ 日本経済評論社
本 0112983594 大橋広遺稿集 大橋  広‖著 大橋広遺稿編纂会‖編 I370/ｵ 大橋広遺稿編纂会
本 0112999140 思想非常時と現代教育の革新 二荒  芳徳‖著 I370/ﾌ 大日本力教会東学社
本 0113019251 教育社会学  改訂 日本教育大学協会‖編 I371/ｷ 文民教育協会
本 0112955632 青年心理学 望月  衛‖著 I371/ﾓ 光文社
本 0113029204 JAPANESE SCHOOL LIFE THROUGH THE CAMERA I372/JA KOKUSAI BUNKA SHINKOKAI
本 0112989856 国語教育原論 輿水  実‖著 I375/ｺ 朝倉書店
本 0112983558 大阪大斈二十五年誌 大阪大斈‖[編] I377/ｵ 大阪大学
本 0112989829 追跡・国学院大学「キャンパス転がし」 尾崎  正道‖著 I377/ｵ にんげん社
本 0112983022 会員氏名録 昭和60・61年用 [学士会‖編] I377/ｶﾞ 学士会
本 0112983031 学習院百年史 第1編 学習院百年史編纂委員会‖編集 I377/ｶﾞ/1 学習院
本 0112983040 学習院百年史 第2編 学習院百年史編纂委員会‖編集 I377/ｶﾞ/2 学習院
本 0112983059 学習院百年史 第3編 学習院百年史編纂委員会‖編集 I377/ｶﾞ/3 学習院
本 0113012695 京都大学七十年史 京都大学七十年史編集委員会‖編 I377/ｷ 京都大学
本 0112987359 京都大学七十年史 京都大学七十年史編集委員会‖編集 I377/ｷ 京都大学創立七十周年記念
本 0112987000 京都大学文学部五十年史 京都大学文学部‖[編] I377/ｷ 京都大学文学部
本 0112982880 学府と学風 小泉  信三‖著 I377/ｺ 慶応出版社
本 0112958256 青年団論 寒河江  善秋‖著 I379/ｻ 北辰堂
本 0113014416 青春の主題 萩原  光雄‖著 I379/ﾊ 向陵書院
本 0112356389 神道と民俗学 柳田 国男‖著 I380/ﾔ 明世堂書店
本 0112352436 柳田国男先生著作集 第1冊 柳田 国男‖著 I380/ﾔ/1 実業之日本社
本 0112352445 柳田国男先生著作集 第2冊 柳田 国男‖著 I380/ﾔ/2 実業之日本社
本 0112352454 柳田国男先生著作集 第9冊 柳田 国男‖著 I380/ﾔ/9 実業之日本社
本 0112998748 日本風俗史 江馬  務‖著 I382/ｴ 国史講座刊行会
本 0112990620 古代研究 第1部-[2] 折口  信夫‖著 I382/ｵ 大岡山書店
本 0112998917 古代研究 第2部 折口  信夫‖著 I382/ｵ 大岡山書店
本 0112976940 海南小記 柳田  国男‖著 I382/ﾔ 創元社
本 0112955883 木綿以前の事 柳田  国男‖著 I382/ﾔ 創元社
本 0113001304 本朝艶本艶画の分析鑑賞 高橋  鉄‖著 I384/ﾀ 有光書房
本 0112334322 山と人と生活 高橋 文太郎‖著 I384/ﾀ 金星堂
本 0112348861 礼儀作法全集 第6巻 大江 スミ‖編纂 I385/ｵ/6 中央公論社
本 0112348870 礼儀作法全集 第7巻 大江 スミ‖編纂 I385/ｵ/7 中央公論社
本 0112348889 礼儀作法全集 第8巻 大江 スミ‖編纂 I385/ｵ/8 中央公論社
本 0112354327 先祖の話 柳田 国男‖著 I387/ﾔ 筑摩書房
本 0112999532 日本伝説叢書 北武蔵の巻 藤沢  衛彦‖編著 I388/ﾆ/1 日本伝説叢書刊行会
本 0112999621 日本伝説叢書 信濃の巻 藤沢  衛彦‖編著 I388/ﾆ/10 日本伝説叢書刊行会
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本 0112999541 日本伝説叢書 明石の巻 藤沢  衛彦‖編著 I388/ﾆ/2 日本伝説叢書刊行会
本 0112999550 日本伝説叢書 安房の巻 藤沢  衛彦‖編著 I388/ﾆ/3 日本伝説叢書刊行会
本 0112999569 日本伝説叢書 阿波の巻 藤沢  衛彦‖編著 I388/ﾆ/4 日本伝説叢書刊行会
本 0112999578 日本伝説叢書 伊賀の巻 藤沢  衛彦‖編著 I388/ﾆ/5 日本伝説叢書刊行会
本 0112999587 日本伝説叢書 伊豆の巻 藤沢  衛彦‖編著 I388/ﾆ/6 日本伝説叢書刊行会
本 0112999596 日本伝説叢書 和泉の巻 藤沢  衛彦‖編著 I388/ﾆ/7 日本伝説叢書刊行会
本 0112999603 日本伝説叢書 佐渡の巻 藤沢  衛彦‖編著 I388/ﾆ/8 日本伝説叢書刊行会
本 0112999612 日本伝説叢書 讃岐の巻 藤沢  衛彦‖編著 I388/ﾆ/9 日本伝説叢書刊行会
本 0112999630 日本伝説叢書 下総の巻 藤沢  衛彦‖編著 I388/ﾆ/11 日本伝説叢書刊行会
本 0112999649 日本伝説叢書 上総の巻 藤沢  衛彦‖編著 I388/ﾆ/12 日本伝説叢書刊行会
本 0112999658 日本伝説叢書 播磨の巻 藤沢  衛彦‖編著 I388/ﾆ/13 日本伝説叢書刊行会
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