
通番 図書･資料名 著編者 刊行年

8576 林業土木の施工管理 （有）林土連研究社 昭和４６

8577 道路舗装マニュアル（第２版）　（株）オーム社 多田宏行 昭和４８

8578 建設省工事契約実務要覧　　新日本法規出版（株） 建設省工事契約制度研究会 昭和５５

8579 厚生省補助金ハンドブック　第一法規出版株式会社 田中重弥 昭和５８

8580 森林土木ハンドブック　千代田出版（株） 酒井紀男 他 平成　２

8581 緑化技術用語事典　（株）山海堂 日本緑化工学会 平成　２

8582 農林水産業災害対策Ｑ＆Ａ　５　（株）ぎょうせい 農地制度資料集成編纂委員会 平成　４

8583 新中央省庁機構図 第一法規（株） 平成１１

8584 社会保険旬報増刊　介護保険情報　Ｎｏ．２０４９、Ｎｏ．２０５３ 社会保険研究所 平成１２

8585 国民の福祉の動向  昭和５７年～平成元年 （財）厚生統計協会

8586 国民衛生の動向  昭和５６年～昭和６３年 （財）厚生統計協会

8587 保険と年金の動向  昭和５７年～昭和６２年、平成元年、平成２年 （財）厚生統計協会

8588 林業白書　平成１０年度、平成１１年度　 （社）日本林業協会

8589 機關術　Ⅳ 海軍兵學校 昭和　９

8590 教育總監部校閲　軍事教育補充兵、第二國民兵必携 財團法人軍人會館図書部 昭和１７

8591 第二次世界大戦艦船遺柱総覧 （財）公益推進機構 昭和５９

8592 水経済年報　１９８６年版　　 （財）水利科学研究所 昭和６１

8593 くらしの中の文化 （社）地方行政財政調査会 平成　５

8594 改正診療報酬点数表参考資料（平成６年１０月１日実施） 和歌山県社会保険協会 平成　６

8595 国土緑化運動を推進する団体の活動と組織 （社）国土緑化推進機構 平成　９

8596 ＦＵＲＵＳＡＴＯ　Ｖｏｌ．３３ （財）地域総合整備財団 平成　９

8597 平成１０年度  業務統計 社会福祉・医療事業団 平成１１

8598 年金財政の現況　－財政を支える財源率の話－ 地方公務員年金制度研究会 平成１１

8599 痴呆老人の介護と家族のケアー 健康保険組合連合会 平成１２

8600 知っていますか？支えて支えられること （社）日本広報協会 平成１４

11　上記に該当しない図書・雑誌等

8601 愛国百人一首学習帖　泰東書道院 仲田幹一 昭和１８

8602 愛知の古鏡 毎日新聞社 昭和５１

8603 愛と汗　 修養団 昭和　７

8604 秋草の系譜　－日本のデザイン－ サントリー美術館 昭和５４

8605 秋月党　亀陽文庫 川上市太郎 昭和５１

8606 秋津野塾　未来への挑戦～田辺市上秋津と地域づくり～　きのくに活性化

センター
鈴木裕範 平成１６

8607 悪政  乱政  弊政 和歌山県政治経済研究新聞社 平成１０

8608 曙山・直武 （株）三彩社 昭和５２

8609 アジア太平洋地域の発展と金融の相互依存 総合研究開発機構 昭和６０

8610 アジ研ニュース アジア経済研究所 平成　５

8611 謎の絵師写楽と傑作浮世絵展  －海外から発掘された幻の名作－ 神戸新聞社　大塚巧藝社 昭和５６

8612 明日のしあわせと発展を願って  広域行政調査研究大会の記録 和歌山県広域行政調査研究会 昭和４３

8613 あすの地方都市と交通－交通指標ランキングその２・地方中心都市版－ トヨタ交通環境委員会 昭和５８

8614 明日の和歌山県農政 村上六三 昭和３７

8615 明日をめざす労働戦略 岡部晃三　猪股靖 平成　４

8616 新しい画像情報システムを創造する  月刊ＩＭ  （社）日本マイクロ写真協会 平成　２

8617 新しい共済年金　　地方公務員共済年金制度研究会編 （株）社会保険出版社 平成１２

8618 あなたの目で見る国造りの現場　平成１１年度　ODA 民間モニター報告書 「ODA 民間モニター」事務局 平成１２

8619 あの日あの頃 高井貞二 昭和５４

8620 新たな解放理論の創造にむけて　中央理論委員会［提言］ 部落解放同盟中央本部  平成　５

8621 新たな食料・農業・農村基本法をめざして 全国農業会議所 平成１０

8622 平成１４年産　有田みかん販売反省会資料 ＪＡありだ共選協議会 平成１４

8623 有田川鮎茶屋まで　株式会社ドライブイン有田川 花田喜代子 昭和４９

8624 アルザスとフランス近代美術の歩み　ストラスブール近代美術館展
東京都庭園美術館　姫路市立
美術館　和歌山県立近代美術
館　山梨県立美術館

平成　９
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8625 ある軍国教師の生涯　大正自由教育運動から国民精神総動員へ 古久保俊嗣 平成１４

