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Doran,c1917. -- xvi, 272 p. ; 21 cm.

FORTUNE
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巻, 下巻. -- 大月書店,1954. -- 2冊 ; 22cm.

FURNAS J C JOSEPH 
CHAMBERLAIN 1905
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915.2:G44 Five gentlemen of Japan : the portrait of a nation's character / Frank Gibney. -- 

Farrar, Straus and Young,c1953. -- 373 p. : map ; 22 cm.

GOLD MICHAEL
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GRAU SHIRLEY ANN 
1929

813.54:G77 The house on Coliseum Street / Shirley Ann Grau. -- Alfred A. Knopf,1961. -- 
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1941.5. -- 529, 18p ; 22cm.

GULICK SIDNEY 
LEWIS 1860

325.252:G97 Two addresses by Prof : Sidney L. Gulick on A new immigration policy and The 
American-Japanese problem .... -- Federal Council of the Churches of Christ in 
America,1914]. -- 42 p ; 23 cm. -- ([Federal Council of the Churches of Christ 
in America] Bulltin ; no.10).

GULICK SIDNEY 
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325.252:G97 The American Japanese problem : a study of the racial relations of the East and 
the West / by Sidney L. Gulick. -- C. Scribner's Sons,1914. -- x, 349 p., [16] 
leaves of plates : ill., ports. ; 21 cm.

GULICK SIDNEY 
LEWIS 18601945
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GULICK SIDNEY 
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915.2:G97 Evolution of the Japanese : social and psychic / Sidney L. Gulick. -- Fleming H. 
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-- 470p ; 20cm. -- (ハヤカワ・ノンフィクション).
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952.044:M11 マッカーサーの謎 : 日本・朝鮮・極東 / ジョン・ガンサー著 ; 木下秀夫, 安保長春
訳. -- 時事通信社,1951.5. -- 368p ; 19cm.

7



GUNTHER JOHN 
19011970

973.917:R97:v.1 回想のルーズベルト / ジョン・ガンサー著 ; 清水俊二訳 ; 上, 下. -- 六興出版社, 
1950.11. -- 2冊 ; 19cm.

GUNTHER JOHN 
19011970

973.917:R97:v.2 回想のルーズベルト / ジョン・ガンサー著 ; 清水俊二訳 ; 上, 下. -- 六興出版
社,1950.11. -- 2冊 ; 19cm.

HALLORAN FUMIKO 
1944

917.53:H29 ワシントンの街から / ハロラン芙美子著. -- 文藝春秋,1979.6. -- 286p ; 20cm.

HARRINGTON 
MICHAEL 1928

909.82:H31 The accidental century / Michael Harrington. -- Penguin,1967. -- 257 p. ; 18 
cm. -- (Pelican books ; A880).

HEDGES FRANK H
327.52:H45 米国人は日本をどう見る? : 日支事件と米人の感情 = What Do Americans Think 

About Japan? / フランク・ヘッヂス著 ; 上野田節男訳. -- 先進社,1932.4. -- 
69,46p ; 19cm.

HEMINGWAY ERNEST 
18991961

813.52:H48 武器よ・さらば / ヘミングウエイ[著] ; 小田律訳. -- 天人社,1930.9. -- 583p ; 
19cm.

HEMPHILL 
ELIZABETH ANNE

266.3:H49 The road to KEEP : the story of Paul Rusch in Japan / Elizabeth Anne Hemphill ; 
with a foreword by Edwin O. Reischauer. -- 1st ed. -- Walker/Weatherhill,1970, 
c1969. -- ix, 195 p., [24] p. of plates : ill., ports. ; 24 cm. -- (A Weatherhill 
book).

HERGESHEIMER 
JOSEPH 18801954

813:H54 夜會服 / ハーゲスハイマー著 ; 宮島新三郎譯. -- 新潮社,1930.11. -- 6, 453p ; 
20cm. -- (アメリカ尖端文学叢書).

HERSHEY AMOS S
915.2:H57 Modern Japan : social, industrial, political / by Amos S. Hershey and Susanne W. 

Hershey. -- Bobbs-Merrill,c1919. -- 382 p. ; 20 cm. -- (Problems of the 
nations).

HEUSKEN HENRY C J 
18321861

915.2:H59 Japan journal, 1855-1861 / Henry Heusken ; translated and edited by Jeannette 
C. van der Corput and Robert A. Wilson. -- Rutgers University Press,c1964. -- 
xviii, 247 p., [4] p. of plates : ill. ; 22 cm.

HOLLAND CLIVE 
18661959

915.2:H73 Things seen in Japan / by Clive Holland. -- Seeley, Service & Co.,1914. -- 251 
p., [50] leaves of plates : ill. ; 16 cm.

HOOVER HERBERT 
18741964

141.4:H78 米國の個人主義 : 機會均等 社會奉仕 / フーヴァー氏著 ; 星一譯. -- 新報知社, 
1923.9. -- 4, 5, 1, 73p ; 20cm.

HOSOKAWA BILL
325.252:H82 Nisei : the quiet Americans / by Bill Hosokawa ; : pbk, : hard. -- W. 

Morrow,1969. -- xvii, 522 p. : ill., ports. ; 25 cm.
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HOUSTON JEANNE 
WAKATSUKI

940.54:H84 Farewell to Manzanar : a true story of Japanese American experience during and 
after the World War II internment / [by] Jeanne Wakatsuki Houston & James D. 
Houston ; ; pbk. -- Bantam Books,1974. -- xiii, 145 p. ; 18 cm.

HOWARD GRAEME 
KEITH 1896

327.73:H84 米國の進路 : アメリカと世界新秩序 / グレーム・K・ホワード著 ; 東京講演会調査部
訳. -- 東京講演会出版部,1941. -- 227p ; 19cm.

IRWIN WILL 18731948
923.1:H78I 大統領フーヴァー / ウイル・アーウィン著 ; 高松梅吉訳. -- 外交時報社,1929.9. -

- 608p : 図版8枚 ; 19cm.

IRWIN YUKIKO
920.72:I72 フランクリンの果実 / アーウィン・ユキコ著. -- 文藝春秋,1988.5. -- 429p ; 20cm.

JOHNSON ALLEN 
18701931

920.71:J66 米國三偉人の生涯と其の史的背景 / ジョンソン述 ; 高木八尺, 松本重治共譯. -- 
再版. -- 有斐閣,1946.12. -- 4,8,132p : 図版 ; 19cm. -- (米國講座叢書 ; 第3
編).

JOHNSON ALLEN 
18701931

973:J66 米國三偉人の生涯と其の史的背景 / ジョンソン講述 ; 高木八尺, 松本重治共譯. -
- 有斐閣,1928.7. -- 4,10,132p : 図版 ; 23cm. -- (米國講座叢書 ; 第3編).

KALISCHER PETER 
1914

915.2:K14 われわれは来たそして見た / ピーター・キャリシャー著 ; 石原裕市郎譯. -- 子供マ
ンガ新聞社,1948.9. -- 232p ; 19cm.

KAWAKAMI KIYOSHI 
KARL 18751949

327.73:K22 American-Japanese relations : an inside view of Japan's politics and purposes / 
by Kiyoshi K. Kawakami. -- F.H. Revell,c1912. -- 370 p. ; 21 cm.

KAWAKAMI KIYOSHI 
KARL 18751949

327.73:K22 American-Japanese relations : an inside view of Japan's politics and purposes / 
by Kiyoshi K. Kawakami. -- F.H. Revell,c1912. -- 370 p. ; 21 cm.

KAWAKAMI KIYOSHI 
KARL 18751949

327.73:K22 Asia at the door : a study of the Japanese question in continental United States, 
Hawaii and Canada / by Kiyoshi K. Kawakami ; with a prologue by Doremus 
Scudder ; and an epilogue by Hamilton W. Mabie. -- F.H. Revell,c1914. -- 269 
p. ; 22 cm.

KENNAN GEORGE 
FROST 1904

327.73:K34 アメリカ外交50年 / G.ケナン [著] ; 近藤晋一, 飯田藤次共訳. -- 岩波書店, 
1952.10. -- 187p ; 19cm. -- (岩波現代叢書).

KEYHOE DONALD 
EDWARD

355.03:K44 エム・デイ : アメリカ參戰せば / ドーナルド・エドワード・キーホウ著 ; 日本經濟聯盟
對外事務局譯. -- 朝日新聞社,1941.1. -- 136p ; 19cm.

KEYSERLING 
HERMANN GRAF VON 
18801946

917.3:K44 綜合アメリカ論 : アメリカの精神分析 / ヘルマン・カイザーリンク著 ; 室伏高信譯. -
- 萬里閣,1931.2. -- 3, 603p, 図版2枚 ; 20cm.
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KIM RICHARD E 1932
813.54:K49 名を奪われて : ある朝鮮人作家の回想 / リチャード・E.キム著 ; 山岡清二訳. -- 

サイマル出版会,1972. -- 4,226p ; 19cm.

KIRKUP JAMES
917.3:K59 America now / James Kirkup ; edited with notes by Hisatoshi Takata. -- 

Eichosha,1970. -- xii, 115 p ; 19 cm. -- (グリーンブック・スペシャル).

KITANO HARRY H L
325.252:K62 Japanese Americans : the evolution of a subculture / [by] Harry H. L. Kitano. -- 

Prentice-Hall,c1969. -- xv, 186 p ; 23 cm. -- (Ethnic groups in American life 
series).

KNOX GEORGE 
WILLIAM 18531912

915:K74 The spirit of the Orient / by George William Knox. -- T.Y. Crowell,1906. -- xvi, 
311, [1] p., [30] leaves of plates : ill. ; 21 cm.

KOGAWA JOY
813.54:K78 失われた祖国 / ジョイ・コガワ著 ; 長岡沙里訳. -- 二見書房,1983.8. -- 310p, 図

版4枚 ; 19cm.

KOROSTOVETS I IA 
IVAN IAKOVLEVICH

341.2:K84 ポーツマス講和會議日誌 / イ・ヤ・コロストウェッツ著 ; 島野三郎譯. -- 石書房, 
1943.4. -- 37, 4, 237p, 図版1枚 ; 23cm.

LANMAN CHARLES 
18191895

327.73:L29 Leaders of the Meiji Restoration in America : edited originally under the title 
"The Japanese in America" / by Charles Lanman ; re-edited by Y. Okamura. -- 
Hokuseido Press,c1931. -- xiv, 388 p., [4] leaves of plates (some folded) : 
facsims., ports. ; 20 cm.

LATOURETTE 
KENNETH SCOTT 
18841968

952:L35 The development of Japan / by Kenneth Scott Latourette. -- Macmillan,1918. -- 
xi, 237 p., [1] leaf of plates : map ; 21 cm.

LEA HOMER 18761912
355.03:L43 日米戦争 / ホーマー・リー著 ; 池亨吉(断水楼主人)訳. -- 第24版. -- 博文館, 

1913.6. -- 24, 9, 204p : 図版2枚 : 挿図10枚 ; 22cm.

LEA HOMER 18761912
355.03:L43 日米戦争 / ホーマー・リー著 ; 池亨吉(断水楼主人)訳. -- 博文館,1911. -- 8, 

204p : 図版[12]枚 ; 23 cm.

LEACOCK STEPHEN 
18691944

823.9:L43 Sunshine sketches of a little town / by Stephen Leacock ; preface by Malcolm 
Ross. -- McClelland & Stewart,1960. -- xvi, 153 p ; 19 cm. -- (New Canadian 
library ; No.15).

LEE FRANK H
915.2:L47 Days and years in Japan / by Frank H. Lee. -- Hokuseido,1935. -- vi, 228 p. : 

ill. ; 20 cm.

LEWIS SINCLAIR 
18851951

813.5:L67 本町通り / シンクレーア・ルイス作 : 前田河廣一郎譯. -- 新潮社,1931.3. -- 
16,691p ; 20cm.
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LINDSEY BEN B BEN 
BARR 18691943

306.81:L75 友愛結婚 / リンゼイ著 ; 原田實訳. -- 中央公論社,1930.2. -- 553p ; 19cm.

LIPPMANN WALTER 
18891974

940.53:L76 U.S. war aims / by Walter Lippmann. -- Little, Brown,1944. -- xii, 235 p. ; 20 
cm.

LOMAX LOUIS E 
19221970

305.896:L83 The Negro revolt / Louis E. Lomax ; : pbk.. -- New American Library, 
[c1963]. -- 288 p. ; 18 cm. -- (A Signet book ; T2273).

LONDON JACK 
18761916

813.52:L84 野性の呼聲 / ジャック・ロンドン著 ; 堺利彦訳. -- 叢文閣,1919.5. -- 2, 9, 176, 
5p : 図版 ; 16cm.

LUCKWALDT 
FRIEDRICH 1875

327.73:L94 アメリカ外交政策史 / ルックヴァルト著 ; 村田育二訳. -- 博文館,1943.9. -- 273p 
; 18cm. -- (博文館文化選書).

MABIE HAMILTON 
WRIGHT 18461916

915.2:M11 Japan to-day and to-morrow / by Hamilton Wright Mabie. -- Macmillan, 
1914. -- ix, 291 p., [16] leaves of plates : ill. ; 21 cm.

MACLENNAN HUGH 
1907

813.5:M16 The precipice / Hugh Maclennan. -- Collins Sons,1948. -- viii, 372 p. ; 22 cm.

MACLENNAN HUGH 
1907

813.54:M16 Return of the sphinx / Hugh MacLennan. -- Macmillan of Canada,1967. -- 303 p 
; 22 cm. -- (Laurentian library ; 10).

MACLENNAN HUGH 
1907

814.5:M16 Scotman's return, and other essays / Hugh MacLennan. -- Heinemann,1961. -- 
272p. ; 23 cm.

MACLENNAN HUGH 
1907

823.9:L43 Each man's son / Hugh MacLennan. -- McClelland and Stewart,1965. -- ix, 244 
p. ; 22 cm. -- (New Canadian library ; No.30).

MACLENNAN HUGH 
1907

823:M16 Two solitudes / by Hugh MacLennan. -- ,c1945. -- 370 p. ; 21 cm.

MAISKII I M IVAN 
MIKHAILOVICH 
18841975

940.53:M23 Memoirs of a Soviet ambassador : the War, 1939-43 / Ivan Maisky ; translated 
from the Russian by Andrew Rothstein. -- C. Scribner,1968, c1967. -- viii, 408 
p ; 24 cm.

MANCHESTER 
WILLIAM RAYMOND 
1922

923.5:M11M:v.1 ダグラス・マッカーサー / ウィリアム・マンチェスター著 ; 鈴木主税, 高山圭訳 ; 上, 
下. -- 河出書房新社,1985.9. -- 2冊 ; 20cm.

11



MANCHESTER 
WILLIAM RAYMOND 
1922

923.5:M11M:v.2 ダグラス・マッカーサー / ウィリアム・マンチェスター著 ; 鈴木主税, 高山圭訳 ; 上, 
下. -- 河出書房新社,1985.9. -- 2冊 ; 20cm.

MARITAIN JACQUES 
1882

917.3:M34 フランス哲学者の見たアメリカ / ジャック・マリタン著 ; 小林珍雄訳. -- 荒地出版
社,1958. -- 178p ; 20cm.

MAUROIS ANDRE
917.3:M45 アメリカ紀行 / アンドレ・モオロア[著] ; 島田正一譯. -- 大洋書房,1941.5. -- 

7,237p ; 19cm.

MCCORMICK 
FREDERICK 1870

327.52:M13 The menace of Japan / by Frederick McCormick. -- Little, Brown,1917. -- vi, 
372 p., [1] folded leaf of plates : map ; 21 cm.

MCWILLIAMS CAREY 
1905

940.547:M17 アメリカの人種的偏見 : 日系米人の悲劇 / ケアリー・マックウィリアムス著 ; 鈴木二
郎, 小野瀬嘉慈共訳. -- 新泉社,1970.3. -- 440p ; 19cm.

MEAD MARGARET 
19011978

917.3:M47 火薬をしめらせるな : 文化人類学者のアメリカ論 / マーガレット・ミード著 ; 国弘正
雄, 日野信行共訳. -- 南雲堂,1986.4. -- 372p ; 19cm.

MEARS HELEN 
19001989

952.04:M48 Mirror for Americans, Japan / by Helen Mears. -- Houghton Mifflin,1948. -- xiv, 
329 p. ; 22 cm. -- (A Houghton Mifflin literary fellowship book).

MICHENER JAMES A 
JAMES ALBERT 1907

915:M62:v.1 アジアの声 / ジェームス・A.ミッチェナー著 ; 木下秀夫訳 ; 上, 下. -- スウェン出
版社,1952. -- 2冊 : 図版 ; 19cm.

MICHENER JAMES A 
JAMES ALBERT 1907

915:M62:v.2 アジアの声 / ジェームス・A.ミッチェナー著 ; 木下秀夫訳 ; 上, 下. -- スウェン出
版社,1952. -- 2冊 : 図版 ; 19cm.

MILLARD THOMAS F 
THOMAS FRANKLIN 
1868

327.5:M64 Democracy and the Eastern question : the problem of the Far East as 
demonstrated by the Great War, and its relation to the United States of America 
/ by Thomas F. Millard. -- Century,1919. -- ix, 446 p. ; 21 cm.

MILLARD THOMAS F 
THOMAS FRANKLIN B 
1868

327:M64 The new Far East : an examination into the new position of Japan and her 
influence upon the solution of the Far Eastern question, with special reference to 
the interests of America and the future of the Chinese Empire / by Thomas F. 
Millard. -- C. Scribner,1907. -- xii, 319 p., [1] leaf of plates : map ; 22 cm.

MILLIS HARRY ALVIN 
18731948

325.252:M65 The Japanese problem in the United States : an investigation of the commission 
on relations with Japan appointed by the Federal Council of the Churches of 
Christ in America / by H.A. Millis. -- Macmillan,1915. -- xxi, 334 p., [11] p. of 
plates : ill. ; 20 cm.