8626 Ａｎｔｅｎｎａ農業農村整備関連情報　１６号　１９９８年７月刊 全国土地改良事業団体連合会 平成１０

8627 伊岐遠江守と私の間 秋山哲 平成１９

8628 伊闕仏龕碑 学書会 昭和１１

8629 一国として利す　株式会社文芸社 小谷正 平成１２

8630 移動の構造－人口移動の動機に関する研究－ 都市科学研究所 昭和５６

8631 稲垣登 稲垣登追想録編纂委員会 昭和５５

8632 いま、輝きはじめた和歌山県の明日をつくる　変革と発展 西口勇後援会

8633 今、何を語らん　平成十三年度年次活動報告書　日本青年遺骨収集団 會田雄一郎 平成１４

8634 イラストで歩く　紀州つれもてランド　株式会社ＭＫ企画 平井清貴・ハシヨシタカ 昭和５７

8635 医療問題ロールプレイ　平成１８年度、平成１９年度
和歌山県立医科大学教育研究
開発センター

8636 猗廬詩稿譯註並壽序　芸文社 土屋久泰 昭和３２

8637 歌川国芳　水滸伝展　通俗水滸傳豪傑百八人之一人
（財）平木浮世絵財団　リッ
カー美術館

昭和５４

8638 歌道小見　岩波書店 島木赤彦 昭和１８

8639 裏に道あり　日本経済新聞社 津本陽 昭和５８

8640 影印太平天國文獻十二種　中華書局出版 王慶成主 平成１６

8641 英語学辞典　研究社 市河三喜 昭和１６

8642 英文学の特質　岩波書店 福原麟太郎 昭和２９

8643 英米刑事法研究 敬文堂書店 昭和２４

8644 ＮＨＫブックス２０、３０　仏像　心とかたち　　 望月信成 他 昭和４０

8645 ＮＧＯと開発シリーズＮｏ．１　村は自立できる　－東北タイの老農－ セーリー・ポンピット 平成　４

8646 円空・木喰展 朝日新聞社 昭和４８

8647 往還 新井慶子 昭和６０

8648 近江商人の金言名句　株式会社中央経済社 小倉榮一郎 平成　２

8649 近江文化叢書　５、６　いのちの湖　琵琶湖問題シンポジウム大阪・京都　、

近江気象歳時記
サンブライト出版 昭和５５

8650 大阪外国語大学学報  総目次・索引  第１号～第７７号 大阪外国語大学 平成　２

8651 大阪２４時間都市のイメージ 大阪商工会議所地域振興部 昭和６１

8652「大阪の時代」をつくる 岸昌 昭和６１

8653 大阪湾紀伊水道地域整備計画調査報告書　昭和５３年、昭和５５年
大阪湾紀伊水道地域総合開発
促進協議会

8654 昭和５６年度　大阪湾紀伊水道地域整備調査報告書　概要版 株式会社日建設計 昭和５７

8655 大塔山系の自然  Ⅰ・Ⅱ 大塔山系生物調査グループ 昭和４６

8656 大原美術館作品解説 （財）大原美術館 ………

8657 幼き者の旗　主婦の友社 氏原大作 昭和１４

8658 お茶と茶筅 風土社 昭和５４

8659 思い遥か還らぬ人を 沖縄県遺族連合会婦人部 昭和５７

8660 折口信夫全集　第一～三十一巻、別巻　昭和４０年～昭和４３年 中央公論社

8661 終りのないものを ギャラリー白石 平成　６

8662 温泉の健康的利用について講演会 （財）和歌山社会経済研究所 昭和６３

8663 女のまちづくり宣言　京都発　桂坂の会・女の目で見るまち研究会 ( 編 ) 株式会社学芸出版社 昭和６２

8664 会員名簿　昭和６３年１月 全国森林土木建設協会 昭和６３

8665 会員名簿　昭和６１年１１月
（社）日本治山治水協会　日
本林道協会

昭和６１

8666 会員名簿　昭和６１年１０月現在 （社）和歌山県建設業協会 昭和６１

8667 海外市場白書　昭和５４年～昭和５６年 日本貿易振興会

8668 海岸　１９８５年 （社）全国海岸協会 昭和６０

8669 開業二十五年 榎本明雄 昭和５４

8670 平成１８年度「海港都市文化学の創生」プログラム事業報告書
神戸大学文学部　海港都市研
究センター

平成１９

8671 楷書熊本城　雄山閣出版株式会社 長坂金雄 昭和　９

8672 楷書秋聲賦 松本芳翠 ………

8673 回想記 羽部義孝 昭和５２
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8674 回想八十年　石油を追って歩んだ人生記録　　 榎本隆一郎 昭和５０

8675 街道をゆく　２、３　昭和５３年、昭和５８年　朝日新聞社 司馬遼太郎

8676『海南アメニアタウン』構想 株式会社アイディオー 平成元　

8677 解放教育  Ｎｏ．９４ 明治図書 昭和５３

8678 解放教育読本  にんげん  指導の手びき 明治図書 昭和４６

8679 開放された戦後美術　デモクラート（１９５１～１９５７） デモクラート展実施委員会 平成１１

8680 海保青陵集　誠文堂新光社 横川四郎　石濱知行 昭和１４

8681 海洋開発システム 株式会社青木建設 ………

8682 輝きの県政実現のために 西口勇後援会 平成　７

8683 革文函　座右宝刊行会 志賀直哉 昭和２１

8684 鶴鳴軒詩文鈔　完　九皐会 稲田九皐（斌） 大正１４

8685 春日弘氏追懐録 住友金属工業（株） 昭和４９

8686 春日文化　第１冊 春日大社 平成　５

8687 金沢の和菓子 株式会社十月社 平成　６

8688 金原省吾日記　昭和９年　武蔵野美術大学大学史史料集　第５集 武蔵野美術大学 平成１９

8689 歌舞伎 松竹（株） 昭和３５

8690 上阿田木神社 上阿田木神社 ………

8691 上方文化  創刊号 大阪文化研究所 昭和３６

8692 神々と祭り 神道青年全国協議会 昭和５８

8693 過密と過疎地帯の神社の実態調査 神社本庁 昭和４４

8694 亀山城顕彰録 亀山城址顕彰会 昭和６２

8695 簡易　林業計算法（改訂版）　森北出版（株） 武藤巌 昭和３９

8696 環境アセスメント  環境影響評価への考察 環境行政調査会 昭和５５

8697 官公庁事務能率 中央社 昭和２５

8698 関西イベントファイル　１９９５
関西情報発信機能強化推進協
議会

平成　７

8699 関西国際空港建設に伴う旅客交通体系のあり方に関する調査研究報告書 関西交通経済研究センター 昭和６１

8700 関西国際空港をとりまく和歌山・大阪南部の地域開発プロジェクト
紀陽銀行関西国際空港対策委
員会

平成　３

8701 関西国際空港２期用地造成事業の概要　ー未来への翼を支えるー
関西国際空港用地造成株式会
社

平成１３

8702 関西自然に親しむ風景１００選　～地域が育ててきた風景を訪ねて～
地球環境関西フォーラム事務
局

………

8703 観心寺 観心寺 ………

8704 観世流改訂謡本　羽衣他５３冊　大正１２年～昭和１２年 観世流改訂本刊行会

8705 菅茶山花月吟　全　青木恒三郎 菅茶山（菅波普師） ………

8706 間伐材の有効活用事例集　（株）地球社 間伐推進研究会 昭和５８

8707 評繹　韓非子全書　一～十
松村九兵衛、岡田茂兵衛、前
川善兵衛、柳原喜兵衛、中尾
新助、北村庄助、吉岡平助

明治１７

8708 漢方道 園村英夫 昭和５４

8709 学生自主創造科学センター　２００５年度～２００７年度　活動報告書
和歌山大学学生自主創造科学
センター

8710 合刻玉筍菴詩存 永田良 ………

8711 学校劇集　４　玉川大学出版部 岡田陽 昭和２４

8712 雁塔聖教序 学書会 昭和１１

8713 元禄御畳奉行の日記　中央公論社 神坂次郎 昭和５９

8714 紀伊山脈　第三十八集　平成三年版 紀伊山脈刊行会 平成　３

8715 紀伊中  コンサート 紀伊中学校 昭和５８

8716 帰還問題覚え書 高木武三郎 昭和４５

8717 飢餓線上を行く  ～浮浪者の種々相～　鴻盟社 高木武三郎 昭和　９

8718 紀州文化研究（復刊）　第一～四巻　株式会社国書刊行会 紀州文化研究所 昭和５８

8719 紀南大規模年金保養基地整備基本構想案　勝浦グリーンリゾート＆クラブ
紀南大規模年金保養基地研究
会

平成　３

8720 木の国からの主張　地域林業の活力づくり　（株）清文社 紀州林業懇話会青年部 昭和５８
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8721 木国文化財協会総会資料 木国文化財協会 ………

8722 救国の旗上がる時　草風社 渡瀬修吉 昭和５６

8723 ９０年代の雇用問題 白井晋太郎　猪股靖 平成　２

8724 救世熱海美術館名宝展　日本経済新聞社 京都国立博物館 昭和５４

8725 救世箱根美術館・救世熱海美術館　名品図録  第一～三集　昭和５２年、昭

和５４年　株式会社メシアニカゼネラル
救世箱根美術館　救世熱海美
術館

8726 弓道　２００３年１１月、２００４年１～３月、２００５年２月 （財）全日本弓道連盟

8727 教育職員の給与特別措置法解説　第一法規 宮地茂 昭和４６

8728 教育勅語の義解 神社本庁 昭和６２

8729 強制執行法  増補版 酒井書店 昭和３２

8730 債権総論　昭和３１年、昭和３２年 岩波書店

8731 巨匠　廣重展　目録 日本経済新聞社大阪本社 昭和４７

8732 紀伊国地誌略 野田大二郎 明治１１

8733 近畿大学短大論集  第ⅩⅢ巻　第２号 近畿大学短期大学部 昭和５６

8734 近畿２府４県の地域整備・開発計画について－主要プロジェクトの現況と

今後の計画－
工業時事通信社 ………

8735 近畿民具 近畿民具学会 昭和５４

8736 近世に於ける「我」の自覚史 宝文館 昭和１８

8737 久遠の師  山本信夫先生遺徳顕彰のしおり 遺徳顕彰会 昭和５７

8738 公家・武将の庭 ( 株 ) 平凡社 昭和５５

8739 句集　山塊－木城遺稿－ 半田美永 昭和５９

8740 平成６年度　組合活性化情報　要約版、詳細版 和歌山県中小企業団体中央会 平成　６

8741 くれない（１０００号記念号） 和歌山大学教職員組合 平成　６

8742 黒潮のしぶき 濵光治 昭和４９

8743 黒潮の生物特集 和歌山県生物同好会 昭和４９

8744 経済理論　昭和５７年、平成３年 和歌山大学経済学会

8745 京阪神都市圏の都市交通 京阪神都市圏交通計画協議会 昭和５８

8746 京阪神都市圏の人の動き　第２回パーソン・トリップ調査から 京阪神都市圏交通計画協議会 昭和５７

8747 京阪神都市圏総合都市交通体系調査　昭和５０、５６、５７年度報告書 京阪神都市圏交通計画協議会

8748 京阪神都市圏物資流動調査資料編　テーマ対応の分析検討編 京阪神都市圏交通計画協議会 昭和６２

8749 憲法　勁草書房 宮沢俊義 昭和３４

8750 憲法教育資料　西晋一郎述日本国体　　日本文化協会出版部 文部省思想局 昭和１０

8751 月刊ＩＭ　平成２年１１月、平成１４年１０月、平成１５年７～１２月号 月刊ＩＭ編集委員会

8752 月刊きのくに　ＫＩＮＯＫＵＮＩ　３、７月号　平成７年、平成９年 あやみ出版

8753 元号制度の確立をめざして 神社本庁時局対策本部 昭和５０

8754 言語教育と文学教育 金子書房 昭和２８

8755 源氏物語の庭　草木の栞　城南宮 廣江美之助 昭和５５

8756 潤一郎新譯源氏物語 巻一～巻十二 昭和２６年～昭和２９年　中央公論社 谷崎潤一郎

8757 源氏物語　一巻　有朋堂書店 塚本哲三 昭和　３

8758 現代社会主義講座  社会主義の理論と現状  第一巻～第六巻 東洋経済新報社 昭和３１

8759 標記増補註解　元明史略　一～五　藤井孫兵衛 高木熊三郎　奥野精一 明治１７

8760 降倭将軍　沙也可の果せぬ夢 辻　健 平成１８

8761 輿安丸　鴻盟社 高木武三郎 昭和３０

8762 皇位の世襲と宮中祭祀 神社本庁 昭和４２

8763 皇国書画　 朝陽社 昭和１８

8764 校定音訓　礼記　一～四
勝村冶右衛門、須原屋茂兵衛、
須原屋源助、田中太右衛門、
山内五郎兵衛

天保１２

8765 皇民訓育の実践　三友社 岩瀬六郎 昭和１３

8766 黄葉夕陽村舎文 遺稿他１２巻 須原屋茂兵衛 吉野屋仁兵衛 河内屋喜兵衛 菅茶山（菅波普師） 弘化　４

8767 故宮 人民美術出版社 昭和６０

8768 古今和歌集全評釈（上、中、下） 株式会社講談社 平成１０

8769 国学前期の神道観 神社本庁 昭和５０

8770 国際化と労働政策　雇用・賃金と勤労者福祉 甘粕啓介　猪股靖 平成元　

8771 国際障害者記念誌  希望 紀州タイムス 昭和５６
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8772 国籍法逐条解説 田代有嗣 昭和４９