MOORE FREDERICK 
18771956

327.52:M82 日米外交秘史 : 日本の指導者と共に / F・モアー著 ; 寺田喜治郎, 南井慶二共
譯. -- 法政大学出版局,1951.10. -- 322p : 挿図 ; 19cm.
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MORISON SAMUEL 
ELIOT 18871976

940.545:M86 The two-ocean war : a short history of the United States Navy in the Second 
World War / by Samuel Eliot Morison. -- [1st ed.]. -- Little, Brown,c1963. -- 
xxvii, 611 p., [14] p. of plates : ill., maps, ports. ; 24 cm.

MORROW JAMES 
18201865

915.2:M88 A scientist with Perry in Japan : the journal of Dr. James Morrow / edited by 
Allan B. Cole. -- University of North Carolina Press,1947. -- xxvi, 307 p., [8] p. 
of plates : ill., port. ; 24 cm.

MORSE EDWARD 
SYLVESTER 18381925

915.2:M88 日本その日その日 / E.S.モース著 ; 石川欣一訳 ; 1, 2, 3. -- 平凡社,1970.9-
1971.1. -- 3冊 : 図版, 挿図 ; 18cm. -- (東洋文庫 ; 171,172,179).

MORSE EDWARD 
SYLVESTER 18381925

915.2:M88 日本その日その日 / モース[著] ; 石川欣一譯. -- 創元社,1939.11. -- 331p ; 
19cm. -- (創元選書 ; 32).

NEARING SCOTT 1883
320.9:N35 アメリカ帝國 / スコット・ニヤリング著 ; 愛知謙三譯. -- 春陽堂,1931. -- 

5,11,362p ; 19cm.

NEARING SCOTT 1883
323.4:N35 黒人迫害史 : リンチ物語 / スコット・ニーアリング著 ; 白井勉三訳. -- 先進社, 

1931. -- 282p ; 19cm.

NEARING SCOTT 1883
327.73:N35 弗外交 / スコット・ニアリング, ジョセフ・フリーマン共著 ; 角田敬三譯. -- 同人社, 

1930.11. -- 2, 5, 423p ; 20cm.

NEARING SCOTT 1883
330.9:N35 大資本の制覇 : アメリカ帝國 / スコット・ニアリング著 ; 角田敬三譯. -- 希望閣, 

1925.6. -- 6, 6, 341p ; 20cm.

NELSON B GEORGE
810.9:N42 Cavalcade of the north : an entertaining collection of distinguished writing by 

Canadian authors / selected by George E. Nelson ; with an introduction by 
Thomas B. Costain. -- Doubleday & Company,1958. -- 640 p. ; 22 cm.

NEWTON J C 
CALHOUN

952:N56 Japan : country, court, and people / by J.C. Calhoun Newton. -- M.E. Church, 
South,1900. -- xvi, 432 p., [1] folded leaf of plates : ill., map ; 21 cm.

NIEBUHR REINHOLD 
18921971

973:N66 アメリカ史の皮肉 / R.ニーバー著 ; オーテス・ケーリ訳. -- 社会思想研究会出版
部,1954. -- 241p ; 19cm. -- (社会思想選書).

NOEL PERCY
327.5:N76 When Japan fights / by Percy Noel. -- Hokuseido,1937. -- x, 249 p. ; 20 cm.

NORTH AMERICAN 
DAILY

327.52:N86 A hundred years of Japan-American relations / North American Daily = 日米國交
百年史 / 日米國交百年史編纂委員. -- North American Daily,[1949]. -- 120, 
140 p. : ill. ; 26 cm.
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O NEILL EUGENE 
GLADSTONE

812.5:O58 皇帝ジョーンス / ユウヂイン・オネイル著 ; 本田満津二訳. -- 金星堂,1925.3. -- 
102p ; 19cm. -- (先驅藝術叢書 ; 6).

OCONNOR RICHARD 
19151975

327.73:C18 Pacific destiny : an informal history of the U.S. in the Far East, 1776-1968 / 
Richard O'Connor. -- 1st ed.. -- Little, Brown,c1969. -- xvi, 505 p. : ill., port. 
; 25 cm.

OKADA JOHN B 1923
813.54:O41 No-no boy / by John Okada ; : pbk. -- University of Washington Press,1979, 

c1976. -- xi, 260 p. ; 22 cm.

OKAHATA JAMES H
996.9:O41 A history of Japanese in Hawaii / ed. by the Publication Committee, James H. 

Okahata, chairman. -- United Japanese Society of Hawaii,1971. -- 431 p. : illus. 
; 27 cm.

OKIMOTO DANIEL I 
1942

917.3:O41 仮面のアメリカ人 : 日系二世の米国観と日本観 / ダニエル・I.沖本著 ; 山岡清二
訳. -- サイマル出版会,1971. -- 9, 228p ; 19cm.

OSBORNE SIDNEY B 
1874

327.52:O81 The problem of Japan : a political study of Japan and of her relations with Russia, 
Great Britain, China, Germany, the United States, the British colonies and the 
Netherlands and of the world politics of the Far East and the Pacific / by an ex-
counsellor of legation in the Far East. -- 1918. -- vii, 272 p. ; 25 cm.

PACEY DESMOND 1917
810.9:P11 Creative writing in Canada : a short history of English-Canadian literature / 

Desmond Pacey. -- New ed. (revised and enlarged). -- Ryerson Press,1961. -- 
ix, 314 p. ; 23 cm.

PALEOLOGUE 
MAURICE 18591944

327.52:P15 犠牲の艦隊 / モオリス・パレオログ著 ; 古野清人訳. -- 白水社,1941.5. -- 249p : 
19cm.

PARIS JOHN B 1889
823.91:P23 Kimono / by John Paris. -- W. Collins,[1921?]. -- 280 p. ; 16 cm. -- (Collins' 

1/- fiction library ; 20).

PASSIN HERBERT 1916
327.52:P28 日本とアメリカ : 日米関係の展望 / ハーバート・パッシン [編] ; 國弘正雄 [ほか] 

訳. -- 南雲堂,1967.10. -- 288p ; 19cm.

PETERSEN WILLIAM
325.252:P48 Japanese Americans : oppression and success / William Petersen. -- 1st ed. -- 

Random House,c1971. -- xiv, 268 p. ; 21 cm. -- (Ethnic groups in comparative 
perspective).

PITKIN WALTER B
327.73:P68 日本と戰はん乎 / ウヲルター・ビー・ピトキン著 ; 佐藤鋼次郎著 ; 上巻, [下巻]. -- 

目黒分店,1921. -- 冊 ; 19cm.

PRANGE GORDON 
WILLIAM 19101980

940.542:P89:v.1 ミッドウェーの奇跡 / ゴードン・W.プランゲ著 ; ドナルド・M.ゴールドスタイン, キャ
サリン・V.ディロン編 ; 千早正隆訳 ; 上, 下. -- 原書房,1984.8. -- 2冊 ; 20cm.
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PRANGE GORDON 
WILLIAM 19101980

940.542:P89:v.2 ミッドウェーの奇跡 / ゴードン・W.プランゲ著 ; ドナルド・M.ゴールドスタイン, キャ
サリン・V.ディロン編 ; 千早正隆訳 ; 上, 下. -- 原書房,1984.8. -- 2冊 ; 20cm.

PRICE WILLARD 1887
915:P94 Japan's new horizons / by Willard Price. -- Hokuseido,1938.. -- 340 p. ; 20 cm.

QUACKENBOS 
GEORGE PAYN

973:F96 合衆國史直譯 / クワッケンボス氏原著 ; 藤井政景譯. -- 第5版. -- [N.H. 
TODA], 1893.8. -- 4, 224p ; 20cm.

QUEUX WILLIAM 
18641927

843:L61 英獨戰争未来記 / ウイリアム・ル・キュ著 ; 高田知一郎, 佐藤忍譯. -- 博文館, 
1907.8. -- 2, 3, 2, 388p : 図版 ; 23cm.

REDESDALE 
ALGERNON BERTRAM 
FREEMANMITFORD 
BARON 18371916

951:R31 The attache at Peking / A. B. Freeman-Mitford. -- Macmillan,1900. -- lviii, 386 
p. : plan ; 20 cm.

RESSIN ALFRED
327.52:R43 英米佛蘭聯合艦隊幕末海戰記 / アルフレッド・ルサン著 ; 安藤徳器,大井征共譯. 

-- 平凡社, 1930.6. -- 20, 6, 6, 414p : 図版 ; 20cm.

RIESENBERG FELIX 
18791939

990:R56 太平洋史 / リーゼンバーグ著 ; 太平洋協會譯. -- 朝日新聞社,1941.3. -- 5, 2, 
420p : 図版 ; 21cm.

RIESMAN DAVID 1909
915.2:R56 Conversations with Japanese students : Conversations in Japan / David Riesman 

and Evelyn Thompson Riesman ; edited with notes by Kazuo Sakamoto and Shozo 
Kishi. -- Nan'un-do,1970. -- ii, 96 p. ; 19 cm. -- (Nan'un-do's contemporary 
library ; C-R 15).

ROBESON PAUL 
18981976

305.8:R65 ここに私は立つ : アメリカ黒人歌手の自伝 / ポール・ロブスン著 ; 岩崎昶訳. -- 光
文社,1959.6. -- 205p : 18cm. -- (カッパ・ブックス).

ROOSEVELT 
THEODORE

973.911:R78 亜米利加魂 / ルーズベルト著 ; 成功雑誌社訳. -- 成功雑誌社,1905.11. -- 142p 
; 24cm.

ROOSEVELT 
THEODORE 18581919

973.911:R78 ルーズヴェルト氏の日本觀 / ルーズヴェルト [著]. -- [出版者不明],[1920]. -- 1, 
52, 42p ; 23cm.

ROOSEVELT 
THEODORE 18581919

973.911:R78 ルーズヴェルト全集 / ルーズヴェルト著 ; 山崎梅処訳. -- 実業之日本社,1907.11.
 -- 384p : 図版 ; 22cm.

ROOSEVELT 
THEODORE 18581919

973.917:R68 ローズヴェルト集 / テオドール・ローズヴェルト著 ; 鎌田繁吉訳. -- 再版. -- 内外
出版協会,1907.3. -- 194p ; 22cm.
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RUSSELL LINDSAY B 
1870

327.52:R96 米國より日本へ / [リンゼー・ラッセル編] ; 正岡猶一譯. -- 警醒社,1915.8. -- 4, 
1, 9, 361p ; 23cm.

SCHAFER PAUL
917.3:A51 亜米利加と戦争 / パウル・シェッファー[ほか]著 ; 戰時科學研究會譯編. -- 桜木

書房,1941.6. -- 287p ; 19cm.

SCHWANTES ROBERT 
S

327.52:S39 日本人とアメリカ人 : 日米文化交流百年史 / ロバート・S.シュワンテス著 ; 石川欣
一訳. -- 創元社,1957.10. -- 345,11p ; 22cm.

SEIDENSTICKER 
EDWARD 1921

915.2:S45 JAPANESE and AMERICANS / by Edward Seidensticker ; edited with notes by 
Hiroshi Ebine. -- 朝日出版社,1978.4. -- 71p ; 19cm.

SHERWOOD ROBERT 
E ROBERT EMMET 
18961955

973.917:S55:v.1 Roosevelt and Hopkins : an intimate history / by Robert E. Sherwood ; v. 1, v. 
2. -- rev., enl. ed. -- Bantam Books,1950. -- 2 v. ; 16 cm. -- (A Bantam Giant).

SHERWOOD ROBERT 
E ROBERT EMMET 
18961955

973.917:S55:v.2 Roosevelt and Hopkins : an intimate history / by Robert E. Sherwood ; v. 1, v. 
2. -- rev., enl. ed. -- Bantam Books,1950. -- 2 v. ; 16 cm. -- (A Bantam Giant).

SHIPPEN EDWARD
973.52:S55 英米海戦史 / エドワード・シッペン著 ; 越山平三郎訳. -- 博文館,1895.10. -- 

294p ; 19cm. -- (萬國戰史 ; 第13編).

SIEGFRIED ANDRE 
18751959

917.3:S57 America comes of age : a French analysis with maps / Andre Siegfried ; 
translated from the French by H.H. Hemming & Doris Hemming. -- J. 
Cape,1930. -- 351 p. : maps ; 21 cm. -- (The life and letters series ; no. 1).

SIEGFRIED ANDRE 
18751959

917.3:S57 アメリカ成年期に達す / アンドレ・シーグフリード著 ; 神近市子訳. -- 那珂書店, 
1941.9. -- 4, 2, 4, 4, 473, 10p ; 19cm.

SIMS WILLIAM 
SOWDEN 18581936

359:S61 海上の勝利 / ダブルユー・エス・シムス原著, 石丸藤太譯. -- 小西書店,1924.12. 
-- 12, 4, 447, 43p : 図版 ; 19cm.

SINCLAIR UPTON 
18781968

071.3:S61 眞鍮の貞操切符 : ブラス・チェック / アプトン・シンクレーア著 ; 早坂二郎譯. -- 新
潮社,1929.12. -- 11, 4, 617p ; 20cm.

SINCLAIR UPTON 
18781968

810.9:S61 新世界文學史 / アプトン・シンクレア [著] ; 清水宣譯. -- アルス,1940.7. -- 4, 8, 
578p ; 19cm.

SINCLAIR UPTON 
18781968

810.9:S61 米國現代文學批判 / アプトン・シンクレーア著 ; 丘逸作譯. -- 中外文化協會, 
1928.12. -- 5, 2, 5, 343p ; 20cm. -- (中外文化協会定期刊行書 ; 第21刊).
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SINCLAIR UPTON 
18781968

813.52:S61 石油! / アプトン・シンクレア著 ; ポール・ケート, 高津正道共譯. -- 平凡社,1930. -
- 635p, 図版1枚 ; 19cm.

SOROKIN PITIRIM 
ALEKSANDROVICH 
18891968

327.73:S71 ソ連とアメリカ / ソロキン著 ; 岡本順一訳. -- 東洋経済新報社,1953. -- 310p ; 
19cm.

SPINGARN JOEL ELIAS 
18751939

801.95:S75 創造的批評論 : 天才と趣味との同一性を論ずる諸論文 / スピンガーン著 ; 遠藤貞
吉訳. -- 聚芳閣,1925.9. -- 185p ; 18cm. -- (海外芸術評論叢書).

SPROSTON JOHN 
GLENDY 18281862

915.2:S77 A private journal of John Glendy Sproston, U.S.N / edited by Shio Sakanishi ; 
with a new forword by George Alexander Lensen. -- 2nd ed., revised and reset, 
1968. -- Sophia University in cooperation with Charles E. Tuttle Co., Tokyo, 
Rutland, Vt.,1968. -- xvii, 128 p. : ill. (part col.) ; 27 cm.

STATLER OLIVER 1915
952.025:S79 Shimoda story / Oliver Statler. -- 1st Tuttle ed. -- C.E. Tuttle,1971, c1969. -- 

xv, 627 p. : ill., maps ; 19 cm. -- (Tut books ; H,P).

STIMSON HENRY 
LEWIS 18671950

327.5:S85 極東の危機 / スチムソン著 ; 清沢洌訳. -- 中央公論社,1936.11. -- 264p ; 19cm.

STODDARD LOTHROP 
18831950

305.8:S86 有色人の勃興 / ロスロップ,スタッダード著 ; 長瀬鳳輔訳. -- 政教社,1921.11. -- 
23, 4, 2, 306p : 地図 ; 23cm.

STONE I F ISIDOR F 
1907

973.92:S87 危険なアメリカ / I.F.ストーン著 ; 陸井三郎訳. -- 徳間書店,1966. -- 254p ; 
19cm.

SWINTON WILLIAM 
18331892

909:S97 Outlines of the world's history : ancient, mediaeval, and modern : with special 
relation to the history of civilization and the progress of mankind : for use in the 
higher classes in public schools, and in high schools, academies, seminaries, etc / 
by William Swinton. -- Ivison, Blakeman, Taylor,1874. -- xi, 498 p. ; 18 cm.

TAFT HENRY WALTER 
18591945

327.73:T12 Japan and America : a journey and a political survey / Henry W. Taft. -- 
Macmillan,1932. -- viii, 359 p. ; 25 cm.

TAMARIN ALFRED H
327.52:A39 Japan and the United States : early encounters 1791-1860 / by Alfred 

Tamarin. -- Macmillan,c1970. -- vii, 260 p. : ill. ; 24 cm.

TANIN O
320.9:T16 Militarism and fascism in Japan / O. Tanin and E. Yohan ; with an introduction 

by Karl Radek. -- International Publishers,c1934. -- 320 p. ; 23 cm.

TEXTER ROBERT B
952:T35 日本における失敗 / ロバート・B・テクスター著 ; 下島連訳. -- 文藝春秋新社, 

1952.3. -- 364p ; 19cm.
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THOMPSON JOSEPH 
PARRISH 18191879

261.7:T47 米國政教論 / 惹西富達迷孫(ジョセイフ・タムソン)著 ; 荒木卓爾訳. -- 静霞堂, 
1882.5. -- 250p ; 18cm.

THOREAU HENRY 
DAVID 18171862

810.9:T48 森林生活 / トロー著 ; 水島耕一郎訳. -- 中央出版社,1921.7. -- 625p ; 15cm.

THOREAU HENRY 
DAVID 18171862

818.3:T48 森林生活 / トロー著 ; 水島耕一郎譯. -- 文成社,1911.7. -- 13, 1, 2, 556p : 図版
 ; 20cm.

THUNBERG CARL 
PETER 17431828

915.2:T53 ツンベルグ日本紀行 / ツンベルグ著 ; 山田珠樹訳注. -- 駿南社,1928.6. -- xiv, 
xviii, 503p, 図版8枚 ; 23cm. -- (異國叢書).

TOLISCHUS OTTO D 
OTTO DAVID 18901967

915.2:T64 Through Japanese eyes / Otto D. Tolischus. -- Reynal & Hitchcock,c1945. -- 
182 p. ; 20 cm.

TOOMER JEAN 
18941967

813.5:T67 Cane / Introd. by Arna Bontemps. -- Harper & Row,[1969, c1923]. -- xvi, 239 p 
; 19 cm. -- (A Perennial classic ; P3087).

TOWNSEND RALPH
327.73:T74 米国極東政策の真相 / ラルフ・タウンセンド著 ; 大江専一訳. -- 日本国際協会, 

1937.7. -- 310p ; 19cm.

TOWNSEND RALPH 
1900

327.5:T74 Ways that are dark : the truth about China / by Ralph Townsend. -- G.P. 
Putnam,1933. -- xiv, 336 p. ; 23 cm.

TOWNSEND RALPH 
1900

327.73:T74 米人の觀たる米國政府の誤謬 / ラルフ・タウンセンド著 ; 山岸孝一郎譯. -- 時事
通信社,1941.5. -- 14, 194p ; 18cm.

TREAT PAYSON 
JACKSON 1879

327.52:T78 Japan and the United States, 1853-1921 : revised and continued to 1928 / by 
Payson J. Treat. -- Stanford University Press,1928. -- ix, 307 p. ; 20 cm.

TREAT PAYSON 
JACKSON B 1879

327.52:T78 日米外交史 : 一八五三-一九二一年 / トリート原著 ; 村川堅固訳補. -- 右文館, 
1922. -- 419p : 図版 ; 23cm.

TREZISE PHILIP H 1912
337.73:T81 新段階の日米経済関係 / フィリップ・H・トレザイス著. -- 外交知識普及会,1 

971.11. -- 26p ; 19cm. -- (時事評論 ; 第3巻第23号).

TUPPER ELEANOR
327.52:T92 アメリカの對日輿論 / エリノーア・タッパー, G・E・マックレイノールヅ共著 ; 辻重四

郎編訳. -- 大雅堂,1946.12. -- 11,6,250p ; 21cm.
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TUPPER ELEANOR
327.52:T92 勃興日本と米國の輿論 / エリアノー・タッパー, ジョージ・イー・マックレノールズ共

著 ; 辻重四郎譯. -- 外務省情報局,[1939.1]. -- 7, 5, 6, 430p ; 22cm.

VINING ELIZABETH 
GRAY 1902

952.033:V78 皇太子の窓 / エリザベス・グレイ・ヴァイニング著 ; 小泉一郎訳. -- 新装版. -- 文
藝春秋,1989.3. -- 417p : 図版4枚 ; 20cm.

WAIFEGOLDBERG 
MARIE

892.49:S55W My father, Sholom Aleichem / [by] Marie Waife-Goldberg. -- Simon and 
Schuster,1968. -- 333 p : illus., ports ; 24 cm.

WARINNER EMILY V
952.025:W27 新・ジョン万次郎伝 / エミリイ V.ワリナー著 ; 田中至訳. -- 出版協同社,1966. -- 

302p(図共) ; 19cm.

WASHBURN STANLEY 
18781950

952.031:W31 乃木 / スタンレー・ウォシュバン [著] ; 目黒眞澄譯. -- 創元社,1941.11. -- 143p 
: 肖像 ; 19cm.

WASHINGTON 
BOOKER T 18561915

923.7:W31 奴隷より身を起して : ブーカー・ワシントン自叙傳 / ワシントン[原著] ; 沖本至譯. -
- 修養團,1931.3. -- 4, 2, 2, 133p ; 19cm.

WEDEMEYER ALBERT 
C ALBERT COADY 1896

940.53:W39 Wedemeyer reports! / Albert C. Wedemeyer. -- H. Holt,c1958. -- xii, 497 p., 
[12] p. of plates : ill. ; 22 cm.

WEGLYN MICHI 1926
940.547:W41 アメリカ強制収容所 : 屈辱に耐えた日系人 / ミチコ・ウェグリン著 ; 山岡清二訳. --

 政治広報センター,1973. -- 370p ; 19cm.

WHIPPLE SIDNEY B
917.3:W57 ディッケンズそのほか : アメリカ老新聞記者の隨筆集 / シドニー・B・ウイップル著 ; 

中井勲譯. -- イヴニングスター社,1947.10. -- 179p ; 19cm.

WILLOUGHBY 
CHARLES ANDREW 
18921972

952.04:W73 MacArthur, 1941-1951 / Charles A. Willoughby and John Chamberlain. -- 
McGraw-hill,c1954. -- xiii, 441 p. : ill. ; 24 cm.

WOLFFMONCKEBERG 
MATHILDE

943.515:W85 On the other side : to my children : from Germany, 1940-1945 / Mathilde Wolff-
Monckeberg ; translated and edited by Ruth Evans. -- Pan,1982, c1979. -- 
189p,[4]p of plates : ill,ports ; 18cm.

WRIGHT CHARLES 
1932

813.54:W94 The messenger / Charles Wright. -- Fawcett World Library,1964. -- 126 p. ; 18 
cm. -- (Crest book).

WYCHERLEY GEORGE
910.45:W97 太平洋紅毛海賊史 / ウィッチャリー著 ; 宮西豊逸訳. -- 雪華社,1961.7. -- 301p 

; 20cm.
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YAMADA MITSUYE
811.54:Y19 Camp notes and other poems / by Mitsuye Yamada. -- Shameless Hussy 

Press,c1976. -- [48] p. : ill. ; 22 cm.

YANG CHINGKUN
378.154:Y22 Meet the U.S.A : handbook for foreign students in the United States / by Ching-

Kun Yang. -- Institute of International Education,1945. -- vii, 182 p., 12 leaves 
of plates : ill., map, ports ; 23 cm. -- (Bulletin ; no. 2, 26th ser.).

YOUNG CHARLES H 
1902

971.004:J35 The Japanese Canadians / by Charles H. Young and Helen R.Y. Reid ; with a 
second part on Oriental standard of living, by W.A. Carrothers ; edited by H.A. 
Innis. -- University of Toronto Press,1938. -- xxx, 295 p. : ill. ; 22 cm.

ZASLAVSKII D O
973:P76 北米合衆國史 / ポクロフスキー監輯 ; 廣島定吉譯. -- 白揚社,1932.2. -- 4, 5, 

404p, 図版6枚 ; 19cm. -- (マルクス主義世界史 ; 第1編).

アイジマ, キョコウ
325.252:A28 渡米の志るべ / 佐藤鐵巓, 相島虚吼著. -- 増補訂正. -- 岡島書店,1903.9. -- 

4, 3, 215p ; 20cm.

アオキ, ヒサ
940.53:A63 帝亞丸の報告 : 第二次・交換船 / 青木ヒサ著. -- 前田書房,1944.2. -- 182p ; 

19cm.

アオキ, ヒサ
940.53:A63 帝亞丸の報告 : 第二次・交換船 / 青木ヒサ著. -- 前田書房,1944.2. -- 182p ; 

19cm.

アオキ, ヨシオ
363.68:A63 アメリカの國立公園 / 青木芳雄著. -- 國立公園協會,1930.7. -- 30, 427p : 図版, 

地図 ; 20cm.

アオヤマ, テツシロウ
917.3:A63 アメリカ土産 / 青山哲四郎著. -- [日本農業社],1916.10. -- 281p ; 19cm.

アカマツ, ヒロミ
327.52:A31 軍人の見たる排日と對米策 / 赤松寛美著. -- 日進堂,1924.9. -- 3,3,4,176p ; 

19cm.

アガワ, ヒロユキ
895.65:A26 カリフォルニヤ / 阿川弘之著. -- 新潮社,1959.11. -- 272p ; 20cm.

アガワ, ヒロユキ
895.65:A26:v.1 暗い波涛 / 阿川弘之著 ; 上, 下. -- 新潮社,1974. -- 2冊 ; 20cm.

アガワ, ヒロユキ
895.65:A26:v.2 暗い波涛 / 阿川弘之著 ; 上, 下. -- 新潮社,1974. -- 2冊 ; 20cm.
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アガワ, ヒロユキ
952.033:A26 井上成美 / 阿川弘之著. -- 新潮社,1986.9. -- 507p ; 20cm.

アキホ, ヤスハル
917.3:A31 近之米國 / 秋保安治著. -- 日本學術普及會,1917.6. -- 3, 19, 470p : 図1枚 ; 

23cm.

アケガラス, ハヤ
917.3:A31 アメリカの印象 / 暁烏敏著. -- 香草舎,1931.6. -- 2, 169p ; 16cm. -- (北安田パ

ンフレット ; 第26).

アケチ, タキロウ
917.3:A31 アメリカを見る / 明智瀧朗著. -- 經濟知識社,1934. -- 2, 2, 230p, 図版 ; 19cm.

アサノ, シチノスケ
327.52:A79 在米四十年 : 私の記録 / 浅野七之助著. -- 有紀書房,1962.3. -- 294p, 図版2枚

 ; 20cm.

アサノ, リサブロウ
327:A79 太平洋外交史 / 浅野利三郎著. -- 日本評論社,1921. -- 492p : 図版 ; 20cm.

アサノ, リサブロウ
973:A79 亞米利加史 / 淺野利三郎著. -- 三省堂,1933.10. -- 545, 5, 21p : 口絵 ; 

19cm. -- (列國史叢書).

アサヒ シンブンシャ
327.52:A79 日本とアメリカ / 朝日新聞社編. -- 朝日新聞社,1971. -- 489p ; 19cm.

アサヒ シンブンシャ
940.54:E36 ヨーロッパ十字軍 : 高司令官の大戦手記 / D・D・アイゼンハワー著 ; 朝日新聞

社訳. -- 朝日新聞社,1949.12. -- 506p, 図版[6]p ; 18cm.

アサヒナ, ソウゲン
914:A79 欧米雲水記 / 朝比奈宗源著. -- 四季社,1955. -- 336p 図版 ; 19cm.

アシダ, ヒトシ
914:A82 歐米見たまゝ / 芦田均著. -- 明治図書,1938. -- 224p ; 19cm.

アシダ, ヒトシ
914:A82 歐米見たまゝ / 芦田均著. -- 明治図書,1938. -- 224p ; 19cm.

アズマ, リョウゾウ
917.3:A99 四十八州 : アメリカ風土誌 / 東良三著. -- 日本出版協同,1949. -- 414p ; 19cm.

21



アダチ ロクゾウ
952.03:A19 東洋は血の臭ひがする / 足立六蔵著. -- 荘人社,1933.2. -- 4, 6, 396p ; 19cm.

アダチ, リツエン
920.7:A65A 新井白石 / 足立四郎吉著. -- 裳華房,1897. -- 32, 156p ; 22cm. -- (偉人史叢 ; 

第12巻).

アベ, イソオ
325.252:A13 北米の新日本 / 安部磯雄著. -- 博文館,1905.9. -- 216p ; 19cm.

アベ, ジロウ
914.3:A13 游歐雜記 : 獨逸の巻 / 阿部次郎著. -- 改造社,1933.2. -- 529p ; 16cm.

アベ, トモジ
914:A13 ヨーロッパ紀行 / 阿部知二著. -- 中央公論社,1951.6. -- 194p : 図版1枚 ; 19cm.

アマノ, ヨシタロウ
940.547:A48 我が囚はれの記 / 天野芳太郎著. -- 汎洋社,1944. -- 246p ; 19cm.

アヤベ, ツネオ
366:A97 アメリカの秘密結社 : 西欧的社会集団の生態 / 綾部恒雄著. -- 中央公論社, 

1970.6. -- ix,183p ; 18cm. -- (中公新書 ; 222).

アリシマ, イクマ
895.644:A71 有島生馬集 / 有島生馬著. -- 河出書房,1941.3. -- 378p ; 19cm. -- (白樺叢書).

アリシマ, イクマ
895.644:A71 蝙蝠の如く / 有島生馬著. -- 洛陽堂,1913.2. -- 374p ; 19cm. -- (白樺叢書).

アンドウ, ショウエイ
814.3:E53 エマソンと其の辺縁 / 安藤正瑛著. -- 関書院,1957.2. -- 228, 8, 29p ; 19cm.

イイジマ, エイタロウ
327.52:I25 挑むアメリカ : 對日感情の解剖 / 飯島英太郎著. -- 朝日新聞社,1941.3. -- 214p 

; 19cm.

イイジマ, エイタロウ
917.3:I25 米國渡航案内 / 飯島榮太郎著. -- 五版. -- 博文館,1904.3. -- 3, 6, 320, 38p : 

図版 ; 20cm.

イイズカ, コウジ
303.48:I25 比較文化論 / 飯塚浩二著. -- 白日書院,1948.2. -- 316p ; 19cm.
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イイダ, セイエツロウ
337.52:I25 日米経済交渉 : 繁栄のメカニズム / 飯田清悦郎著. -- 三省堂,1971. -- 186p ; 

18cm. -- (三省堂新書 ; 92).

イエナカ, シゲル
996.9:I22 ハワイの歴史と風土 / 家仲茂著. -- 生活社,1943.4. -- 6,408p ; 19cm.

イガ, コマキチロウ
917.3:I24 感想録 : 日米比較 / 伊賀駒吉郎著. -- 大鐙閣,1921. -- 334p ; 19cm.

イケザキ, チュウコウ
940.53:I26 米國怖るゝに足らず / 池崎忠孝著. -- 普及版. -- 先進社,1930.12. -- 10, 9, 

300p, 図版 [3]枚 ; 19cm.

イケザキ, チュウコウ
940.54:I26 日米戰はば : 太平洋戰争の理論と實際 / 池崎忠孝著. -- 新潮社,1941.2. -- 

20,316p : 図版2枚 ; 18cm.

イケダ, マスオ
917.3:I26 私自身のアメリカ / 池田満寿夫著. -- 朝日新聞社,1973. -- 294p ; 20cm.

イケハラ, シカオ
371.8:I26 アメリカ學生生活 / 池原止戈夫著. -- 小峰書店,1947.7. -- 3,3,214p ; 19cm.

イケミヤギ, シュウイ
915.2:I26 沖縄のアメリカ人 : 沖縄ジャーナリストの記録 / 池宮城秀意著. -- サイマル出版

会,1971. -- 258p ; 19cm. -- (サイマル・ドキュメント).

イシイ, キクジロウ
327.52:I79 外交餘録 / 石井菊次郎著. -- 岩波書店,1930.6. -- 2, 18, 526p : 肖像写真 ; 

23cm.

イシイ, ミツル
811.3:I79 アメリカ文学遊覧 : ホイットマン詩集「草の葉」百年記念 / 石井満著. -- 精華学園

出版部,1955.7. -- 137p 図版 ; 18cm.

イシイ, ミツル
917.3:I79 金と女の國 / 石井満著. -- 丙午出版社,1924.11. -- 315p ; 20cm.

イシイ, ミツル
923.752:N73I 新渡戸稲造傳 / 石井滿著. -- 關谷書店,1934.10. -- 8, 2, 13, 618, 7, 4, 5p, 図

版 : 肖像 ; 19cm.

イシイ, リョウイチ
917.3:I79 アメリカの内情 / 石井良一著. -- 六盟館,1944.4. -- 2,208p ; 19cm.
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イシオカ, ヒコイチ
325.252:I79 北米ワシントン州・英領コロンビア州日本人事情 / 石岡彦一編. -- 石岡彦一, 

1907.5. -- 70,574,75p : 図版 ; 23cm.

イシガキ, アヤコ
895.6:I79 オリーブの墓標 : スペイン戦争と一人の日本人 / 石垣綾子著. -- 立風書房,1970.

 -- 257p ; 20cm.

イシガキ, アヤコ
917.3:I79 二十五年目の日本 / 石垣綾子著. -- 筑摩書房,1951.11. -- 251p 図版4枚 ; 

19cm.

イシガキ, アヤコ
917.3:I79 病めるアメリカ / 石垣綾子著. -- 東洋経済新報社,1953. -- 220p ; 19cm.

イシガキ, アヤコ
973.91:I79 さらばわがアメリカ : 自由と抑圧の25年 / 石垣綾子著. -- 三省堂,1972. -- 376p ; 

19cm. -- (三省堂ブックス ; 26).

イシカワ, ヨシマサ
327.73:I79 米國對外政策 / 石川義昌訳編. -- 二酉社,1913. -- 266p ; 19cm.

イシカワ, ヨシミ
917.94:I79 カリフォルニア・ナウ : 新しいアメリカ人の出現 / 石川好著. -- 中央公論社, 

1984.7. -- 199p ; 18cm. -- (中公新書 ; 735).

イシカワ, ヨシミ
979.4:I79 カリフォルニア・ストーリー / 石川好著. -- 中央公論社,1983.12. -- vii, 218p ; 

18cm. -- (中公新書 ; 712).

イシダ, ケンジ
810.9:I79 アメリカ文學の研究 / 石田憲次著. -- 研究社出版,1950.6. -- 4, 2, 311, 5p ; 

19cm.

イジチ, ジュンセイ
917.47:I19 My New York life / by Smimasa Idichi. -- Kenkyusha,1923. -- 161 p., [17] 

leaves of plates : ill. ; 17 cm.

イシハマ, トモユキ
330.9:I79 アメリカ資本主義發達史 / 石濱知行著. -- 千倉書房,1930.5. -- 3, 3, 397, 10p ; 

20cm.

イシマル, トウタ
327.52:I79 昭和十年頃に起る日本對世界戰争 / 石丸藤太著. -- 日月社,1932.6. -- 

4,4,398p : 図版3枚 ; 19cm.

イシマル, トウタ
327.52:I79 日米果して戰ふか / 石丸藤太著. -- 春秋社,1931.9. -- 4, 6, 422p, 図版2枚 ; 

20cm.
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イシマル, トウタ
327.52:I79 倫敦軍縮會議へ / 石丸藤太著. -- 萬里閣書房,1929.11. -- 9, 11, 572p 図版4枚

 ; 19cm.

イシマル, トウタ
940.53:I79 英米の對日陰謀 / 石丸藤太著. -- 非凡閣,1939.2. -- 6,11,421p ; 20cm.

イソノカミ, ゲンイチロウ
915.2:I85 太平洋の橋 : 新渡戸稲造伝 / 石上玄一郎著. -- 講談社,1968. -- 366p ; 20cm.

イタサカ, ゲン
917.3:I88 ハーバード通信 / 板坂元著. -- 文藝春秋,1984.8. -- 250p ; 20cm.

イタニ, ゼンイチ
330.9:I24 亜米利加社会経済史 / 猪谷善一著. -- 章華社,1935.11. -- 2, 7, 340p ; 

20cm. -- (各國社會經濟史叢書 ; 第6巻).

イチカワ, サンキ
914:I16 歐米の隅々 / 市河三喜, 市河晴子著. -- 第五版. -- 研究社,1939.4. -- 9, 753p 

; 19cm.