8773 国土情報　Ｎｏ．３９７～Ｎｏ．４２９　昭和５９年～昭和６２年 （財）国土計画協会

8774 国文学研究  神祇文学篇　大岡山書店 武田祐吉 昭和１２

8775 国民自治年鑑 日本社会党中央本部機関紙局 平成　４

8776 国民精神の教養 国民精神文化研究所 昭和　９

8777 国譯一切經 大東出版社 昭和　５

8778 湖山樓詩鈔　一～四　擁萬堂 小野長愿（号湖山） 明治　３

8779 古事記解説 神社本庁 昭和４５

8780 国会議事堂 株式会社　共同通信社 平成　２

8781 古典大系  日本の指導理念１～２０、索引・年表　昭和５８年、５９年 第一法規

8782 古典日本文学全集　１～３６　昭和３５年～昭和３７年 筑摩書房

8783 古典の魅力  歌舞伎の楽しさ 文芸春秋 昭和５１

8784 古寺歩きのツボ　株式会社角川書店 井沢元彦 平成１７

8785 子ども白書　昭和５６年版～昭和５８年版 日本子どもを守る会

8786 この人・その事業　１～１０（９欠）　昭和３８年、昭和４３年 （株）時事通信社

8787 この人にきく （社）日本土木工業協会 平成　４

8788 古墳文化論考 小林行雄 昭和５１

8789 これが新しい世界だ  ９  カナダ 株式会社国際情報社 昭和４０

8790 コレラ戦記 （株）潮出版社 昭和５３

8791 コンピュータ白書　１９８６年版 日本情報処理開発協会 昭和６１

8792 ５８．７　島根県西部　集中豪雨　５５０mm の恐怖 山陰中央新報社 昭和５８

8793 大学　後藤點　全 ………

8794 中庸　後藤點　全 ………

8795 孟子　後藤點　一～四　和田巳之助 後藤元太郎 明治１４

8796 論語　後藤點　一～四 ………

8797 ゴルフ場の農薬使用に関するレポート 松下興産株式会社 平成　３

8798 細楷四種 学書会 昭和１１

8799 西鶴文集　上巻　有朋堂書店 三浦　理 大正　２

8800 改訂　最近の労働経済の動き 労働新聞社 昭和５８

8801 西行法師名歌評釈　非凡閣 尾山篤次郎 昭和１０

8802 債権法 日本評論新社 昭和３１

8803 再刻頭書　詩経集註　一～八、易経集註　一～二十四

豊田屋卯左衛門　秋田屋太右
衛門　河内屋喜兵衛　河内屋
太助　河内屋吉兵衛　河内屋
佐助　河内屋和助　河内屋茂
兵衛

慶応　３

8804 最新英習字講習録　第１～６号 大日本英習字研究会 ………

8805 坂井利之　著作・論文目録 坂井利之 平成１０

8806 坂井利之　発表文集（龍谷編）　１９８８－１９９７ 坂井利之 平成１０

8807 堺を語ろう  ’８４、’８５ 堺の文化をそだてる市民の会 昭和６０

8808 阪中正夫集　ゆのき書房 半田美永 昭和５４

8809 佐賀大学経済論集　第７～４１巻　昭和４９年～平成２０年 佐賀大学経済学会

8810 櫻町鉄炮（さかいづつ） 堺鉄砲研究会 昭和５９

8811 作法 作例  祝詞作文講話　祝詞作文講話刊行会 中西利徳 昭和　５

8812「算術」 糸屋市兵衛

8813 三體千字文　上 齋藤利喜蔵 明治２６

8814 三體千字文 玉枝軒植道有 平成元　

8815 纂標論語集註修正版　金湊堂書籍 瀧川亀太郎 昭和１６

8816 山陽詩鈔　一、二 河内屋徳兵衛 ………

8817 三鹿吟稿 佐藤信政　佐藤得三郎 ………

8818 詩韻含英　巻十四～巻十八 享和　３

8819 史記　春秋戦国篇、漢武篇　昭和４１年、昭和４２年　朝日新聞社 田中謙二・一海知義

8820 四季の祭り 神社本庁 昭和５６

8821 四国八十八ヵ所本尊畫軸  絵師三好賢古とその「粉本」 別格本山立江寺 平成　９

8822 平成１５年１１月改訂　資産税実務問答集　　財団法人納税協会連合会 多那瀬光夫・金光静夫 平成１５
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8823 施設園芸要覧　Ｎｏ．１３ 和歌山県施設園芸協会 平成１０

8824 七曲吟社絶句　上、下 有馬則興　関三一 ………

8825 澁澤敬三先生と私　アチック・ミューゼアムの日々　株式会社平凡社 日本常民文化研究所 平成１９

8826 詩命樓集 上村才六 大正　３

8827 社会科研究と交流
和歌山県高等学校第４ブロッ
ク社会科研究会

昭和５６

8828 写真集　碑－平和のいしずえとなった戦没者への鎮魂歌－平和祈念刊行会 草間洋一 昭和６２

8829 社頭講話集  第二編 熊本県神社庁 昭和５３

8830 写文集　農を歩く 全国農業新聞 平成　４

8831 斜面災害の予知と防災　白亜書房 高橋博 他 昭和６１

8832 仕易い楽しい子供の演劇　５・６年用　西山学苑 十八日会 昭和２３

8833 宗教法人法 （財）日本宗教連盟 昭和４０

8834 衆議院運輸・建設委員会要覧 政経調査会 平成　５

8835 祝詞作文便覧  全 皇典講究所出版部 明治４２

8836 修験道章疎（抄）（複製） ………

8837 修羅の剣　上、下　株式会社講談社 津本陽 昭和６１

8838 春秋左氏伝　再刻　一～三十
中江久四郎　早籐茂兵衛　矢
代仁兵衛　米田清右衛門

………

8839 春帆樓百絶　全 高階英吉 明治２５

8840 唱歌遊戯及行進遊戯 昭和１１

8841 傷寒論　新刻 ………

8842 証言　阪中正夫 半田美永 平成　８

8843 商工会振興基本計画 和歌山県商工会連合会 昭和５４

8844 ’８２商工名鑑 紀州有田商工会議所 昭和５７

8845 小説　二階俊博　紀州新聞社　 木下英治 平成１２

8846 少年氏子会結成への試み 且来八幡神社 昭和５４

8847 書物・出版と社会変容　第１～４号　２００６年～２００８年 書物・出版と社会変容研究会

8848 シルクロードの海鵜 西瀬英一 昭和５６

8849 新空港レビュー  関西空港部会報　昭和６２年～平成３年（欠号あり） （財）関西空港調査会

8850 新刑事訴訟法綱要   五訂版 創文社 昭和３１

8851 新刑法読本  全訂版 法文社 昭和３０

8852 新鐫　幼学詩韻三編、再板幼学詩韻　千鍾房　青藜閣　天保５年、天保

１３年
小里景儔　吉田清、成徳隣　
檜長裕

天保　５、
天保１３

8853 解説版  新指定重要文化財  絵画Ⅰ、工芸品Ⅲ 毎日新聞社 昭和５５

8854 新釋増鏡　湯川弘文社 西方衛 昭和　７

8855 新春馬の美術展 読売新聞社 昭和５３

8856 新増箋註　三體詩　上、中、下　玉山堂　宋榮堂　文海堂 後藤松陰 安政　３

8857 新「日本の道」紀行 （株）講談社 昭和６１

8858 新年特別番組　新しい年にかける夢 テレビ和歌山 昭和５４

8859 新聞の目から見た  広域行政の歩み 和歌山県広域行政調査研究会 昭和４２

8860 新・平家物語古美術展 朝日新聞社 昭和４７

8861 改訂新心理学　培風館 乙竹岩造 大正１４

8862 森林交付税についての調査報告書 森林交付税創設促進連盟 平成　７

8863 ＪＡ有田中央総合選果場 有田中央農業協同組合 ………

8864 Ｊ・Ｍ・ケインズの経済学 東洋経済新報社 昭和２７

8865 時局関係 十大御詔勅謹解 明治天皇聖徳奉讃会 昭和１３

8866 時代劇　お江戸探索　同文書院 瀧沢精之介 平成　６

8867 自治医科大学看護短期大学  紀要  第１、２巻　平成３年、平成５年 自治医科大学看護短期大学

8868 自治医科大学看護短期大学　年報 自治医科大学看護短期大学 平成　４

8869 自治労通信　０５’３月～０９’４月　全日本自治団体労働組合 岡部謙治

8870 実在主義者の時局観 学芸書房 昭和３０

8871［自伝］漁界懸命記　　 中井国之助 昭和５５

8872 Japanese 国内版　Ｖｏｌ．１９～２８（２２欠）　昭和５２年～６１年 国際経済調査会

8873 住宅地等開発計画策定のための調査研究報告書 （社）日本宅地開発協会 昭和４８
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8874 十二支考　１～３　東洋文庫　昭和６３年、平成元年　（株）平凡社 南方熊楠