イチカワ, ハルコ
915.2:I16 Japanese lady in America / by Haruko Ichikawa. -- Kenkyusha,1938. -- 347 p. ; 

21 cm.

イチカワ, ハルコ
917.3:I16 米國の旅・日本の旅 / 市河晴子著. -- 研究社,1940. -- 3, 441p ; 19cm.

イチムラ, ウザエモン
914:I16 欧米歌舞伎紀行 / 市村羽左衛門著. -- 平凡社,1929. -- 205p 肖像 ; 20cm.

イチヤナギ, ショウアン
917.3:I16 渡米之栞 / 一柳松庵編. -- 中西屋書店,1902.9. -- 8, 3, 4, 182, 67p ; 15cm.

イデ, タカシ
914.2:I19 英國の曲線 / 出隆著. -- 理想社出版部,1939.6. -- 9, 297p ; 20cm.

イデイ, ヨシオ
917.3:A51 アメリカの人と社会 : 視察報告 / 出射義夫 [ほか] 著. -- ダイヤモンド社,1950.10. 

-- 6, 242p ; 19cm.

イデタ, アラタ
917.3:I19 北米見聞記, 一名, 或る農學校長の見たる米國 / 出田新著. -- 柴田書房. -- 2, 

14, 319p : 図版 ; 20cm.
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イトウ, エンジョウ
917.3:I89 北米赤裸々觀 : 十八年間實際研究 / 伊藤圓定著. -- 日本禪書刊行會(發兌元), 

1921.4. -- 432p ; 15cm.

イトウ, カズオ
325.252:I89 アメリカ春秋八十年 : シアトル日系人会創立三十周年記念誌 / 伊藤一男著. -- シ

アトル日系人会,1982. -- 382p : 図版 ; 22cm.

イトウ, ケイイチ
952.033:I89 静かなノモンハン / 伊藤桂一著. -- 講談社,1983.2. -- 234p ; 20cm.

イトウ, シチジ
940.53:I89 米國の對日謀略史 / 伊藤七司著. -- 非凡閣,1944. -- 275p ; 19cm.

イトウ, セイ
914:I89 ヨーロッパの旅とアメリカの生活 / 伊藤整著. -- 新潮社,1961.12. -- 384p : 挿図, 

地図 ; 22cm.

イトウ, チュウタ
915:I89 余の漫畫帖から / 伊東忠太著. -- 實業之日本社,1922.7. -- 3, 22, 307p ; 18cm.

イトウ, マサノリ
070.92:I89 新聞生活二十年 / 伊藤正徳著. -- 中央公論社,1933. -- 570p ; 19cm.

イトウ, マサノリ
079.5:I89 新聞五十年史 / 伊藤正徳著. -- 新版. -- 鱒書房,1947.4. -- 4, 10, 325p ; 19cm.

イトウ, マサノリ
341.6:I89 軍縮? / 伊藤正徳著. -- 春陽堂,1929.11. -- 13, 330p, 図版3枚 ; 19cm.

イトウ, マサノリ
355:I89 想定敵國 / 伊藤正徳著. -- 佐々木出版,1926.11. -- 1, 357p ; 20cm.

イトウ, マサノリ
940.54:I89 連合艦隊の 後 / 伊藤正徳著. -- 文藝春秋,1968.6. -- 261p, 図版[4]p ; 

18cm. -- (ポケット文春 ; 571).

イトウ, マサノリ
952.03:I89 國防史 / 伊藤正徳著. -- 東洋經濟新報社,1941.12. -- 2, 13, 497p ; 23cm. -- 

(現代日本文明史 ; 第4卷).

イトウ, ミチオ
917.3:I89 アメリカ / 伊藤道郎著. -- 羽田書店,1940.6. -- 304p ; 19cm.

26



イトウ, ミチオ
917.3:I89 アメリカと日本 / 伊藤道郎著. -- 八雲書店,1946.9. -- 280p ; 19cm.

イトウ, ミチオ
917.3:I89 アメリカと日本 / 伊藤道郎著. -- 八雲書店,1946.9. -- 280p ; 19cm.

イナハラ, カツジ
973:I35 アメリカ民族圏 / 稲原勝治著. -- 龍吟社,1943.7. -- 3, 10, 402p ; 22cm.

イヌカイ, ミチコ
917.3:I61 私のアメリカ / 犬養道子著. -- 新潮社,1966. -- 268p ; 20cm.

イノウエ, エンリョウ
210:I58 歐米各國政教日記 / 井上圓了著 ; 上篇, 下篇. -- 哲學書院,1889. -- 2冊 ; 

19cm.

イノウエ, ユウイチ
920.7:I58 楽翁と須多因 / 井上友一著. -- 良書刊行會,1908. -- 4, 6, 3, 158p ; 23cm.

イノグチ, リキヘイ
940.54:I58 神風特別攻撃隊 / 猪口力平, 中島正著. -- 日本出版協同,1951.12. -- 428p : 図

版 ; 19cm.

イマイ, サブロウ
917.3:I31 米國打診行 : 事變下に米國を駈け歩く / 今井三郎著. -- 第一出版社,1939.1. --

 327p ; 19cm.

イマイ, トシキ
973:I31 米國史 / 今井登志喜著. -- 研究社,1941.7. -- vi,71p ; 22cm. -- (研究社英米文

学語学講座 ; 34).

イマダ, キンゴ
973.916:I31 米國政界素っ破抜き : ワシンシン・めりー・ごー・らうんど / 今田謹吾編輯. -- 武侠

社,1932.10. -- 295p ; 22cm.

イマムラ セイノスケ
917.3:I31 外游漫録 / 今邨清之助 [著] ; 上. -- [出版者不明],1885. -- 8, 336p ; 19cm.

イリエ, アキラ
327.5:I68 Across the Pacific : an inner history of American-East Asian relations / Akira 

Iriye ; introduction by John K. Fairbank. -- [1st ed.]. -- Harcourt, Brace & 
Jovanovich,c1967. -- xvii, 361 p. ; 21 cm. -- (A Harvest/HBJ book).

イリエ, アキラ
327.73:I68 日米戦争 / 入江昭著. -- 中央公論社,1978.9. -- iii, 360p ; 21cm. -- (叢書国際

環境).
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イリサワ, タツキチ
895.64:I68 伽羅山莊隨筆 / 入澤達吉著. -- 改造社,1939. -- 3, 6, 473p, 図版[6]p ; 20cm.

イワサキ, セイシチ
917:I96 欧米遊蹤 / 岩崎清七著. -- アトリエ社,1935.1. -- 2, 4, 8, 226p, 図版 ; 23cm.

イワモト, シンイチロウ
917.3:I97 北亜米利加周遊記 : 102階 / 岩本信一郎著. -- 創元社(發賣),1937. -- 393p : 図

版 ; 23cm.

イワヤ, サザナミ
338.91:T62 渡米實業團誌 / [巌谷季雄編輯], [渡米実業団残務整理委員編]. -- 巌谷季雄, 

1910.10. -- 2,10,630,102p : 図版 ; 23cm.

イワヤ, サザナミ
917.3:I97:v.1 新洋行土産 / 巌谷小波著 ; 上巻, 下巻. -- 博文館,1910. -- 2冊, 図版 ; 18cm.

イワヤ, サザナミ
917.3:I97:v.2 新洋行土産 / 巌谷小波著 ; 上巻, 下巻. -- 博文館,1910. -- 2冊, 図版 ; 18cm.

ウエスギ, シンキチ
940.53:U22 日米衝突の必至と國民の覺悟 / 上杉愼吉著. -- 大日本雄辯會,1924.9. -- 5, 

48p, 図版1枚 ; 19cm.

ウエダ, テイジロウ
952.03:U22 上田貞次郎日記 / 上田貞次郎著 ; 青年編, 壮年編, 晩年編. -- 上田貞次郎日記

刊行会,1963.4-1965.5. -- 3冊 ; 19cm.

ウエノ, オトマ
920.7:M43U 白河樂翁 / 上野雄圖馬(南城)著. -- 裳華書房,1897.1. -- 28, 204p : 図版1枚 ; 

23cm. -- (偉人史叢 ; 第10巻).

ウエノ, マスゾウ
952.031:U22 自然科学 / 上野益三著. -- 鹿島研究所出版会,1968.6. -- 258, 14p ; 19cm. -- 

(お雇い外国人 ; 3).

ウエハラ, ケイジ
917.3:U22 旅から旅へわたり鳥の記 / 上原敬二著. -- 新光社,1922.5. -- 5, 275p : 図版, 肖

像 ; 19cm.

ウエハラ, ケイジ
919.69:U22 ハワイ印象記 / 上原敬二著. -- 新光社,1924.5. -- 4, 4, 192p : 図版26p, 折込み

地図3枚 ; 20cm.

ウエハラ, ケイジ
996.9:U22 日米の楔點ハワイ / 上原敬二著. -- 先進社,1932.5. -- 3, 5, 310p, 図版[24]p ; 

20cm.
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ウエムラ, トモキヨ
917.3:U22 米國旅行案内 / 上村知清著. -- 再版. -- 新光社,1919.12. -- 2, 18, 318p : 図版

 ; 19cm.

ウキタ, カズタミ
325.252:U34 日米非戰論 / 浮田和民,渡辺金三著. -- 実業之日本社,1925.6. -- 338p ; 19cm.

ウキタ, カズタミ
327.52:U34 滿洲問題と日米親善論 / 浮田和民著. -- 北文館,1934.6. -- 5, 278p ; 19cm.

ウシジマ, ヒデヒコ
325.2:U85 行こかメリケン、帰ろかジャパン / 牛島秀彦著. -- サイマル出版会,1978. -- 253p 

; 19cm.

ウシジマ, ヒデヒコ
325.252:U85 ハワイの日系人 : 真珠湾体験からの出発 / 牛島秀彦著. -- 三省堂,1969. -- 

212p ; 18cm. -- (三省堂新書).

ウチダ, テツサブロウ
325.252:U17 北太平洋沿岸殖民策 / 内田鐵三郎著. -- 相川龍門堂,1937.11. -- 3, 181p ; 

19cm.

ウツミ, ゴウドウ
895.6:U93 要塞の秘密 : 日露奇譚 / 内海剛堂著. -- 中興館書店,1913.12. -- 274p : 図版 ; 

19cm.

ウメモト, セイイチ
917.94:U49 金門より / 梅本誠一著. -- 新橋堂,1915.10. -- 460p : 図版 ; 20cm.

エキシンカイ ドウジン
915.2:E36 第三帝國の思想 / 益進會同人編. -- 益進會,1915.2. -- 11, 3, 225, 11p ; 16cm.

エトウ, ジュン
952.033:E85 日本本土進駐. -- 講談社,1982.8. -- 376p ; 20cm. -- (占領史録 / 江藤淳責任

編集 ; 第4巻).

エトウ, ジュン
952.044:E85:v.1 降伏文書調印経緯. -- 講談社,1981.11. -- 382p ; 20cm. -- (占領史録 / 江藤淳

責任編集 ; 第1巻).

エトウ, ジュン
952.044:E85:v.2 停戦と外交権停止. -- 講談社,1982.1. -- 382p ; 20cm. -- (占領史録 / 江藤淳責

任編集 ; 第2巻).

エトウ, ジュン
952.044:E85:v.3 憲法制定経過. -- 講談社,1982.5. -- 416p ; 20cm. -- (占領史録 / 江藤淳責任

編集 ; 第3巻).
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エナリ, ツネオ
920.72:E56 花嫁のアメリカ / 江成常夫著. -- 講談社,1981.8. -- 366p ; 20cm.

エビナ, カズオ
325.252:E16 カリフォルニアと日本人 / 海老名一雄著 ; 太平洋協會編. -- 六興出版部, 

1943.12. -- 252p ; 19cm. -- (太平洋図書館 / 太平洋協会編).

エンチ, フミコ
914:E56 欧米の旅 / 円地文子著. -- 筑摩書房,1959. -- 202p : 図版 ; 20cm.

オオイシ, キイチ
327.52:O39 日米問題實力解決策 / 大石揆一著. -- 三光堂,1916.8. -- 12, 4, 7, 896p, 図版8

枚 ; 26cm.

オオイワ, ミヨ
915.2:S94 武士の娘 / 杉本鉞子著 ; 大岩美代訳. -- 筑摩書房,1967.10. -- 232p, 図版1枚 

; 19cm. -- (筑摩叢書 ; 97).

オオエ, センイチ
355.03:O28 苦悶のアメリカ : 國内情勢と戰力を探る / 大江專一著. -- 有光社,1942.4. -- 

320p ; 19cm.

オオエ, センイチ
973.917:O28 米國の内幕 / 大江專一著. -- 有光社,1941.2. -- 342p ; 19cm.

オオエ, センイチ
973.917:O28 米國の内幕 / 大江專一著. -- 有光社,1941.2. -- 342p ; 19cm.

オオオカ, ケンカイ
914:O59 歐米管見 / 大岡育造編. -- 再版. -- 大岡育造,1902.1. -- 2, 167, 20p, 図版20p 

; 22cm.

オオカワ, シュウメイ
940.53:O41 米英東亞侵略史 / 大川周明著. -- 第一書房,1942.1. -- 162p ; 19cm.

オオクマ, シゲノブ
327.52:O41 開國大勢史 / 大隈重信著. -- 早稲田大学出版部 : 実業之日本社,1913.4. -- 

14, 4, 26, 1230p : 図版 ; 23cm.

オオクマ, タダシ
327.52:O41 幕末期東亜外交史 / 大熊眞著. -- 乾元社,1944.10. -- 6,6,285,7p ; 22cm.

オオコウチ, カズオ
914:O41 欧米旅行記 / 大河内一男著. -- 時事通信社,1955. -- 291p : 図版 ; 19cm.
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オオサカ マイニチ シンブ
ンシャ

327:O81 五十年後の太平洋 / 大阪毎日新聞社編纂. -- 大阪毎日新聞社. -- 12, 13, 699, 
16p, 図版4枚 ; 22cm.

オオサワ, キチゴロウ
327.52:O81 米國の野心と帝國の前途 / 大沢吉五郎著. -- 明倫書院,1924.8. -- 230p ; 19cm.

オオシマ, リョウジ
677:O82 一紡績技師の西遊雜記 / 大島亮治著. -- 紡織雜誌社,1931.1. -- 3, 215p ; 

19cm.

オオタ, アキラ
917.3:O87 A Garioan in the United States / by Akira Ota. -- Hokuseido Press,1955. -- 124 

p. : ill.(some col.) ; 19 cm.

オオタ, サブロウ
700.1:O87 叛逆の芸術家 : 世界のボヘミアン=サダキチの生涯 / 太田三郎著. -- 東京美術, 

1972.10. -- 3, 6, 352p : 肖像 ; 20cm.

オオタ, ユウゾウ
370.92:C59O クラークの一年 : 札幌農学校初代教頭の日本体験 / 太田雄三著. -- 昭和堂, 

1979.8. -- 305,8p ; 19cm.

オオタニ, ヨシベイ
914:O87 歐米漫遊日誌 / 大谷嘉兵衛著. -- 大谷嘉兵衛,1900.9. -- 365p : 図版 ; 23cm.

オオツカ, シゲル
917.3:O88 ああ星条旗 : アメリカの12の顔 / 大塚滋著. -- 朝日新聞社,1970. -- 289p ; 

20cm.

オオツカ, シュウゾウ
917.3:O88 北米視察記 / 大塚宗三編. -- ,1932.1. -- 312p ; 19cm.

オオバ, アヤコ
952.025:U58 ペルリ提督遠征記 / 合衆国海軍省編 ; 大羽綾子訳. -- 酣灯社,1947.2. -- 365p 

; 21cm.

オオハラ, ススム
338.095:U58 株式会社・日本 : 政府と産業界の親密な関係 / 米国商務省編 ; 大原進, 吉田豊

明訳. -- サイマル出版会,1972. -- 12, 238p ; 19cm.

オオヤ, ソウイチ
915.2:O98 一億囚人 : 終戦から講和まで / 大宅壮一著. -- 要書房,1952. -- 218p ; 19cm.

オオヤマ, イクオ
320.9:O98 日本の進路 / 大山郁夫著. -- 勞働文化社,1948.3. -- 170p ; 18cm.
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オカ, シゲキ
952.025:O41 井伊大老 / 岡繁樹著. -- 再版. -- さわもと書房,1948.2. -- 335p ; 19cm.

オカ, ヨシタケ
952.03:O41 近衛文麿 : 「運命」の政治家 / 岡義武著. -- 岩波書店,1972.6. -- vii, 249p ; 

18cm. -- (岩波新書 ; 青版 826).

オガサワラ, ナガナリ
359:O34 思ひ出を語る / 小笠原長生著. -- 実業之日本社,1929.5. -- 397p ; 19cm.

オガサワラ, ナガナリ
359:O34 鐵櫻漫談 / 小笠原長生著. -- 早稲田大学出版部,1928.10. -- 2,2,216,138p ; 

19cm.

オカダ, タダヒコ
914:O41 旋風裡の欧米 / 岡田忠彦著. -- 帝國書院,1936.2. -- 2, 9, 401, 12p : 図版 ; 

20cm.

オカダ, テツゾウ
287:O41 本多庸一傳 / 岡田哲藏著. -- 日獨書院,1935.1. -- 8, 12, 456p, 図版6枚 ; 

19cm.

オカモト, イッペイ
910:O41 漫画漫遊世界一周 / 岡本一平著. -- 文武書院,1931.5. -- 4,2,586p : 図 ; 20cm.

オカモト, キドウ
917.3:O41 十番随筆 / 岡本綺堂著. -- 新作社,1923.5. -- 2, 814p ; 19cm.

オカモト, シロウ
327.52:O41 重大なる結果 : 對米問題研究 / 岡本四郎編. -- 民友社,1924.5. -- 6,6,186,57p 

: 図版2枚 ; 19cm.

オキナ, キュウイン
895.6:O41 道なき道 / 翁久允著. -- 高志人社,1950.10. -- 390, 6p : 図版3枚 ; 19cm.

オギワラ, セイセンスイ
917.3:O34 アメリカ紀行 / 荻原井泉水著. -- 寺本書房,1947.11. -- 198p ; 19cm.

オギワラ, セイセンスイ
917.3:O34 アメリカ通信 / 荻原井泉水著. -- 河出書房,1938.9. -- 278p ; 19cm.

オギワラ, セイセンスイ
917.3:O34 外遊句稿 / 荻原井泉水[著]. -- 大泉園,1938.12. -- 79p ; 20cm.
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オサカベ, ヒトシ
327.52:O81 日露戰役に於ける日米の二大友人. -- [s.n.],[1939]. -- 27p ; 22cm.

オサナイ, カオル
914.8:O81 北欧旅日記 / 小山内薫著. -- 3版. -- 春陽堂,1917.9. -- 276p ; 16cm.

オシカワ, シュンロウ
895.6:O82 日米決鬪 / 押川春浪著. -- 石書房,1944.3. -- 251p ; 18cm.

オシカワ, シュンロウ
895.64:O82 武侠艦隊 : 戦時英雄小説 / 押川春浪著. -- 大橋省吾,1906.6. -- 306p ; 16cm.

オノ, ヒデオ
079.5:O58 日本新聞發達史 / 小野秀雄著. -- 大阪毎日新聞社. -- 10, 8, 506, 14p ; 23cm.

オハラ, ケイジ
301.29:N59:v.2 通商産業編 / 小原敬士編纂. -- 洋々社,1954.3. -- 1, 9, 537p, 図版2枚 ; 

21cm. -- (日米文化交渉史 / 開国百年記念文化事業会編纂 ; 第2巻).

オハラ, ケイジ
917.3:C74 アメリカの夢は終った / D.コンデ著 ; 小原敬士訳. -- 岩波書店,1965.5. -- 206p ; 

18cm. -- (岩波新書 ; 青-560).

オハラ, ケイジ
917.3:O36 アメリカとアメリカ人 / 小原敬士編. -- 毎日新聞社,1956.6. -- 313p 地図 ; 19cm.

カイグン ダイジン カンボ
ウ

359.32:K13 海軍軍備沿革 / 海軍大臣官房編 ; [正] -- 巌南堂書店,1970. -- 2冊(附録共) ; 
22cm.

カイグン ダイジン カンボ
ウ

359.32:K13 海軍軍備沿革 / 海軍大臣官房編 ; 附録. -- 巌南堂書店,1970. -- 2冊(附録共) ; 
22cm.

カイグン ユウシュウカイ
327.17:K13 太平洋二千六百年史 / 海軍有終會編. -- 再版. -- 海軍有終會,1938. -- 1冊 ; 

22cm.

カイグン ユウシュウカイ
359.009:K13 近世帝國海軍史要 / 海軍有終會編. -- 海軍有終會,1941. -- 2, 4, 4, 38, 996p : 

図版 ; 22cm.

カイコク ヒャクネン キネン
 ブンカ ジギョウカイ

301.29:N59:v.6 日米文化交渉史 / 開国百年記念文化事業会編纂 ; 総索引. -- 洋々社,1954-
1956. -- 6冊 ; 22cm.
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カイナン, モトタダ
813.52:A51 亜米利加作家撰集 / 海南基忠他訳. -- スタア社,1940.8. -- 346p ; 19cm.

カイハラ, サカエ
327.73:K13 無敵乃米國 / 開原榮著. -- 開原榮. -- 4, 4, 6, 505p ; 20cm.

ガイムショウ
341.2:G14 サン・フランシスコ会議議事録 / 外務省訳. -- [外務省],1951. -- 381p ; 21cm.

ガイムショウ ジョウホウ ブ
ンカキョク

327.52:G14 「日本軍国主義」に関する海外論調 / 外務省情報文化局[編]. -- 外務省情報文
化局,1972. -- 100p ; 21cm.

ガイムショウ ジョウホウ ブ
ンカキョク

327.52:G14 1970年代の日本の国際的立場 / 外務省情報文化局[編]. -- 外務省情報文化局, 
1972.2. -- 76p ; 21cm.

ガイムショウ ジョウホウ ブ
ンカキョク

327.52:G14 ソ連の新聞等における「日本軍国主義」批判とこれに対する米,仏紙論評. -- 外務
省情報文化局,1973.3. -- 32p ; 21cm.

ガイムショウ ジョウホウ ブ
ンカキョク

327.52:G14 新しい国際的立場を模索する日本 / 外務省情報文化局[編]. -- 外務省情報文化
局,1973.6. -- 63p ; 21cm.

ガイムショウ ジョウホウ ブ
ンカキョク

327.52:G14 東南アジアと日本 : フィリピン・タイ・シンガポール・マレイシア・インドネシア / 外務
省情報文化局[編]. -- 外務省情報文化局,1973. -- 40p ; 21cm.

ガイムショウ ジョウホウ ブ
ンカキョク

327.52:G14 日米,日中関係 / 外務省情報文化局[編]. -- 外務省情報文化局,1972.8. -- 43p 
; 21cm.

ガイムショウ ジョウホウ ブ
ンカキョク

327.52:G14 日米関係をめぐって / 外務省情報文化局[編]. -- 外務省情報文化局,1972.7. -- 
59p ; 21cm.

ガイムショウ ジョウホウ ブ
ンカキョク

327.52:G14 日米友好関係強化の必要性 / 外務省情報文化局[編]. -- 外務省情報文化局, 
1971.11. -- 53p ; 21cm.

ガイムショウ ジョウホウ ブ
ンカキョク

327.52:G14 日米友好関係強化の必要性(続) / 外務省情報文化局[編]. -- 外務省情報文化
局,1972.1. -- 87p ; 21cm.

ガイムショウ ジョウホウ ブ
ンカキョク

327.52:G14 日本をめぐる 近の中・ソ両国の論調 / 外務省情報文化局[編]. -- 外務省情報文
化局,1973.4. -- 61p ; 21cm.
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ガイムショウ ジョウホウ ブ
ンカキョク

337.52:G14 日・米・欧経済関係の主要指標. -- 外務省情報文化局,1973.9. -- 56p ; 21cm.

ガイムショウ ジョウホウ ブ
ンカキョク

337.52:G14 日米経済関係の主要指標 / 外務省情報文化局[編]. -- 外務省情報文化局, 
1973. -- 89p ; 21cm.

ガイムショウ ジョウホウ ブ
ンカキョク

337.52:G14 日本の経済進出に関する海外論調. -- 外務省情報文化局,1973. -- 115p ; 21cm.

ガイムショウ ジョウホウ ブ
ンカキョク

337.52:G14 日本企業の進出に関するハワイの反響 / 外務省情報文化局[編]. -- 外務省情報
文化局,1973.5. -- 16p ; 21cm.

ガイムショウ ジョウホウ ブ
ンカキョク

337.52:G14 米国への投資 : 日本企業の進出を歓迎する米国. -- 外務省情報文化局,1973.4. 
-- 40p ; 21cm.

ガイムショウ ジョウホウ ブ
ンカキョク

337.52:G14 米国地域社会指導者の日本見聞記 / 外務省情報文化局[編]. -- 外務省情報文
化局,1973. -- 56p ; 21cm.

ガイムショウ ジョウホウ ブ
ンカキョク

915.2:G14 外国報道記者の見た日本の姿 / 外務省. 情報文化局編 ; [昭和51年], [昭和57
年]. -- 外務省情報文化局,1976-1982. -- 冊 ; 21cm.

カガワ, トヨヒコ
910:K11 世界を私の家として / 賀川豐彦著. -- 第一書房,1938.5. -- 334p : 図版2枚 ; 

19cm.

カサマツ, シンタロウ
914:K19 鐡道見學歐米巡遊記 / 笠松愼太郎著. -- 東洋書籍出版協會,1916. -- 436p ; 

20cm.

カシマ, ケン
301.4:K13 米國に於けるユダヤ人問題 / 鹿島健著. -- 同文館,1942. -- 195p ; 19cm.

カジマ, モリノスケ
327.52:K28 日米外交史 / 鹿島守之助著. -- 鹿島研究所,1958.6. -- 8, 6, 377, 193p ; 22cm.

カセ, トシカズ
914:K19 世界の鼓動 / 加瀬俊一著. -- 中央公論社,1952.3. -- 220p ; 18cm.

カタオカ, ハンザン
914:K19 鶏のあくび / 片岡半山著. -- 伊藤淳一郎,1929.5. -- 16, 479p : 図版 ; 19cm.
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カタヤマ, セン
335:K19 The labor movement in Japan / by Sen Katayama. -- Charles H. Kerr,c1918. -- 

147 p., [1] leaf of plates : port. ; 18 cm.

カタヤマ, セン
917.3:K19 渡米之秘訣 / 片山潜著. -- 4版. -- 渡米協会,1907.11. -- 8, 4, 144, 64p ; 19cm.

カタヤマ, セン
917.3:K19 學生渡米案内 / 片山潜著. -- 6版. -- 勞働新聞社,1902.9. -- 2, 2, 87, 11p ; 

19cm.

カツ, カイシュウ
359:K19 海軍歴史 / 勝海舟著. -- 原書房,1967.10. -- 2, 2, 12, 519p : 図版, 肖像 ; 

22cm. -- (明治百年史叢書 ; 第43巻).

カトウ, カツジ
378:K19 米國大學と日本學生 / 加藤勝治著. -- 博文館,1918.7. -- 5, 4, 6, 198p ; 15cm.

カトウ, カンジュウ
331.88:K19 轉換期のアメリカ / 加藤勘十著. -- 改造社,1936.1. -- 8, 3, 277p, 図版 ; 19cm.

カトウ, シンイチ
325.252:K19:v.1 アメリカ移民百年史 / 加藤新一著 ; 上, 中, 下. -- 時事通信社,1962.10. -- 3冊 ; 

18cm. -- (時事新書).

カトウ, シンイチ
325.252:K19:v.2 アメリカ移民百年史 / 加藤新一著 ; 上, 中, 下. -- 時事通信社,1962.10. -- 3冊 ; 

18cm. -- (時事新書).

カトウ, シンイチ
325.252:K19:v.3 アメリカ移民百年史 / 加藤新一著 ; 上, 中, 下. -- 時事通信社,1962.10. -- 3冊 ; 

18cm. -- (時事新書).

カトウ, ヒデトシ
917.3:K19 アメリカ人 : その文化と人間形成 / 加藤秀俊著. -- 講談社,1967.5. -- 188p ; 

18cm. -- (講談社現代新書 ; 115).

カトウ, マスオ
940.53:K19 敵国アメリカ : 米国特派員帰朝報告 / 加藤万寿男編. -- 同盟通信社,1942. -- 

278p ; 19cm.

カナイ, シゲオ
325.252:K16 北米之日本人 / 金井重雄, 伊藤晩松編. -- 金井通譯事務所,1910.7. -- 510p, 図

版11枚 ; 24cm.

カネコ, ケンタロウ
337.52:K16 遊米見聞録 / 金子堅太郎口演 ; 水上梅彦記述. -- 八尾書店,1900.3. -- 3, 2, 

168p ; 23cm.
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カネコ, リュウゾウ
910:K16 世界一周父のおとづれ / 金子隆三著. -- 報知新聞社出版部,1924. -- 4, 17, 

593p : 図版 ; 19cm.

カマタ, エイキチ
914:K15 歐米漫遊雜記 / 鎌田榮吉著. -- 博文館,1899.6. -- 4, 4, 427p : 図16枚 ; 19cm.

カミカワ, ヒコマツ
301.29:N59:v.1 總説・外交編 / 神川彦松編. -- 洋々社,1956.3. -- 1,20,763p,図版2枚 ; 

22cm. -- (日米文化交渉史 / 開国百年記念文化事業会編纂 ; 第1巻).

カミサカ, フユコ
940.54:K15:v.1 生き残った人びと / 上坂冬子著 ; 上, 下. -- 文藝春秋,1989.7. -- 2冊 ; 20cm.

カミサカ, フユコ
940.54:K15:v.2 生き残った人びと / 上坂冬子著 ; 上, 下. -- 文藝春秋,1989.7. -- 2冊 ; 20cm.

カミヤ, シゲル
305.89:K15 アメリカ・ユダヤ人問題 / 神谷茂著. -- 國民評論社,1942.8. -- 4,417p ; 19cm.

カミヤ, フジ
327.52:C96 沖縄以後の日米関係 : 七〇年代のアジアと日本の役割 / ジェラルド・カーチス,神

谷不二編著. -- サイマル出版会,1970.2. -- 4, 224p ; 19cm. -- (サイマル双書).

カミヤマ ソウジン
791.43:K15 素顔のハリウッド / 上山草人著. -- 実業之日本社,1930.7. -- 13p, 4p, 9p, 258p, 

11p, 図版8枚 ; 19cm.

カメイ, シュンスケ
301.29:K15 メリケンからアメリカへ : 日米文化交渉史覚書 / 亀井俊介著. -- 東京大学出版

会,1979.4. -- 351p ; 20cm.

カメイ, シュンスケ
917.3:K15 アメリカの心日本の心 / 亀井俊介著. -- 日本経済新聞社,1975. -- 213p ; 20cm.

カメイ, シュンスケ
917.3:K15 バスのアメリカ : Bus,bus,bus,…Bus is America! / 亀井俊介著. -- 冬樹社,1979.5. 

-- 247p ; 20cm.

カメイ, シュンスケ
917.3:K88:v.7 総合アメリカ年表 : 文化・政治・経済 / 亀井俊介, 平野孝編 ; [本編], [付録]. -- 

南雲堂,1971.5. -- viii, 250p : 挿図 ; 20cm. -- (講座アメリカの文化 / 大橋健三
郎, 加藤秀俊, 斎藤真編 ; 別巻).

ガモウ, マサオ
325.252:G19 海を渡った日本の村 / 蒲生正男編. -- 中央公論社,1962. -- 228p ; 20cm.
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カルワートン VF
306.8:C16 結婚の破産 / V・F・カルワ゛ートン著 ; 内山賢次譯. -- 春秋社,1930.1. -- 6, 2, 

290p ; 20cm.

カワイ, エイジロウ
914:K22 在歐通信 / 河合榮治郎著. -- 改造社,1926.5. -- 2,317p ; 19cm.

カワカミ, ハジメ
914:K22 祖國を顧みて / 河上肇著. -- 七版. -- 實業之日本社,1917.1. -- 2, 9, 312p ; 

20cm.

カワグチ, ヨシヒサ
917.3:K22 アメリカ生活 : 全 / 川口義久著. -- 太田書店,1920.11. -- 3, 5, 8, 610p ; 17cm.

カワジ, リュウコウ
952.025:K22 黒船記 : 開国史話 / 川路柳虹著. -- 法政大学出版局,1953. -- 242p ; 18cm.

カワシマ, イサミ
327.52:K22 日米外交史 / 川島伊佐美編. -- 波多江實,1932.2. -- 887p ; 19cm.

カワシマ, スミモト
973:K22 米國史 : 全 / 川島純幹編. -- 博文館,1890.10. -- 4, 18, 556p ; 20cm. -- (萬國

歴史全書 ; 第12編).

カワマ, タカシ
917.3:K22 アメリカ案内 / 河間隆著. -- 内外社,1932.3. -- 2, 10, 32, 342p, 図版11枚 ; 

19cm.

カワムラ, タダオ
323.4:K22 米國黒人の研究 / 河村只雄著. -- 藤井書店,1943.10. -- 226p ; 22cm.

カワムラ, ミキオ
355.03:K22 国防の将来 / 河村幹雄著. -- 白水社,1943. -- 251p ; 19cm.

カワムラ, ユウセン
325.252:K22 排日戰線を突破しつゝ / 河村幽川著. -- 先進社,1930.12. -- 14, 504p ; 19cm.

カンダ キネン ジギョウ イ
インカイ

370.92:K16 Memorials of Naibu Kanda / edited by Kanda Memorial Committee. -- Toko-
Shoin,1927. -- vi, ix, 516 p., [16] leaves of plates : ill., ports. ; 23 cm.

ギ, ゲン
917.3:H66 亞米利加總記 1巻續2巻後編3巻 / [(清)魏源重輯] ; 廣瀬達[譯] ; [正] - 後編巻

2-3. -- 須原屋源助,嘉永7.6[1854][刊]. -- 5冊 ; 26.4×17.9cm.
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キクチ, ケンイチ
973.71:K47 アメリカの奴隷制度と近代社會の成長 / 菊池謙一 [著]. -- 日本評論社,1950.5. -

- 161p ; 21cm. -- (社會構成史体系 : 1-9 / 渡辺義通, 平野義太郎, 大塚久雄, 
共編 ; 第3部 . 世界史的發展の法則).

キシモト, エイタロウ
335:K61:v.1 明治労働運動と片山潜 : 1897年-1914年. -- 未来社,1959. -- 350p : 図版 ; 

19cm. -- (片山潜 / 岸本英太郎, 渡辺春男, 小山弘健著 ; 第1部).

キシモト, エイタロウ
335:K61:v.2 世界労働運動と片山潜 : 1914年-1933年. -- 未來社,1960.6. -- 416p : 図版 ; 

19cm. -- (片山潜 / 岸本英太郎, 渡辺春男, 小山弘健著 ; 第2部).

キシモト, ヒデオ
301.29:N59:v.3 宗教・教育編 / 岸本英夫, 海後宗臣編纂. -- 洋々社,1956.3. -- 1, 7, 500p, 図版

3枚 ; 22cm. -- (日米文化交渉史 / 開国百年記念文化事業会編纂 ; 第3巻).

キタ, ソウイチロウ
371.8:K62 米國學生生活 / 喜多壯一郎著. -- アルス,1922.9. -- 366p ; 19cm.

キタオカ, シンイチ
327.73:K62 清沢洌 : 日米関係への洞察 / 北岡伸一著. -- 中央公論社,1987.1. -- vi, 201p ; 

18cm. -- (中公新書 ; 828).

キタサキ, ススム
327.52:D13 日米交渉五十年史 / [北崎進著] ; 大日本文明協會編輯. -- 大日本文明協

會,1909.5. -- 4, 2, 1, 18, 518p ; 23cm.

キタザワ, シンジロウ
370:K62 社會批評家としてのアプトン・シンクレヤ : 彼れの米國教育制度觀 / 北澤新次郎

著. -- 同人社書店,1925. -- 34p ; 22cm. -- (大原社會問題研究所パンフレット ; 
no. 21).