8875 十八歳、海へ　集英社 中上健次 昭和５５

8876 別冊ジュリスト　著作権判例百選　〔第３版〕 （株）有斐閣 平成１３

8877 純潔教育テキスト　青春期の私たち 教育文化振興協会 昭和２７

8878 殉国の忠霊ここに眠る　県民私声新聞社 渡瀬修吉　山内貢 昭和６０

8879 殉国烈士遺芳録
山口県戦争裁判殉国烈士之碑
奉賛会

昭和５０

8880 上古文学選　立川文明堂 川出麻須美 昭和　２

8881 情報処理能力育成の実践 明治図書 昭和５０

8882 除幕式  榎本大乗先生頌徳碑 平間青年団 他 昭和６０

8883 神宮大麻頒布向上資料集 神社本庁 昭和４５

8884 人口 有斐閣 昭和３３

8885 神社祭式同行事作法　儀註 神社本庁 昭和４０

8886 神社祭式同行事作法  附関係規程及解説 神社本庁 昭和３９

8887 神社事務提要　昭和４１年、昭和５２年 近畿神社庁参事会 昭和４１

8888 神社の栞
和歌山県神社庁海南市・海草
支部

昭和６０

8889 神社の正しい生き方 神社本庁 昭和４２

8890 神社本庁憲章の解説 神社本庁 昭和５５

8891 人文研ブックレット　Ｎｏ．１　外国人労働者と地域社会 同志社大学人文科学研究所 平成　６

8892 平成９年度　水源水域水質保全対策事業報告書 （社）食品需給研究センター 平成１０

8893 助左衛門四代記 有吉佐和子 昭和３８

8894 スミス  国富論 岩波書店 昭和２５

8895「住友長堀銅吹所と住友家住宅」の設計と演出 住友史料館 平成１０

8896 随想  ある新聞記者の悲願 小川伊三郎 昭和５７

8897 図画工作　昭和１６年５月～昭和１９年１月号（欠号あり） 図画工作研究所

8898 図画手工教本　巻６ 学校美術協会 昭和１５

8899 生活綴方と作文教育 金子書房 昭和２７

8900 政経文化時評　第４５～４５２号　昭和４９年～平成２０年（欠号あり）　

和歌山県政経文化懇話会
濱本純一

8901 政策年鑑’９２　基本政策の全容 政策調査会 平成　３

8902 青春に夢を求めて 日本教育新聞社 昭和６３

8903 青少年赤十字　第７４号 日本赤十字社 昭和３１

8904 静勝樓遺稿　文集、詩集 佐々木章 大正　４

8905 政治概論 有斐閣 昭和２８

8906 政治学原論（改定版） 朝倉書店 昭和２９

8907 成長過程の経済政策 中央経済社 昭和４０

8908 青踏女子短期大学紀要　第１７号～第２４号　平成６年～平成９年 近畿大学青踏女子短期大学

8909 世界の国々  柑橘地帯を行く
和歌山県果実農業協同組合連
合会

昭和４５

8910 世界の国と人びと学習帳　クイズでわかる世界のいま 自由国民社 平成２１

8911 世界の領土問題　北方領土の復帰をめざして　　 日本健青会 昭和５４

8912 世界美術選集 北村正作 昭和　８

8913 世界リゾート博リゾートライフフェア（仮称）企画案
積水化学工業株式会社コスモ
パーク加太開発プロジェクト

平成　３

8914 関ヶ原　上、中、下巻　昭和４１年、昭和４２年　株式会社新潮社 司馬遼太郎

8915 関菊治先生を偲ぶ 関菊治先生伝記編纂委員会 昭和４２

8916 攝西六家詩鈔　一～五

河内屋喜兵衛　藤屋善七　河
内屋茂兵衛　秋田屋太右衛門
藤屋禹三郎　山城屋佐兵衛　
須原屋茂兵衛

嘉永　２

8917 攝東七家詩鈔　一～五

河内屋喜兵衛　藤屋善七　河
内屋茂兵衛　秋田屋太右衛門
藤屋禹三郎　山城屋佐兵衛　
須原屋茂兵衛

嘉永　２
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8918 関寺小町　内十七ノ三　檜書店 二十四世観世左近 昭和　８

8919 雪竹先生二體書　寧楽書道会 田中和吉 昭和　２

8920 １９４５年－慟哭の満州　日本人孤児からの手紙　株式会社太平出版社 橋本カツ子 昭和５３

8921 先駆的保健活動定着化のための研修実施報告書集 （社）日本看護協会 平成　９

8922 戦傷病者とその家族の労苦を伝える
しょうけい館－戦傷病者史料
館－

平成２０

8923 泉南・紀北地域の作り初め　近畿民俗学会 松本芳郎 平成　６

8924 泉南地域振興調査報告書　－活力ある泉南をさぐる－ 泉南地域振興研究会 昭和５７

8925 １，２００年その時代の記録　石倉家の歴史 石倉長生 ………

8926 絶筆典例　詩学金粉　一～五、首　大谷仁兵衛　杉本甚之助　 大雅堂定亮 明治２５

8927 善意の人々 藤範あきら 昭和３８

8928 全国総合計画要覧－地方行政２０００年の展望－　日本政経新報社 生活広報センター 平成　８

8929 全国八幡宮連合名簿 全国八幡宮連合総本部 平成元　

8930 前者の轍を踏まぬための  積算百戒 （株）公会計出版センター 昭和６１

8931 季刊　禅文化　第１２５号　（財）禅文化研究所 芳澤勝弘 昭和６２

8932 平成１９年度版　早期臨床体験実習（Ｅａｒｌｙ　Ｅｘｐｏｓｕｒｅ）学

生感想文
和歌山県立医科大学教育研究
開発センター

平成２０

8933 総合研究　１９８７　鎌倉研究本部年報 野村総合研究所 昭和６２

8934 総合政策研究　１～３、５～１０、１２～１６号　平成８年～平成２０年 中央大学総合政策学部

8935 草書智永千字文　学書会 学書会 昭和１２

8936 叢書ドイツ観念論との対話  「３」　芸術の射程 （株）ミネルヴァ 平成　５

8937 藻風小品　積善館 竹友藻風 昭和１８

8938 ソクラテスとキェルケゴール　イロニーの概念 学芸書房 昭和３０

8939 蘇東坡書波羅密経 文明書局 昭和　４

8940 造林関係法規集（平成４、６、１０年度追補版） 日本造林協会

8941 続安都散策 井原勲 昭和５７

8942 續續詩語碎金　全、詩語碎金 播磨屋勝五郎 天保１５

8943 大雅の書 中央公論美術出版 昭和５０

8944 大嘗祭 と日本文化 神社本庁 ………

8945 大平正芳  附追悼文 財政と経済を語る会 昭和５８

8946 タウン情報ぎふ　美濃中山道十六宿「アンティック街道」発見の旅 ティーエーピー 昭和６２

8947 高村光太郎像　現代社 佐藤春夫 昭和３１

8948 柘美 日本拓本研究会 昭和４９

8949 ＴＡＮＡＢＥ  ＢＡＹ  ＲＥＳＯＲＴ 飛島建設 ………

8950（仮称）田辺湾総合リゾート開発計画 丸紅株式会社 ………

8951 多様な森林を訪ねて （財）国際緑化推進センター 平成１２

8952 大規模プロジェクトの和歌山県経済への波及効果計測調査報告書 （財）関西情報センター 昭和５４

8953 大地の雲映  地震は雲霞の形や色で、予知できる 中日新聞本社 昭和５６

8954 大東亜戦争詩集第一輯　海原にありて歌へる　 大木惇夫 昭和１８

8955 昭和５０年～昭和６０年　都道府県地価調査標準価格一覧 地価調査研究会

8956 昭和４、５７、６０、６１年　地価調査　近畿地方の基準地価格の一覧等 日本不動産鑑定協会近畿会

8957 平成６年、平成７年　地価調査　近畿地方の地価調査のあらましと基準地

価格の一覧
（社）日本不動産鑑定協会近
畿会

8958 地球環境レポート－地球環境政策と実施報告－ 地球環境レポート編集委員会 平成１１

8959 竹外二十八字詩評本　下 藤井啓 ………

8960 逐条解説  自治要覧 光文書院 昭和３５

8961 逐条 地方自治法 学陽書房 昭和３３

8962 竹雪山房詩鈔　坤、乾 宇都宮龍山 他 ………

8963 増補改訂  地方自治制度綱要 弘文堂 昭和２８

8964 平成１０年度  中央ナースセンター事業のまとめ （社）日本看護協会 平成１１

8965 註解日本国憲法   上巻、下巻　昭和２８年、昭和３０年 有斐閣

8966 中國古代史論集 楠山修作 昭和５１

8967 中国における国際化への課題　中央経済社 山下寿文 平成１９

8968 中国博物館総覧（上巻、下巻） 中国博物館総覧刊行委員会 平成　２

8969 中世哲学思想史研究　岩波書店 岩下壮一 昭和１７
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8970 中朝事実  全　帝国報徳会本部 島津　巖 昭和　７