キタハラ, テツオ
327.52:K62 次の一戰 / 一海軍中佐著 ; 北原鐡雄編. -- 金尾文淵堂,1914.6. -- 6, 6, 5, 

261p : 挿図28枚 ; 23cm.

キタムラ, ヒロシ
327.52:K62 日米関係を問いつめる / 北村汎〔ほか〕共著. -- 世界の動き社,1983.11. -- 329p 

; 19cm.

キトウ, イツコ
996.9:K62 布哇史ものがたり / 鬼頭イツコ著. -- 東都書籍,1943.7. -- 229, 4p, 図版2枚 ; 

19cm.

キノシタ, タダシ
796.522:K55 米國アルプス踏破記 / 木下糾著. -- 世界堂,1931.7. -- 213p, 図版95枚 ; 20cm.

キハラ, リュウキチ
325.2:K47 布哇日本人史 / 木原隆吉編著. -- 文成社,1935.4. -- 2, 2, 2, 4, 17, 891p, 図版5

枚 ; 23cm.
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キムラ, キ
301.29:N59:v.4 学芸風俗編 / 木村毅編纂. -- 洋々社,1955.12. -- 3, 17, 744p, 図版2枚 ; 

22cm. -- (日米文化交渉史 / 開国百年記念文化事業会編纂 ; 第4巻).

キムラ, キ
895.64:K49 日米文学交流史の研究 / 木村毅著. -- 講談社,1960.5. -- 12, 14, 724p : 図版2

枚 ; 22cm.

キムラ, キ
917.3:K49 S・O・Sのアメリカ / 木村毅著. -- 千倉書房,1932.6. -- 5, 3, 374p ; 19cm.

キムラ, キ
952.031:K49 明治天皇と御治世下の人々 / 木村毅著. -- 全国書房,1942.4. -- 2, 311p ; 19cm.

キョウイク ガクジュツ ケン
キュウカイ

917.3:K99 米國研究 / 教育學術研究會編. -- 同文館雑誌部,1916.11. -- 512p : 図版 ; 
23cm.

キョウゴク, イツゾウ
299.5:K99 明るい仏教 : アメリカより日本仏教徒に / 京極逸蔵著. -- 学風書院,1955.3. -- 

265p 図版 ; 19cm. -- (誰にもわかる宗教講座 ; 第2).

キヨオカ, チヨノ
915.2:K62 Chiyo's return / Chiyoko Sugimoto Kiyooka ; illustrated by Bunji Tagawa. -- 

Doubleday, Doran & Co.,1935. -- 342 p. : ill. ; 20 cm.

キヨサワ, キヨシ
327.52:K62 外交史 / 清澤洌著. -- 東洋經濟新報社,1941.6. -- 3,13,578,12p ; 23cm. -- (現

代日本文明史 ; 第3卷).

キヨサワ, キヨシ
327.52:K62 外交史 / 清澤洌著. -- 東洋經濟新報社,1941.6. -- 3,13,578,12p ; 23cm. -- (現

代日本文明史 ; 第3卷).

キヨサワ, キヨシ
338.47:K62 フォード / 清澤洌著. -- 三省堂,1931.6. -- 312p ; 20cm.

キヨサワ, キヨシ
915.2:K62 轉換期の日本 / 清澤洌著. -- 千倉書房,1929.10. -- 454p ; 19cm.

キヨサワ, キヨシ
917.3:K62 アメリカを裸體にす / 清澤洌著. -- 9版. -- 千倉書房,1931.2. -- 12,370p ; 19cm.

キヨサワ, キヨシ
940.5:K62 現代世界通信 / 清澤洌著. -- 中央公論社,1938. -- 519p ; 20cm.
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キヨサワ, レツ
917.3:K62 米國の研究 / 清澤冽著. -- 日本評論社,1925.11. -- 282p ; 20cm.

キヨセ, イチロウ
341.69:K62 秘録東京裁判 / 清瀬一郎著. -- 読売新聞社,1967.3. -- 277p ; 19cm.

キヨミ, ロクロウ
709.2:K62 岩村透と近代美術 / 清見陸郎著. -- 聖文閣,1937.5. -- 4,5,371,2,3p : 図 ; 

20cm.

キリストキョウ フジン キョウ
フウカイ

327.52:K58 日米問題の眞相 / 基督教婦人矯風會[編]. -- 基督教婦人矯風會本部,1923. -- 
54p ; 20cm.

クサカ, リュウノスケ
940.54:K97 連合艦隊参謀長の回想 / 草鹿龍之介著. -- 光和堂,1979.1. -- 426p ; 20cm.

クサカベ, シロウタ
910:K97 信仰物理異国行脚 / 日下部四郎太著. -- 大日本雄辯會, 1924.10. -- 507p ; 

19cm.

クサカベ, シロウタ
910:K97 信仰物理異国行脚 / 日下部四郎太著. -- 大日本雄辯會, 1924.10. -- 507p ; 

19cm.

クサヤナギ, ダイゾウ
940.54:K97 特攻の思想 : 大西滝治郎伝 / 草柳大蔵著. -- 文藝春秋,1972.7. -- 300p ; 

20cm.

クドウ, ミヨコ
325.252:K95 黄色い兵士達 : 第一次大戦日系カナダ義勇兵の記録 / 工藤美代子著. -- 恒文

社,1983.6. -- 222p, 図版[4]p ; 20cm.

クブシロ, オチミ
910:K95 女は歩く / 久布白落實著. -- 市民協會出版部,1928. -- 377p ; 19cm.

クボ, ニンテン
910:K95 世界無錢旅行 : 立志青年 / 久保任天(角平)著. -- 成功雑誌社,1907.9. -- 202, 

10p ; 19cm.

クボタ, ウツホ
895.6:K95 思い出す人びと / 窪田空穂著. -- 春秋社,1958. -- 217p : 肖像 ; 19cm. -- (窪田

空穂文学選集 ; 第1巻).

クラタ, ヤスオ
917.3:K96 夫婦留学 : アメリカ通信 / 倉田保雄著. -- 六興出版社,1953.12. -- 323p, 図版 ; 

19cm.
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クリヤガワ, ハクソン
917.3:K96 印象記 / 厨川白村著. -- 19版. -- 積善館,1919. -- 4, 450p ; 19cm.

クルシマ, ヒデサブロウ
917.3:K96 北米東西南北 / 久留島秀三郎著. -- 相模書房,1951.12. -- 582p : 図21枚 ; 

19cm. -- (飛行機とバスの窓から / 久留島秀三郎著 ; 続編).

クルス, サブロウ
327.52:K96 日米外交秘話 : わが外交史 / 来栖三郎著. -- 創元社,1952. -- 222p ; 19cm.

クルス, サブロウ
327.52:K96 泡沫の三十五年 : 外交秘史 / 来栖三郎著. -- 文化書院,1948.11. -- 242p : 図

版 ; 21cm.

クルス, サブロウ
940.53:K96 日米交渉の經緯 : 大東亞戰爭の發火點 / 來栖三郎[著]. -- 東京日日新聞社, 

1942.12. -- 190p ; 19cm.

クルハラ, ケイスケ
327.52:K96 爼上の日本 / 来原慶助訳. -- 広文館,1921.10. -- 8, 152p ; 21cm.

クロイタ, カツミ
914:K96 西遊二年歐米文明記 / 黒板勝美著. -- 文会堂書店,1911. -- 824p, 図版18枚 ; 

23cm.

クロキ, ユウキチ
327.52:K96 小村壽太郎 / 黒木勇吉著. -- 圖書研究社,1941.11. -- 6, 20, 475p : 図版5枚 ; 

19cm.

クロバネ, シゲル
327.73:K96 太平洋をめぐる日米抗争史 / 黒羽茂著. -- 南窓社,1968. -- 390,6p ; 22cm.

クワタ, トウイチ
327.52:K97 鯨族開国論 : ペルリは断じて開国日本の恩人にあらず / 桑田透一著. -- 書物展

望社,1940.9. -- 4,3,4,146p, 図版1枚 ; 19cm.

グンジ ケンキュウシャ
327.73:G97 軍事研究 = Japan military review / 横田博之編集|| グンジ ケンキュウ ; 第5巻第11

号. -- 軍事研究社,1970-. -- 冊 ; 21cm.

ゲンダ, ミノル
940.53:G32 真珠湾作戦回顧録 / 源田実著. -- 読売新聞社,1972.12. -- 310p, 図版 [8] p ; 

19cm.

コイズミ, シンゾウ
917.3:K79 アメリカ紀行 / 小泉信三著. -- 岩波書店,1938.5. -- 282p ; 19cm.
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コイズミ, マコト
616:K79 野口英世 / 小泉丹著. -- 岩波書店,1939.7. -- 2, 187p ; 18cm. -- (岩波新書 ; 

43).

コクサイ  カンケイ ケン
キュウカイ

327.73:K79 米國の太平洋政策 / 國際關係研究會編. -- 東洋經濟新報社,1942.8. -- 549p ; 
22cm.

コクサイ ジョウセイ ケン
キュウカイ

355.3:K79 世界の見た日本の陸海軍 / 國際情勢研究會編. -- 太陽閣,1937. -- 2, 7, 302p ; 
20cm.

コクサイ セイケイ ガッカイ
327.52:B94 米國を動かす猶太の勢力 : 日米関係に対する一考察 / 國際政經學會[訳〕. -- 国

際政経学会,1937.10. -- 58p ; 19cm.

コクサイ ブンカ シンコウ
カイ

327.52:K79 日本と北米との文化交流 / 国際文化振興会編. -- 国際文化振興会,[1961]序. -- 
113,91p ; 22cm.

コクサイ ブンカ シンコウ
カイ

917.3:K23 KBS Bulletin on Japanese culture : June-July 1971. -- .

コジマ, キヨフミ
940.53:K79 投降 / 小島清文著. -- 図書出版社,1979.9. -- 277p ; 20cm.

コシモト, ヒサシ
796.357:K86 米國遠征記 / 腰本壽編. -- [慶應義塾体育会野球部],1929.6. -- 16, 3, 673p : 

図版 ; 20cm.

コノエ, フミマロ
914:K82 戰後歐米見聞録 : 全 / 近衛文麿著. -- 外交時報社,1920.6. -- 2, 2, 245p : 図版

 ; 19cm.

コノエ, フミマロ
940.53:K82 平和への努力 : 近衛文麿手記 / 近衛文麿[著]. -- 日本電報通信社,1946.4. -- 

146p ; 18cm.

コノエ, フミマロ
952.03:K82 近衛文麿清談録 / 伊藤武編. -- 千倉書房,1936.8. -- 287p ; 19cm.

コバヤシ, イチゾウ
914:K75 私の見たアメリカ・ヨーロッパ / 小林一三著. -- 要書房,1953.6. -- 232p 図版8枚 

; 19cm.

コバヤシ, キイチロウ
327.52:K75 日支事變の次に来るもの日英戰はん乎 / 小林騏一郎著. -- 大日本出版社峰文

荘,1937. -- 190p ; 19cm.
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コバヤシ, マサスケ
323.4:K75 米國ト人種的差別ノ研究 / 小林政助著. -- 文川堂書店,1919.7. -- 1冊, 155p : 

挿図 ; 19cm.

コンドウ, シンイチ
327.52:K82 修好百年 / 近藤晋一著. -- 時事通信社. -- 271p ; 18cm. -- (時事新書 ; . 日米

両国関係史).

サイトウ, カズアキ
952.009:M87 高貴なる敗北 : 日本史の悲劇の英雄たち / アイヴァン・モリス著 ; 斎藤和明訳. -- 

中央公論社,1981.12. -- 407p ; 20cm.

サイトウ, ゲンイチ
370.196:S15 フルブライト留学一期生 / 斎藤元一著. -- 文藝春秋,1984.5. -- 243p ; 20cm.

サイトウ, タケシ
810:S15 アメリカの國民性及び文學 / 齋藤勇著. -- 有斐閣,1942.11. -- 3, 2, 127p ; 

21cm. -- (米國講座叢書 ; 第5編).

サイトウ, ヒロシ
327:S15 Japan's policies and purposes : selections from recent addresses and writings / 

by Hirosi Saito. -- Marshall Jones,1935. -- x, 231 p. ; 23 cm.

サエキ, ショウイチ
917.3:S12 アメリカ対ヨーロッパ : 文化意識の構造 / 佐伯彰一. -- 南雲堂,19--]. -- 61p ; 

19cm.

サカイ, コタロウ
973.84:S15 峩賁尓徳 / 酒井小太郎著. -- 博文館,1900. -- 6, 160p ; 23cm. -- (世界歴史譚 

; 第19編).

サカイ, ヨネオ
910:S15:v.1 ヴァガボンド通信 / 坂井米夫著 ; [正], 續. -- 改造社,1939.2-1940.10. -- 2冊 ; 

19cm.

サカイ, ヨネオ
910:S15:v.2 ヴァガボンド通信 / 坂井米夫著 ; [正], 續. -- 改造社,1939.2-1940.10. -- 2冊 ; 

19cm.

サカイ, ヨネオ
917.3:S15 ヴァガボンド・襄 / 坂井米夫著. -- 板垣書店, 1948. -- 390p ; 18cm.

サカイ, ヨネオ
917.3:S15 私の遺書 / 坂井米夫著. -- 文藝春秋,1967. -- 304p ; 20cm.

サカイノ, コウヨウ
917.3:S15 アメリカより日本の女へ / 境野黄洋著. -- 寳學館,1922. -- 438p ; 20cm.
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サカグチ, タカシ
914:S15 歴史家の旅から / 坂口昂著. -- 内外出版株式会社,1923.7. -- 402p ; 19cm.

サカニシ, シオ
973:S15 アメリカ史 : 民主々義の成立と發展 / 坂西志保著. -- 創生社,1947. -- 172p ; 

19cm.

サカマキ, カズオ
940.547:S15 捕虜第一號 / 酒巻和男著. -- 新潮社,1949.11. -- 174p ; 19cm.

サクマ, ゲン
810.9:S15 アメリカ文學とアメリカ心理 / 佐久間原著. -- 大觀堂出版,1943.12. -- 4, 270p. ; 

19cm.

サクマ, ヒデオ
327.73:N69 日本讀書協會會報 / 佐久間秀雄編輯 ; 5号 - 274号(昭和18年8月号). -- 日本讀

書協會事務所,1927-. -- 冊 ; 21cm.

サクライ, タダヨシ
914:S15 土の上・水の上 / 櫻井忠温著. -- 實業之日本社,1929.9. -- 2,8,461p : 図版5枚 

; 19cm.

サクライ, タダヨシ
952.031:S15 戦争文學集 ; [並装版], [布装版]. -- 改造社,1929.1. -- 466p ; 23cm. -- (現代日

本文學全集 ; 第49篇).

サクライ, ヒコイチロウ
914:S15 歐洲見物 / 桜井彦一郎著. -- 丁末出版社,1909. -- 573p ; 23cm.

ササキ, クニ
895.644:S25 心の歴史 / 佐々木邦著. -- 大日本雄辯會講談社,1949.6. -- 3,342p ; 18cm.

ササキ, ササブネ
917.3:S25 あめりか生活 / 佐々木さゝぶね著. -- 再版. -- 大衆社,1937.6. -- 5, 496p : 図版 

; 20cm.

ササキ, シゲツ
917.3:S25 亜米利加夜話 / 佐々木指月著. -- 日本評論社,1922.1. -- 10, 2, 393p ; 19cm.

ササキ, シゲツ
917.3:S25 米國を放浪して / 佐々木指月著. -- 5版. -- 日本評論社,1921.11. -- 3, 304p ; 

20cm.

ササキ, ヨシサブロウ
372:S25 渡米小學校長團視察報告 : 實業之日本社派遣 / 佐々木吉三郎編. -- 實業之日

本社,1919.2. -- 27, 2, 644, 8p ; 19cm.
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ササモリ, ケンゾウ
917.3:S25 榕樹とグラント将軍 / 笹森建三著. -- 東京書房社,1966. -- 293p ; 19cm.

サトウ, イチロウ
359.009:S25 海軍五十年史 / 佐藤市郎著. -- 鱒書房,1943.5. -- 405p ; 19cm. -- (新日本文

化史叢書).

サトウ, キクオ
327.52:S25 日本評判記 / 佐藤紀久夫[著]. -- 外交知識普及会,1971.8. -- 27p ; 19cm. -- 

(時事評論 ; 第3巻第15号).

サトウ, キンコ
345:S25 取引の社会 : アメリカの刑事司法 / 佐藤欣子著. -- 中央公論社,1974.11. -- iv, 

206p ; 18cm. -- (中公新書 ; 379).

サトウ, コウジロウ
355.03:S25 日米若し戰はば / 佐藤鋼次郎著. -- 目黒分店,1921. -- 249p : 図 ; 19cm.

サトウ, コウジロウ
895.6:S25 日米戰争夢物語 / 佐藤鋼次郎著. -- 日本評論社出版部,1921.8. -- 244p ; 

19cm.

サトウ, テツタロウ
355.4:S25 帝國國防史論抄 / 佐藤鐵太郎著. -- 東京印刷株式会社,1912.2. -- 6, 3, 563p : 

地図 ; 23cm.

サトウ, マサヒコ
920.71:S25 佐藤昌介とその時代 / 佐藤昌彦著. -- 東京玄文社,1948.10. -- 245p, 図版1枚 ; 

19cm.

サトミ, トン
895.6:S25 安城家の兄弟 / 里見弴著. -- 中央公論社,1931.3. -- 6, 1074p ; 19cm.

サネマツ, ユズル
940.53:S22 情報戦争 / 実松譲著. -- 図書出版社,1972.1. -- 315p, 図版[8]p ; 20cm.

サネマツ, ユズル
940.53:S22 巣鴨 : スガモ・プリズン獄中記録 / 実松譲著. -- 図書出版社,1972.4. -- 270p, 図

版8枚 ; 20cm.

サワ, カンノジョウ
359.3:S27 海軍七十年史談 / 澤鑑之丞著. -- 文政同志社,1942.12. -- 3, 392p, 図版3枚 ; 

19cm.

サワキ, ヨモキチ
701:S27 美術の都 / 澤木四方吉著. -- 訂正版. -- 東光閣書店,1926.2. -- 19,378p : 図版

 ; 20cm.
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サワヤナギ, マサタロウ
327.17:S27 太平洋の諸問題 / 沢柳政太郎著. -- 太平洋問題調査会,1926.7. -- 5, 8, 509, 

26p ; 19cm.

シオダ, ショウベエ
952.031:K87 幸徳秋水の日記と書簡 / 塩田庄兵衛編. -- 未来社,1954.11. -- 3, 476p : 図版 ; 

19cm.

シガ, マサル
809:S55 現代英米文學の研究 / 志賀勝著. -- 創元社,1935.6. -- 2, 360, 6p ; 23cm.

シガ, マサル
810.9:S55 アメリカ現代作家 / 志賀勝著. -- 創元社,1947.10. -- 220p ; 19cm. -- (百花文庫 

; 29).

シガ, マサル
810.9:S55 アメリカ文學現實主義時代 / 志賀勝著. -- 研究社,1950.12. -- vii, 260p, 図版1

枚 ; 19cm. -- (新英米文学語学講座 ; 18).

シガ, マサル
810.9:S55 アメリカ文學史 / 志賀勝著. -- 高桐書院,1947.7. -- 1冊 ; 21cm.

シガ, マサル
810.9:S55 アメリカ文藝思潮 / 志賀勝著. -- 弘文堂書房,1939.7. -- 2,2,182p ; 18cm. -- (教

養文庫 ; 20).

シガ, マサル
810.9:S55 アメリカ文藝思潮 / 志賀勝著. -- 弘文堂書房,1939.7. -- 2,2,182p ; 18cm. -- (教

養文庫 ; 20).

シガ, マサル
814.3:E53 アメリカの倫理 : エマーソンとその理想 / 志賀勝著. -- 養徳社,1951. -- 234p ; 

19cm.

シゲミツ, マモル
952:S55:v.1 昭和の動亂 / 重光葵著 ; 上巻, 下巻. -- 中央公論社,1952. -- 2冊 ; 19cm.

シゲミツ, マモル
952:S55:v.2 昭和の動亂 / 重光葵著 ; 上巻, 下巻. -- 中央公論社,1952. -- 2冊 ; 19cm.

シシド, サコウ
917.3:S55 漫畫漫談アメリカの横ツ腹 / 宍戸左行著. -- 平凡社,1929.12. -- 2, 8, 417p : 図1

枚 ; 20cm.

シシモト, ハチロウ
301.4:S55 是でも米國か / 四至本八郎著. -- 新光社,1932.12. -- 372p ; 19cm.
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シシモト, ハチロウ
917.3:S55 アメリカ異状あり / 四至本八郎著. -- 青年書房,1938.11. -- 11,345p ; 19cm.

シノブ, ジュンペイ
327.52:S55 小村壽太郎 / 信夫淳平著. -- 新潮社,1942.12. -- 333p : 肖像 ; 19cm. -- (新傳

記叢書 ; 12).

シバ, ソメタロウ
917.3:S55 $の國アメリカ / 芝染太郎著. -- 第3版. -- 千峰書房,1941.3. -- 23, 309p ; 19cm.

シブエ, タモツ
973.3:S56 米國獨立戰史 / 澁江保著. -- 博文館,1895.12. -- 3, 8, 310p ; 19cm. -- (萬國戰

史 ; 第15編).

シブカワ, ゲンジ
915.2:S55 藪野椋十日本世界見物 / 澁川玄耳著. -- 十版. -- 誠文堂,1916.3. -- 

18,490,23,572p, 図版23枚 ; 15cm.

シブサワ, ヒデオ
917.3:S55 寳塚渡米記 / 澁澤秀雄著. -- 春陽堂書店,1939. -- 3, 158p, 図版 ; 19cm.

シブサワ, ヒデオ
917.3:S55 寳塚渡米記 / 澁澤秀雄著. -- 春陽堂書店,1939. -- 3, 158p, 図版 ; 19cm.

シマザキ, トウソン
914.4:S55 仏蘭西紀行 / 島崎藤村著. -- 改版. -- 春陽堂,1924. -- 432 p. ; 20 cm.

シマヌキ, ヒョウダユウ
917.3:S55 新渡米法 / 島貫兵太夫著. -- 博文館,1911.12. -- 10, 7, 262p, 図版[12]p ; 

20cm.

シミズ, ヒロシ
917.3:S55 アメリカ及びアメリカ人の研究 / 清水博著. -- 隆文堂,1943.9. -- 2,208p ; 19cm.

シミズ, マサミ
658.87:S55 商賣のアメリカ / 清水正巳著. -- 誠文堂,1932.2. -- 2, 8, 459p : 図版 ; 19cm.

シモダ, ウタコ
305.4:S55 泰西婦女風俗 / 下田歌子著. -- 大日本女學會,1899.8. -- 272p ; 23cm. -- (女

學叢書 ; 第1巻).

シモツ, ハルゴロウ
917.3:S55 今日の米國 / 下津春五郎著. -- 盛文館書店,1927.2. -- 3, 4, 168p ; 19cm.
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シモムラ, カイナン
910.4:S55 歐米より故國を / 下村宏著. -- 丁未出版社,1922. -- 429p ; 20cm.

シモムラ, カイナン
952:S55 終戰秘史 / 下村海南著. -- 大日本雄弁会講談社,1950. -- 4, 9, 356p ; 19cm.

シャカイ ブンコ
335:S52 在米社会主義者・無政府主義者沿革 / 社会文庫編. -- 柏書房,1964.9. -- 535p 

: 図版 ; 26cm. -- (社会文庫叢書 / 社会文庫編 ; 1).

シャカイ ブンコ
335:S52:v.1 社会主義者無政府主義者人物研究史料 / 社会文庫編 ; 1, 2. -- 柏書房,1964.10

-1966.9. -- 2冊 ; 26cm. -- (社会文庫叢書 / 社会文庫編 ; 7,8).

シャカイ ブンコ
335:S52:v.2 社会主義者無政府主義者人物研究史料 / 社会文庫編 ; 1, 2. -- 柏書房,1964.10

-1966.9. -- 2冊 ; 26cm. -- (社会文庫叢書 / 社会文庫編 ; 7,8).

ジャパン・ツーリスト・
ビューロー

915.2:J35 外人の見た日本の横顔 / ジャパン・ツーリスト・ビューロー編纂. -- ジャパン・ツーリ
スト・ビューロー,1935.4. -- 2, 6, 798p ; 19cm.

シュウカン シンチョウ ヘ
ンシュウブ

952:S56 マッカーサーの日本 / 週刊新潮編集部編. -- 新潮社,1970.7. -- 402p ; 20cm.

シュクリ, シゲイチ
327.52:S56 小村壽太郎 / 宿利重一著 ; 北京篇. -- 春秋社,1943. -- 629p : 図 ; 19cm.

シライ, ケンサク
917.53:S55 ワシントン通信 / 白井健策著. -- 朝日新聞社,1979.5. -- 290p ; 20 cm.

シライ, ノボル
940.547:S55 カリフォルニア日系人強制収容所 / 白井昇著. -- 河出書房新社,1981.10. -- 

263p ; 20cm.

シロヤマ, サブロウ
917.3:S55 アメリカ生きがいの旅 / 城山三郎著. -- 文藝春秋,1984.3. -- 204p ; 20cm.

スエヒロ, シゲオ
325.252:S94 北米の日本人 / 末廣重雄著. -- 二松堂,1915.2. -- 2, 2, 5, 276p ; 23cm.

スエヒロ, テッチョウ
910:S94 唖の旅行 : 他 / 末廣鐡腸著. -- 朝日新聞社,1950.4. -- 3, 210p : 肖像 ; 

19cm. -- (朝日文庫 ; 11).

49



スエヒロ, テッチョウ
914:S94 唖の旅行 : 西洋見物 / 末廣鉄膓著. -- 中村書店,1924.4. -- 9, 416p : 挿画 ; 

15cm.

スエマツ, ケンチョウ
915.2:S94 日本の面影 : 夏の夢 / 末松謙澄著. -- 育英舎,1906.9. -- 3, 14, 7, 441p : 図版8

枚 ; 22cm.

スガワラ, ケン
956.94:S94 猶太建國運動史 / 菅原憲著. -- 弘文堂書房,1942.12. -- 2, 1, 158p ; 18cm. -- 

(教養文庫).

スギウラ, ジュウゴウ
170:S94 鬼哭子他 / 杉浦重剛著. -- 朝日新聞社,1950.1. -- 255p ; 19cm. -- (朝日文庫 ; 

4).

スギムラ, ソジンカン
914.2:S94 大英游記 ; 半球周遊 / 杉村廣太郎著. -- 日本評論社,1937.3. -- xiv, 309, xvi, 

198p, 図版1枚 ; 19cm. -- (楚人冠全集 / 杉村楚人冠著 ; 第2巻).

スギムラ, ソジンカン
914:S94 戰に使して / 杉村廣太郎著. -- 至誠堂書店,1915.9. -- 7,531p : 図版2枚 ; 

20cm.

スギヤマ, シゲマル
823:S94 盲目の飜譯 : 英人之日米戰爭觀 / 杉山茂丸訳. -- 東洋社出版部,1911. -- 

536p : 図 ; 23cm.

スズキ, ジロウ
305.896:S96 黒いアメリカ人 / 鈴木二郎著. -- 大日本雄弁会講談社,1957. -- 227p ; 18cm. -- 

(ミリオンブックス).

スズキ, ダイセツ
299.5:S96 よみがえる東洋 / 鈴木大拙著. -- 読売新聞社,1954.8. -- 220p, 図版[1]枚 ; 

19cm. -- (読売新書).

スズキ, ブンシロウ
914:S96 米歐變轉紀 / 鈴木文史朗著. -- 再版. -- 全國書房,1944.3. -- 333p ; 19cm.

スズキ, ブンシロウ
917.3:S96 戰後のアメリカ第一信 / 鈴木文史朗著. -- 大日本雄弁会講談社,1949.3. -- 5, 4, 

212p : 図 ; 18cm.

スマ, ヤキチロウ
917.3:S95 米國及米國人 / 須磨彌吉郎著. -- 大日本雄辯會講談社,1941.4. -- 348p ; 

19cm.

スミヤ, ミキオ
335:S95 片山潜 / 隅谷三喜男著. -- 東京大学出版会,1960.12. -- 265p, 図版[1]枚 : 肖像

 ; 19cm. -- (近代日本の思想家 ; 4).
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スワ, ユウ
810.9:S96 ビート・ジェネレーション / 諏訪優著. -- 紀伊国屋書店,1965.6. -- 192p ; 

18cm. -- (紀伊國屋新書 ; A-21).

セカイ ケイザイ チョウサ
カイ

330.971:S46 カナダの研究 / 世界経済調査会編. -- 世界経済調査会,1963.3. -- 276p ; 21cm.

セキ, イエモン
914:S46 西洋文化の悲哀 / 關伊右衞門著. -- 改訂7版. -- 登美屋書店,1922.7. -- 14, 

247p : 肖像 ; 19cm.

セキネ, グンペイ
327.52:S46:v.2 日支米三国関係の変遷 / 関根郡平著 ; 上, 下. -- 海軍省軍事普及部,1932. -- 2

冊 ; 18cm.

セノオ, サダオ
940.54:H29 ヤンキー・サムライ : 太平洋戦争における日系二世兵士 / ジョーゼフ・D.ハリントン

著 ; 妹尾作太男訳. -- 早川書房,1981.8. -- 349p ; 20cm. -- (ハヤカワ・ノンフィク
ション).

センザキ, ニョゲン
294.3:S47 アメリカ人の佛教 / 千崎如幻著 ; 徳澤龍潭訳. -- 大藏出版,1955.7. -- 102p ; 

18cm. -- (現代佛教叢書).

センソウ ブンカ ケンキュ
ウジョ

917.3:S47 分裂するアメリカ : 特集 / 戰爭文化研究所編. -- 戰爭文化研究所. -- 336p : 図
版 ; 23cm. -- (戰爭文化 ; 7月號).

ソウガ, ヤスタロウ
325.2:S68 五十年間のハワイ回顧 / 相賀安太郎著. -- 「五十年間のハワイ回顧」刊行會, 

1953.11. -- 9,713,9,11p ; 21cm.

ソウサ, タネジ
940.53:S71 深まりゆく日米の危機 / 匝瑳胤次著. -- 精文館,1932.3. -- 3, 12, 386p ; 19cm.

ソデイ, リンジロウ
952.04:S67 マッカーサーの二千日 / 袖井林二郎著. -- 中央公論社,1976.10. -- 363p ; 

16cm. -- (中公文庫).

ダイトウア センソウ チョウ
サカイ

940.53:D13 米國の世界侵略 / 大東亞戰爭調査會編. -- 毎日新聞社,1944.5. -- 8,212p ; 
19cm.

ダイニホン ブンメイ キョウ
カイ

325.2:D13 日米國際紀要 / 大日本文明協會編. -- 大日本文明協會事務所,1924.10. -- 2, 
2, 247p ; 23cm.

ダイニホン ブンメイ キョウ
カイ

327.17:G62 今日の太平洋問題 / N.Golovin[著] ; [赤司繁太郎譯] ; 大日本文明協會編. -- 大
日本文明協会,1923.7. -- 6, 4, 4, 6, 4, 330, 38p ; 20cm.
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ダイニホン ブンメイ キョウ
カイ

327.5:D13 歐米人の極東研究 : 全 / 大日本文明協會編. -- 大日本文明協會,1912.10. -- 
6, 22, 548p ; 23cm. -- (大日本文明協會第二期刊行書 / 大日本文明協會[編
輯]).

タイヘイヨウ キョウカイ
320.12:H37 ハウスホーファーの太平洋地政學解説 / 佐藤荘一郎著 ; 太平洋協會編. -- 六興

出版部,1944.2. -- 183p ; 19cm. -- (太平洋図書館 / 太平洋協会編).

タイヘイヨウ キョウカイ
327.73:T12 アメリカの世界制覇主義解剖 / 太平洋協會編. -- 太平洋協會出版部,1944.9. -- 

4,246p ; 22cm. -- (アメリカ研究叢書 / 太平洋協會編).

タイヘイヨウ キョウカイ
917.3:T12 アメリカ国民性の研究 / 太平洋協會編. -- 太平洋協會,1943. -- 222p ; 21cm. -- 

(アメリカ研究叢書 / 太平洋協會編).

タイヘイヨウ キョウカイ
917.3:T12 現代アメリカの分析 / 太平洋協會編. -- 生活社,1941.6. -- 316p ; 22cm.

タイヘイヨウ モンダイ チョ
ウサカイ

327.5:T12 米國人の觀たる滿洲問題 / 太平洋問題調査會 [編]. -- 太平洋問題調査會, 
1929.9. -- 3,130p ; 19cm. -- (太平洋問題叢書 / 太平洋問題調査會 [編] ; 2).

タカイシ, シンゴロウ
917.3:T13 歐米を見て / 高石眞五郎著. -- 大阪出版社,1929.5. -- 204p ; 19cm.

タカガキ, マツオ
810.9:T13 アメリカ文學 / 高垣松雄著. -- 研究社,1927.6. -- 2,2,322,34p ; 20cm.

タカガキ, マツオ
810.9:T13 アメリカ文學の歴史的背景 / 高垣松雄著. -- 文藝春秋新社,1946.10. -- 160p ; 

22cm.

タカガキ, マツオ
810.9:T13 機械時代と文學 / 高垣松雄著. -- 研究社,1930.1. -- 2,4,253p 図版3枚 ; 18cm.

タカガキ, マツオ
810.9:T13 現代アメリカ文學 / 高垣松雄著. -- 健文社,1935.6. -- 2,3,385,29,18p ; 23cm.

タカギ, トシタ
917.3:T13 旅行眼米國記 : 附 滿洲印象記 / 高木利太著. -- 大阪毎日新聞社,1921.9. -- 

6, 121p ; 19cm.

タカギ, ヤサカ
327.5:T13 米國東洋政策の史的考察 / 高木八尺著. -- 岩波書店,1942.8. -- 2, 2, 112p ; 

21cm. -- (政治學叢書 ; 7).
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タカギ, ヤサカ
327.52:T13:v.1 日米関係の研究 / 高木八尺編 ; 上, 下. -- 東京大学出版会,1968-1970. -- 2冊 

; 22cm.

タカギ, ヤサカ
327.52:T13:v.2 日米関係の研究 / 高木八尺編 ; 上, 下. -- 東京大学出版会,1968-1970. -- 2冊 

; 22cm.

タカギ, ヤサカ
917.3:T13 アメリカ / 高木八尺著. -- 改訂版. -- 東京大学出版会,1962.7. -- ix,187,10p ; 

18cm. -- (東大新書).

タカギ, ヤサカ
917.3:T13 現代米國の研究 / 高木八尺著. -- 有斐閣,1947.2. -- 3, 5, 268p ; 19cm. -- (米

國講座叢書 ; 第7編).

タカギ, ヤサカ
973:T13 米國政治史序説 / 高木八尺著. -- 有斐閣,1946.3. -- 3,10,412,38,19p ; 

22cm. -- (米國講座叢書 ; 第4篇).

タカサキ, セツコ
362.7:T13 混血兒 / 高崎節子著. -- 同光社磯部書房,1952. -- 275p, 図版2枚 ; 19cm.

タカダ, タモツ
952.033:T13 其日以後 / 高田保著. -- 汎洋社,1943. -- 315p ; 19cm.

タカタ, チイチロウ
940.53:T13 予言大東亜戦争 / 高田知一郎著. -- 墨水書房,1942.11. -- 202p ; 19cm.

タカノ, ヒロハチ
791.3:T13 廣八日記 : 幕末の曲芸団海外巡業記録 / [高野廣八著] ; 飯野町史談会編. -- 

飯野町史談会,1977.4. -- 86p, 図2枚 ; 22cm.

タカハシ, ウイチ
327.52:T13 幕末之外交 / 高橋宇一著. -- 高橋宇一,1906. -- 105p ; 24cm.

タカハシ, クニタロウ
952.031:T13 軍事 / 高橋邦太郎著. -- 鹿島研究所出版会,1968.12. -- 245, 6p ; 19cm. -- (お

雇い外国人 ; 6).