8971 鳥頚の御剣と糸巻の太刀　 熊野速玉大社 昭和４８

8972 調査研究資料　第２００号（別冊）　市町村別　田畑売買価格一覧表 全国農業会議所 昭和６２

8973 調査試験報告　Ｎｏ．２０ 林業土木コンサルタンツ 平成　３

8974 調和体春秋帖　雄山閣 尾上柴舟 昭和１２

8975 調和体太平記抄　雄山閣 長坂金雄 昭和１０

8976 調和体文化帖　若草書房 尾上柴舟 昭和２３

8977 鎮魂 秋津川鎮魂編集委員会 昭和６０

8978 追想  北村廣太郎 北村廣太朗追想録刊行会 平成１１

8979 第３７回通常総代会議案書 和歌山市農業共済組合 平成　５

8980 付録絵本　月のきれいな夜 わかやま絵本の会 平成　７

8981 ツタンカーメン展　朝日新聞東京本社 衣奈多喜男 昭和４０

8982 土に生きる　文書類の蓋を開けて 朝日カルチャーセンター 平成元　

8983 鶴亀　外八ノ一　檜大瓜堂 二十四世観世元滋 大正１５

8984 徒然草講義　全　小川寅松　辻本九兵衛 井上頼文 明治２８

8985 低コスト畜舎技術普及マニュアル （社）中央畜産会 平成　６

8986 停車場一覧　昭和４１年３月１日現在　停車場一覧刊行会 日本国有鉄道営業局 昭和４１

8987 定本　新国語図録　共文社 小野教孝 平成元　

8988 堤防の漏水対策工法  研究会報告書 全国治水期成同盟会連合会 昭和３０

8989 １９９２年度、１９９３年度　定期総会議案書 和歌山県教育庁職員組合

8990 哲学研究  昭和５７年、昭和５９年 京都大学文学部内京都哲学会

8991 哲学講座  Ⅰ～Ⅵ  昭和２４年～昭和２６年 筑摩書房

8992 篆刻作家協会展作品集 篆刻作家協会 昭和３４

8993 篆文詳註　日本大玉篇　上、中、下 博文館 明治２４

8994 東亜同文書院大学と愛知大学　平成５年～平成８年
愛知大学東亜同文書院大学記
念センター

8995 登記小六法　平成１１、１３～１５年版　桂林書院 登記法令研究会

8996 統計六法　昭和６３年版、平成２年版、平成４年版 総務庁統計企画課　

8997 刀剣　カラーブックス１７５　（株）保育社 小笠原信夫 昭和４５

8998 刀剣美術  ７、８月号 （財）日本美術刀剣保存協会 昭和５４

8999 唐詩選　上　朝日新聞社 高木正一 昭和４１

9000 唐招提寺 安藤更生 昭和３８

9001 東寺の美術  絵画と工芸 真言宗総本山東寺 昭和５１

9002 燈燈無盡　「地方の時代」をきりひらく 長洲一二 昭和５４

9003 東方朔画賛 学書会 昭和１１

9004 東北　内十八ノ三　檜大瓜堂 二十四世観世元滋 大正１５

9005 週刊東洋経済　臨時増刊／昭和５４年版　地域経済総覧 東洋経済新報社 昭和５４

9006 東洋陶磁の世界 山彩社 昭和４６

9007 遠野物語　大和書房 柳田国男 昭和５５

9008 時のまにまに　短歌新聞社 山本親市 平成１７

9009 戸口重郎右衛門遺蹟之碑 力農社 ………

9010 内外情勢資料 第１～３６回（第３、２２回欠） 昭和４５年～昭和４８年 和歌山県政経文化懇話会

9011「なゐ」の反古拾ひ 宇佐美龍夫 平成１２

9012 中原の風　半田美永歌集　短歌研究社 半田美永 平成２０

9013 長崎文献叢書　第一集・第二巻　株式会社長崎文献社 長崎實録 大成正 昭和４８

9014 夏目漱石全集　我輩は猫である（上）、坑夫、三四郎、それから、門、彼岸

過迄、行人、心　岩波書店
夏目漱石 昭和３１

9015 漱石全集　第二、三、五～十一巻、別冊　　大正１３年、大正１４年 漱石全集刊行會

9016 七つの海七つの知恵 （財）日本海事広報協会 昭和５０

9017 南海の駅　「すてんしょ」からＣＩＴＹまで 南海電気鉄道株式会社広報課 昭和５５

9018 南紀の旅　伊勢・志摩　今日の風土記６ 松本清張・樋口清之 昭和４４

9019 新潟地震の記録  自然との半月の戦い 新潟日報社 昭和３９

9020 二階俊博対談集　観光立国宣言　躍動の観光産業を語る　丸ノ内出版 二階俊博 平成１２

9021 ２１世紀に向けての労働政策の課題と展望 加藤孝　猪股靖 昭和６２

9022 ２１世紀への道を拓く 中村太郎　猪股靖 平成元　
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9023 ２００１年をめざして　ゆとりある地域づくり（新産地総合振興計画） 有田中央農業協同組合 平成　６

9024 ２００５年をめざして　経営改善の手引　 有田中央農業協同組合 平成　８

9025 ２００４　ＨＡＮＤ　ＢＯＯＫ　ＮＡＮＫＡＩ 南海電気鉄道株式会社 平成１６

9026 日韓問題を探る 神社本庁時局対策本部 昭和５０

9027 日光山輪王寺　舞楽装束 サントリー美術館 昭和５６

9028 第５、８、９、１３回　日展集　昭和２４、２７、２８、３２年 美術工芸会

9029 第１６、１７回　日展図録　昭和５９年、昭和６０年 日展

9030 第５８回日本泳法研究会資料　岩倉流 岩倉流和歌山水練学校 平成２１

9031 日本外史 皓菴 昭和１８

9032 日本国憲法論 有斐閣 昭和２７

9033 日本国憲法講義案 学陽書房 昭和３０

9034 日本古建築細部語彙  社寺篇 綜芸舎 昭和４５

9035 日本古典読本　第二、八、十巻　昭和１３年、昭和１４年　日本評論社 風巻景次郎

9036 日本古典文学全集　井原西鶴集一　株式会社小学館 暉峻康隆　東明雅 昭和５１

9037 日本思想大系　７　往生傳　法華験記 株式会社岩波書店 昭和４９

9038 日本社会党政策資料集成 日本社会党中央本部機関紙局 平成　２

9039 日本写真年鑑　昭和４８～５０、５２年版　日本写真新聞社 日本査新新聞社

9040 日本宝くじ協会のあらまし　－附・宝くじの現状－　2005 年～ 2006 年 （財）日本宝くじ協会 平成１９

9041 日本地誌ゼミナール　Ⅵ　近畿地方　株式会社大明堂 水津一朗 他 昭和３７

9042 日本の紙　株式会社吉川弘文館 寿岳文章 昭和４２

9043 日本の森林と林業  そこが知りたい （社）全国林業改良普及協会 平成１１

9044 日本の立地政策 村田喜代治 昭和３７

9045 日本発祥の地  おのころじま おのころ奉賛会 昭和５６

9046 ニライ・カナイの島じま　築地書館株式会社 池原貞雄　加藤祐三 昭和６３

9047 ＮＯＳＡＩガイドブック 和歌山中部農業共済組合 ………

9048 能鑑賞二百一番　株式会社淡交社 海音寺潮五郎 平成２０

9049 農業組織経営体経営調査報告 農林水産省統計情報部 平成１１

9050 農業問題に関する意識調査報告書 公明党和歌山県本部 昭和６１

9051 平成５年度　農地保有合理化促進事業等予算関連資料 全国農地保有合理化協会 平成　５

9052 野上を愛する詩 吉田敏 昭和６３

9053 峯幾重  「野上を愛する詩」に寄せて 吉田敏 昭和６３

9054 野崎地区の現状報告書（野崎地区のビジョン作成資料） 野崎地区活性化推進協議会 昭和６３

9055 野山名霊集 株式会社名著出版 昭和５４

9056 祝詞、祓詞及び祭詞 神社新報社 昭和６２

9057 祝詞例文集  下巻 神社新報社 昭和６１

9058 白鶴美術館蔵品図録 （財）白鶴美術館 ………

9059 博物館関係法令規則集　昭和４４年、昭和４９年 （社）日本博物館協会

9060 博物館の教育活動　昭和４６年、昭和４７年 （社）日本博物館協会

9061 博物館列品管理の方法 国際博物館会議日本委員会 昭和４２

9062 はじめての美術　絵本原画の世界展
和歌山県立近代美術館・宮城
県美術館・練馬区立美術館・
北海道立帯広美術館

平成１４

9063 橋本地域自立都市形成へむけての調査報告書（案）　長銀経営研究所 長銀経営研究所 昭和６１

9064 畑地かんがい事業概要 和歌山県有田川土地改良区 昭和５１

9065『働きがいと生きがいのある社会』の実現を目指して 白井晋太郎　徳永典義 平成　２

9066 発電所温水養魚技術の現状 （財）温水養魚開発協会 昭和５８

9067 羽ばたく未来へ　県政雑感　和歌山県知事　仮谷志良 内外情勢調査会 平成　７

9068 原兄弟三人展　作品・作者紹介 株式会社紀伊民報 平成１４

9069 張り出し梁式道路拡幅工法  キャンティー工法 建設基礎エンジニアリング 平成１０

9070 遥かなるエジプト展－古代人の生活を探る ＮＨＫプロモーション 平成　９

9071 図説判決原本の遺産　信山社出版（株） 林屋礼二・石井紫郎 他 平成１０

9072 ハンセン病問題に関する検証会議最終報告書 日弁連法務研究財団 平成１７

9073 芭蕉全集　聚英閣 勝峰晋風　吉木燦郎 大正１４

9074 バルザック全集　ユルシュウル・ミルエ、現代史の裏面、暗黒事件 神部孝　新庄嘉章 昭和１０

9075 樋口一葉全集　第二巻　万葉出版社 樋口夏子 昭和２７
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9076 飛行第六十八戦隊名簿 昭和４２

9077 筆法図解　三體千字文　泰光堂 香川松石　書道研究会 昭和１５

9078 ひでいち少女小説抄　おいきの旅・歌ひ女可能　傘寿自祝私家版Ｎｏ．２ 西瀬英一 昭和５６

9079 ひと　関西を創る　（上、下）　学術・文化編、経済界編　 日本経済新聞社 昭和５９

9080 評価ハンドブック  平成９年度固定資産評価基準 （財）地方財務協会 平成１０

9081 標記増補　十八史略　一～七　林文次郎　川端藤兵衛　藤井孫兵衛
曾先之　巖垣彦明（号龍渓）
　巖垣松苗（号東園）

明治　３

9082 開かれたテレトピアへの道 日本電信電話公社 昭和５７

9083 眉山ものがたり　昭和堂印刷総合企画 渋江哲郎 昭和５１

9084 美術家を志す人のために　現人社 中川紀元　横川毅一郎 昭和　８

9085 美術工芸品等の防災に関する調査研究　平成７年度、平成８年度 中野照男

9086 美術史＜西洋＞ 中山公男 他 昭和５３

9087 フィレンツェ　芸術都市の誕生 日本経済新聞社 平成１６

9088 フィロカリア　第１４号（１９９７年） 待兼山芸術学会 平成　９

9089 福澤諭吉選集　第一～五、八巻　昭和２６年、昭和２７年　岩波書店 福澤諭吉著作編纂会

9090 夫子廟堂之碑 学書会 昭和１１

9091 婦人白書　昭和５５年～昭和５７年 日本婦人団体連合会

9092 婦人宝典　巻の一～巻の五　合資会社吉川弘文館 大日本女学会 大正　５

9093 舟橋聖一集　新潮日本文学２９　株式会社新潮社 舟橋聖一 昭和４８

9094 古田俊之助氏追懐録　古田俊之助氏追懐録編纂委員会編 昭和２９

9095 仏教芸術  高松塚壁画古墳特集 毎日新聞社 昭和４７

9096 物権法（民法講義Ⅱ） 岩波書店 昭和３０

9097 部落解放研究　第四回和歌山県集会報告集 和歌山県集会実行委員会 平成　５

9098 文化財愛護少年団活動事例集 文化財保護委員会 昭和４３

9099 文化財愛護地域活動事例集 文化財保護委員会 昭和４３

9100 文化マップＧｉｆｕ 岐阜新聞社出版局 平成１０

9101 補註　文章軌範校本　一～七　別所兵七 謝枋得　海保元備　島田重礼 明治１０

9102 報道とカメラが追う　二階俊博運輸大臣・北海道開発庁長官 自由党和歌山県第３総支部 ………

9103 法の窮極に在るもの 有斐閣 昭和２７

9104 法の支配 有斐閣 昭和２９

9105 法理学 第一巻 有斐閣 昭和２７

9106 法律学全集  昭和３２年～昭和５１年（欠号あり） 有斐閣

9107 法隆寺 法隆寺 ………

9108 平成４年度　補助金総覧 財政調査会 平成　４

9109 補助金等適正化法の解説　（財）大蔵財務協会 村上孝太郎 昭和３０

9110 ボストン美術館所蔵　日本絵画名品展図録　日本テレビ放送網株式会社
東京国立博物館　京都国立博
物館

昭和５８

9111 補註学庸章句　明治書院 簡野道明 昭和１０

9112 法華寺 町田甲一 昭和３９

9113 北方領土関係資料総覧　行政資料調査会北方領土返還促進部 宗　一雄 昭和５３

9114 北方領土奪還への道 水津満 昭和５４

9115 増訂　本草備要　坤、乾　植村藤治郎　植村藤三郎 汪訊庵（汪昂） 享保１４

9116 増訂　本草備要　上、下　木邨吉右衛門 汪訊庵（汪昂） ………

9117 本四架橋に伴う四国・淡路－阪神間の物流状況の変化予測についての調査

研究報告書　カーフェリーの現状と諸問題
関西物流近代化センター 昭和５５

9118 簿記の研究 旺文社 昭和３８

9119 牧水全集　第四巻　改造社 若山牧水 昭和　４

9120 前払金保証事業提要 西日本建設業保証協会（株） 昭和４７

9121 牧田甚一  追悼集 （株）熊谷組 昭和６２

9122 正岡子規全集　第１、３、４、１４、１５、１８、２１、２２巻　昭和５年、

昭和６年　改造社
正岡子規

9123 MASTERY FOR SERVICE　新しい時代のワーキング・ライフのために （財）労務行政研究所 平成元　

9124 まちづくりガイド　Ｎｏ．１０４ （社）民間活力開発機構 平成　９

9125 松本かわら版・文化のたより （有）信州の旅 ………

9126 祭りのあとで ～五分間社頭講話集～ 神社新報社 昭和４６
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9127 丸善　對数表 丸善出版（株） 昭和２５

9128 万葉古径　全国書房 澤瀉久孝 昭和２２

9129 万葉集の風土 （株）講談社 昭和５２

9130 御先のまつり 神道青年全国協議会 昭和５４

9131 三刀谷氏墓碑合祀之記 安養寺　池田俊教 平成１９

9132 三名部・南部・三鍋雑考 山本　賢 平成１６

9133 み仏の古里　河内飛鳥古寺  霊場のしおり　河内飛鳥古寺顕彰会 大阪市立美術館 ………

9134 宮崎の慰霊碑 （財）宮崎県遺族連合会 平成１２

9135 明治九十九年　世相・事件　オリオン社 青柳淳郎 昭和４０

9136 明治新撰今世名家詩鈔　全　辻本信太郎 池田観 明治１２

9137 明治天皇御製集　学生日訓　愛之事業社 高橋成年 昭和　８

9138 冥土の裁判官十王のおはなし 宗教法人　霊巌寺 平成１７

9139 綿織物業者経営参考資料　昭和２３年７月　綿ス・フ機業会 原與一郎 昭和２３

9140 もうひとつの満州　株式会社　文藝春秋 澤地久枝 昭和５７

9141 孟法師碑 学書会 昭和１１

9142 森からみる地球の未来 水と土をはぐくむ森 文研出版 平成　８

9143 文部省国民学校教科書編纂趣旨解説 日本放送協会 昭和１６

9144 矢部貞治関係文書目録　１～４　平成１３年、平成１４年
政策研究大学院大学政策情報
研究センター

9145 山の子の詩 上田盛雄 平成１０

9146 ヤミ族・ボネ・ネットマ島土器　スンバ・チモール・ミンダナオ島の絣　

南海の土器と絣　昭和四十九年春季特別陳列
小原流芸術参考館
（財）小原流本部

昭和４９

9147 陸放翁詩鈔　鱗、龍、鳳、亀 大窪天民　山本公行 ………

9148 律詩韻凾　新刻　夏之部　二 沖惟穆　梶谷徳景 ………

9149 歴史・文化資源に関する情報サービスシステムの実態調査結果報告 （財）関西情報センター 平成　７

9150 歴代総理大臣と内閣 内閣資料保存会 昭和５５

9151 レジャー白書’８４　－スポーツ・文化活動・アウトドアレクリレエーショ

ンへ向かう余暇活動－
余暇開発センター 昭和５９

9152 日本文化再発見シリーズ第１４回和歌山　いま動け！気骨の紀の国 （株）住友商事 平成　８

9153 論語　上、下　昭和４１年、昭和４２年　朝日新聞社 吉川幸次郎

9154 わかやまの子どもと教育　第１～３０号　２００１年秋～２００８年冬 和歌山県国民教育研究所

9155 和歌山県の課題  マイナーからメジャー入りをめざすために県民一人一人を

叱咤激励する
（株）ぴいぷる社 平成元　

9156 和歌山県の社会経済構造等に関する将来予測の調査報告書（再調査報告書

含む）　昭和４８年、昭和４９年
（財）関西情報センター

9157 和歌山大学研究情報　２００４　和歌山大学地域共同研究センター 湯崎真梨子､河崎昌之､長谷浩 平成１７

9158 和歌山大学地域共同研究センター年報（２００４年～２００７年） 地域共同研究センター

9159 和歌山大学地域広報誌　アヴニール　第４、１１、１４、１５号　平成

１２、１６、１８年
和歌山大学広報委員会

9160 和歌山中学校高橋奨学賞受賞者の手記
高橋克己博士生誕百年記念顕
彰事業実行委員会

平成　４

9161 和歌山ＢＰＷ　新しいパートナーシップを求めて 和歌山有職婦人クラブ 平成　２

9162 ＷＡＫＡＹＡＭＡ　ＭＡＲＩＮＡ　ＣＩＴＹ 松下興産 ………

9163 和歌山有遊ＭＡＰ 有遊ありだ推進協議会 ………

9164 平成１８、１９年度 わたくしの作文入選作品集 小学校の部 中学校の部 株式会社和歌山放送

9165 私の履歴書　第二十九集 日本経済新聞社 昭和４２

9166 笑いの宮　丹生神社 丹生神社 ………

9167 笑わんエリツィンの独断流（世界リゾート博体験記） 秦野宗雄

9168 胡蝶　椀屋謡曲書肆 故寶生太夫　寶生九郎 明治４４

9169 橋弁慶　椀屋謡曲書肆 故寶生太夫　寶生九郎 明治４４

9170 加茂　椀屋謡曲書肆 故寶生太夫　寶生九郎 明治４４

9171 羅生門　椀屋謡曲書肆 故寶生太夫　寶生九郎 明治４４

9172 おとぎ草子・奈良絵本　－特別展示・海外所蔵本－ サントリー美術館 昭和５４

9173 くし・かんざしと風俗絵　－サントリー美術館館蔵品展－ サントリー美術館 昭和５５

9174 こぎんと紅型（びんがた）　－サントリー美術館館蔵品展－ サントリー美術館 昭和５４
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9175 サントリー美術館１９７６　－近世の染織－ サントリー美術館 昭和５０

9176 逸翁美術館名品展　－蕪村と呉春－ サントリー美術館 昭和５６

9177 江戸の型紙（デザイン） サントリー美術館 昭和５０

9178 江戸時代の風景スケッチ  －真景図－ サントリー美術館 昭和５３

9179 細川家伝来  狂言装束 サントリー美術館 昭和５７

9180 酒井抱一と江戸琳派 サントリー美術館 昭和５６

9181 土佐派の絵画 サントリー美術館 昭和５７

9182 妙心寺隣華院展  －長谷川等伯と襖絵－ サントリー美術館 昭和５７

9183 山本容子の美術遊園地

和歌山県立近代美術館・うら
わ美術館・高知県立美術館・
富山県立近代美術館・朝日新
聞社大阪企画部

平成１４

9184 近世の風俗画と美人画展 日本経済新聞社大阪本社 昭和５３

9185 近代の美人画名作展 読売新聞大阪本社 平成　２

9186 光と闇　華麗なるバロック絵画展 東京新聞 平成　９

9187 徳川三百年－反俗の生活と芸術　「異端の文化人」展  京都新聞社 昭和４７
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