タカハシ, サクエ
327.52:T13 日米之新關係 / 高橋作衞著. -- 清水書店,1910.12. -- 4, 2, 4, 402p ; 23cm.

タカハシ, シロウ
370:T13 占領下の教育改革と検閲 : まぼろしの歴史教科書 / 高橋史朗, ハリー・レイ著. -- 

日本教育新聞社,1987.1. -- 310p ; 22cm.
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タカハシ, モトオ
952.025:T13 御蔵島 : 西洋黒船漂着一件記1863年 / 高橋基生著. -- ノーベル書房,1969. -- 

109, 35p ; 30cm.

タガワ, ダイキチロウ
914:T12 改造途上の歐米社會見物 / 田川大吉郎著. -- 日本評論社,1920.1. -- 4, 6, 

406p ; 19cm.

タキモト, ジロウ
917.3:T13 歐米米漫遊留学案内 / 滝本二郎,ド・ブレスト共著 ; 米國の部. -- 3版増補. -- 欧

米旅行案内社,1929.3. -- 4, 10, 6, 376p 肖像 ; 19cm.

タグチ, シュウジ
940.53:T12 戰時下アメリカに呼吸する / 田口修治著. -- 昭和圖書,1942. -- 4,4,201p ; 19cm.

タケシタ, トマス K
325.252:T13 大和魂と星条旗 / 竹下トマス K著. -- 山王書房,1967.9. -- 293p : 図版 ; 19cm.

タケベ, トンゴ
914:T13 西遊漫筆 / 建部遯吾著. -- 有朋館,1902. -- 425p ; 23cm.

ダザイ, セモン
914.5:D27 伊太利紀行 / 大宰施門著. -- イデア書院,1927.3. -- 6, 322p : 図38枚 , 地図(1

図) ; 19cm.

タチ, サクタロウ
327.73:T11 米國外交上の諸主義 / 立作太郎著. -- 日本評論社,1942.7. -- 2,8,378,13p ; 

22cm.

ダテ, リュウジョウ
327.52:D23 日○もし戰はば? / 伊達竜城著. -- 明治図書出版協会,1932. -- 618p ; 19cm.

タテイシ, ヨシオ
917.3:T21 見たまゝの北米 / 立石良雄著. -- 釜山日報社,1929.1. -- 2, 2, 6, 173p ; 19cm.

タナカ, エイイチ
917.3:T16 アメリカところどころ / 田中栄一著. -- 自警会,1954. -- 215p : 図版 ; 19cm.

タナカ, カオル
330.9:T16 アメリカの経済地誌 / 田中薫著. -- 桐陰堂目黒書店,1953.3. -- 5, 15, 448, 46p 

; 22cm.

タナカ, コウタロウ
917.3:T16 アメリカ紀行 / 田中耕太郎著. -- 読売新聞社,1953.3. -- 238p ; 19cm.
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タナカ, コウタロウ
918:T16 ラテン・アメリカ紀行 / 田中耕太郎著. -- 岩波書店,1940.10. -- 682p ; 20cm.

タナカ, フミオ
610.7:T16 北米日記通信 / 田中文男著. -- 田中文男,1935.11. -- 6,427p : 図版 ; 20cm.

タナカ, フミオ
610.7:T16 北米日記通信 / 田中文男著. -- 田中文男,1935.11. -- 6,427p : 図版 ; 20cm.

タナカ, リュウキチ
940.53:T16 敗因を衝く : 軍閥専横の實相 / 田中隆吉著. -- 山水社,1946. -- 227p ; 18cm.

タナベ, ヘイガク
914:T16 空と國 : 防空見學・歐米紀行 / 田邊平學著. -- 相模書房,1943.1. -- 19,473p : 

図版 ; 19 cm.

タニ, ジョウジ
895.65:T16 テキサス無宿  / 谷譲次著. -- 新潮社,1940.7. -- 298p ; 17cm.

タムラ, エイタロウ
915.2:T15 外人の観た明治の日本 / 田村榮太郎著. -- 興亞書房,1943. -- 188p ; 19cm.

タムラ, ショウギョ
917.3:T15 北米世俗観 / 田村松魚著. -- 博文館,1909.12. -- 252p ; 19cm.

ダン,ミチコ
920.71:D16 明治の牧柵 / ダン道子著. -- ダン道子後援会,1968.11. -- 153p ; 19cm.

チエレンチエフ N
327:T56 赤露の見たる太平洋爭覇戰 / エヌ・チエレンチエフ著 ; 國際軍事科學研究所譯. 

-- 改造社,1932.11. -- 172p, 図版3枚 ; 19cm.

チチブノミヤ, ヤスヒト
914.2:C53 英米生活の思い出 / 清原徳次郎編 ; 秩父宮殿下,秩父宮妃殿下述. -- 文明社出

版部,1947.12. -- 171p, 図版[2]枚 ; 19cm.

チバ, シュウホ
327.52:C53 黄禍白禍未来之大戦 / 千葉秀浦,田中花浪著. -- 服部書店,1907.10. -- 6, 213p 

; 23cm.

チョウ, ヒサキチ
956.94:C54 猶太と反猶太 / 長寿吉著. -- 白水社,1940.11. -- 165p ; 19cm.
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ツカダ, ヒデオ
679.7:T88 歐米タバコ行脚 / 塚田秀男著. -- 隆章閣,1933.12. -- 250p : 図版 ; 20cm.

ツカモト, ケイジュウロウ
917.98:T88 アラスカよりアリューシャンへ / 塚本慶十郎著. -- 白水社,1943.8. -- 280p : 挿図 

; 19cm.

ツジタ, ウサブロウ
917.3:T88 思ひ出のアメリカ : エドワード・ボークを偲ぶ / 辻田卯三郎著. -- 交通日本社, 

1947.6. -- 192p ; 18cm.

ツネカワ, マコト
327.73:T88 ルーズヴェルト東亜政策史 / 恒川眞著. -- 高山書院,1945.1. -- 7, 6, 484p ; 

22cm.

ツバメ, サンキチ
917.3:T88 アメリカを掏摸る / 燕三吉著. -- 先進社,1932.1. -- 4, 345p ; 19cm.

ツボウチ, シコウ
792:T88 西洋芝居土産 / 坪内士行著. -- 冨山房,1916.5. -- 504p, 図版12枚 ; 20cm.

ツボヤ, ゼンシロウ
910:T88 海外行脚 / 坪谷善四郎(水哉)著. -- 博文館,明44.12. -- 370p 図版 ; 19cm.

ツル, シゲト
330.9:T88 米國の政治と經濟政策 : ニューディールを中心として / 都留重人著. -- 有斐閣, 

1944.6. -- 2,4,168p ; 21cm. -- (米國講座叢書 ; 第6編).

ツル, シゲト
330.9:T88 米國の政治と經濟政策 : ニューディールを中心として / 都留重人著. -- 有斐閣, 

1944.6. -- 2,4,168p ; 21cm. -- (米國講座叢書 ; 第6編).

ツルミ, シュンスケ
917.3:T88 アメリカ思想から何を学ぶか / 鶴見俊輔著. -- 中央公論社,1958. -- 217p ; 

18cm. -- (中央公論文庫).

ツルミ, ユウスケ
915.2:T88 Present day Japan / by Yusuke Tsurumi. -- Special ed. printed for the Japan 

Society. -- Columbia University Press,1926. -- v, 114 p. ; 20 cm. -- (Columbia 
University lectures).

ツルミ, ユウスケ
917.3:T88 現代米國論 / 鶴見祐輔著. -- 日本評論社,1931. -- 383p ; 20cm.

ツルミ, ユウスケ
917.3:T88 自由人の旅日記 / 鶴見祐輔著. -- 日本評論社,1930. -- 7, 12, 520,6p, : 肖像 ; 

20cm.
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ツルミ, ユウスケ
917.3:T88 米國々民性と日米關係の將來 / 鶴見祐輔著. -- 岩波書店,1922.5. -- 14, 4, 

169p ; 19cm.

ツルミ, ユウスケ
917.3:T88 北米遊説記 / 鶴見祐輔著. -- 大日本雄辯会講談社,1927. -- 487p ; 19cm + 附

録.

ツルミ, ユウスケ
917.3:T88 歐米大陸遊記 / 鶴見祐輔著. -- 大日本雄辯會講談社,1933. -- 16,790p 肖像 ; 

19cm.

テラダ,
917.3:T31 外遊句稿 / 荻原井泉水[著]. -- 蝉蛙會,1923.8. -- xxii, 98p ; 20cm.

テラニシ, ゴロウ
330.9:T31 アメリカ戰爭經濟批判 / 寺西五郎著. -- 同盟通信社,1943. -- 260p ; 18cm.

トウキョウ アメリカ ブンカ 
センター

327.52:U58 日米文化交流の百年 : 明治百年記念論集 / 東京アメリカ文化センター[編]. -- ア
メリカ大使館広報文化局出版部,1968.6. -- 178p ; 21cm.

トウキョウシ ヨウイクイン
920.71:R16 楽翁公記念会講演集 / 東京市養育院編 ; 第4巻. -- 東京市養育院,1936.5. -- 

2, 172p ; 22cm.

ドウシシャ ダイガク アメリ
カ ケンキュウジョ

917.3:D72 同志社アメリカ研究 / 同志社大学アメリカ研究所編. -- 同志社大学アメリカ研究
所,1973.3. -- 128p ; 26cm. -- (同志社アメリカ研究 ; no. 9).

ドウス, マサヨ
940.54:D98 ブリエアの解放者たち / ドウス昌代著. -- 文藝春秋,1983.9. -- 365p ; 20cm.

ドウス, マサヨ (1938- )
917.3:D98 私が帰る二つの国 / ドウス昌代著. -- 文藝春秋,1980.7. -- 285p. ; 20cm.

トウハタ, セイイチ
330.15:T64 アメリカ資本主義見聞記 / 東畑精一著. -- 岩波書店,1957.10. -- ix, 216p, 図版1

枚 ; 18cm. -- (岩波新書 ; 青-290).

トガワ, シュウコツ
914:T64 歐米紀遊二萬三千哩 / 戸川秋骨(明三)著. -- 服部書店,1908.3. -- 3, 6, 448, 

50p, 図版[23]枚 ; 23cm.

トキ, ゼンマロ
914:T64 外遊心境 / 土岐善麿著. -- 改造社,1929.4. -- 2, 3, 230, 20p ; 21cm.
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トクトミ, ソホウ
327.52:T64 三十七八年役と外交 / 徳富猪一郎著. -- 民友社,1925. -- 122p ; 19cm.

トクトミ, ソホウ
327.52:T64 日本帝國の一轉機 / 徳富猪一郎著. -- 民友社,1929.9. -- 12,4,220p ; 22cm.

トクトミ, ソホウ
327.73:T64 Japanese-American relations / by Iichiro Tokutomi ; translated by Sukeshige 

Yanagiwara. -- Macmillan,1922. -- xvi, 207 p. ; 20 cm.

トクトミ, ソホウ
915.2:T64 時務一家言 / 徳富猪一郎著. -- 民友社,1913.12. -- 8, 34, 502p ; 23cm.

トクトミ, ソホウ
915.2:T64 将來之日本 / 徳富猪一郎著. -- 2版. -- 經濟雜誌社,1887.2. -- 8, 2, 231p ; 

19cm.

トクトミ, ソホウ
915.2:T64 将來之日本 / 徳富猪一郎著. -- 3版. -- 經濟雜誌社,1887.4. -- 9, 2, 233p ; 

19cm.

トクトミ, ソホウ
952.032:T64 大正の青年と帝國の前途 / 徳富猪一郎著. -- 民友社,1916.11. -- 17, 15, 646, 

49p ; 19cm.

トクトミ, ロカ
327.52:T64 太平洋を中にして / 徳富健次郎編. -- 文化生活研究會,1924.9. -- 3, 6, 338p ; 

18cm.

トコナミ,タケジロウ
914:T64 歐米小感 / 床次竹二郎述 ; 国府種徳編. -- 2版. -- 至誠堂書店,1910. -- 267p 

; 20cm.

ドド, マサオ
917.3:D64 研究資料現代米國讀本 / 百々正雄著. -- 南光社, 1933.7. -- 4,3,151p ; 23cm.

ドド, マサオ
973.916:D64 太平洋時代と米國 : 極東認識・興論・政治・經濟・文化の動向研究 /百々正雄著. 

-- 羅府新報社,1933.4. -- vi, 122 p. : ill. ; 20 cm.

ドド, マサオ
973.917:D64 ルーズヴェルト政權十年史 / 百々正雄著. -- 東京日日新聞社. -- 3, 3, 427, 22p 

; 19cm.

トミオカ, タエコ
895.64:T65 砂時計のように / 富岡多恵子著. -- 中央公論社,1981.10. -- 307p ; 20cm.
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トミタ, エイゾウ
917.3:T65 3ドルアメリカ旅行 / 富田英三著. -- 現代社,1957.5. -- 250p, 図版 [2] p ; 19cm.

トリイ, ソセン
914:T68 頬杖つきて / 鳥居素川著. -- 政教社,1912.12. -- 3, 22, 9, 510p : 図版30枚 ; 

23cm.

ナガイ, カフウ
917.3:N14 あめりか物語 / 永井荷風著. -- 十四版. -- 博文館,1920.3. -- 486p : 図版 ; 

19cm.

ナカイ, ヒロシ
915.2:N16:v.1 漫遊記程 / 中井弘著 ; 成島柳北, 依田百川評點 ; 上卷, 中卷, 下卷. -- 中井弘, 

[1878.2跋]. -- 3冊 ; 23cm.

ナカイ, ヒロシ
915.2:N16:v.2 漫遊記程 / 中井弘著 ; 成島柳北, 依田百川評點 ; 上卷, 中卷, 下卷. -- 中井

弘,[1878.2跋]. -- 3冊 ; 23cm.

ナカイ, ヒロシ
915.2:N16:v.3 漫遊記程 / 中井弘著 ; 成島柳北, 依田百川評點 ; 上卷, 中卷, 下卷. -- 中井弘, 

[1878.2跋]. -- 3冊 ; 23cm.

ナガイ, マツゾウ
301.29:N59:v.5 移住編 / 永井松三編. -- 洋々社,1955.3. -- 1, 15, 632p, 図版5枚 ; 22cm. -- (日

米文化交渉史 / 開国百年記念文化事業会編纂 ; 第5巻).

ナガイ, ヨウノスケ
301.29:N59 日米コミュニケーション・ギャップ : <認識と展望>対日イメージ・対米イメージ / 永井

陽之助, ヘンリー・ロソフスキー編. -- サイマル出版会,1973. -- 275p : 図, 肖像 ; 
19cm.

ナカガワ, カズオ
917.3:N16 アメリカ文化史概説 / 中川一男著. -- 廣文堂,1947. -- 290p ; 19cm.

ナカガワ, ゼンキョウ
917.3:N16 米布に使して / 中川善教著. -- 高野山出版社,1954.9. -- 853p 図版 ; 19cm.

ナカガワ, ツトム
325.25:N16 日系米人第一号 / 中川努著. -- 筑摩書房,1964. -- 227p ; 18cm. -- (グリーンベ

ルト・シリーズ ; 56).

ナカザト, キアン
305.4:N16 幕末開港綿羊娘情史 / 中里機庵著. -- 赤爐閣,1931.2. -- 4, 19, 484p : 図版 ; 

20cm.

ナカザワ, ケン
940.53:N16 同胞に告ぐ : アメリカ獄中より / 中澤健著. -- 鱒書房,1943.4. -- 3, 6, 262p ; 

19cm.
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ナガサワ, セツ
917.3:N14 ヤンキー / 長沢説著. -- 敬業社,1893.8. -- 2, 2, 141p ; 19cm.

ナカジマ, タケシ
940.53:N16 日本危し!太平洋大海戦 / 中島武著. -- 日東書院, 1932.7. -- 12,401p ; 19cm.

ナカジマ, リキゾウ
914:N16 欧米感想録 / 中島力造著. -- 東亜堂書房,1911. -- 254p ; 20cm.

ナガタ, ヒデジロウ
914:N14 高所より觀る / 永田青嵐著. -- 實業之日本社,1930.6. -- 242p : 図版 ; 19cm.

ナガタ, マモル
305.8:N14 黒人は叛逆する / 長田衛著. -- 三一書房,1966. -- 239p ; 18cm. -- (三一新書 ; 

529).

ナカノ, ゴロウ
917.3:N16 アメリカの暗黒 : 米國を衝動した大事件 / 中野五郎著. -- 角川書店,1954.7. -- 

216p ; 18cm. -- (角川新書 ; 39).

ナカノ, ゴロウ
940.53:N16 敵國アメリカ通信 / 中野五郎著 ; 開戰前の巻. -- 東洋社,1943-1944. -- 2冊 ; 

19cm.

ナカノ, ゴロウ
940.53:N16 敵國アメリカ通信 / 中野五郎著 ; 開戰前の卷. -- 東洋社,1943.10. -- 6,6,440p : 

図版 ; 19cm.

ナカノ, ゴロウ
940.53:N16 敵國アメリカ通信 / 中野五郎著 ; 續 開戰後の卷. -- 東洋社,1943-1944. -- 2冊 

; 19cm.

ナカマ, テルヒサ
940.53:N59 日米戰ふ可きか / 仲摩照久編. -- 新光社,1932.4. -- 4,257p : 地図1枚 ; 

26cm. -- (世界知識増刊).

ナカムラ, カジュ
327.52:N16 北米舌の聖戰 / 中村嘉壽著. -- 玉川學園出版部,1938.11. -- 526p, 図版 [6]p ; 

18cm.

ナカムラ, カジュ
917.3:N16 學生の見たるアメリカ / 中村嘉壽編. -- 學生海外見學團,1926. -- 33, 8, 454p ; 

19cm.

ナカムラ, カジュ
917.3:N16 學生の見たるアメリカ / 中村嘉壽編. -- 學生海外見學團,1926. -- 33, 8, 454p ; 

19cm.
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ナカムラ, キクオ
952.031:N16 星亨 / 中村菊男著. -- 再版. -- 吉川弘文館,1966.6. -- 9, 230p, 図版[2]p ; 

18cm.

ナカムラ, キチゾウ
895.64:N16 現代劇選集 / 中村吉蔵著. -- 大鐙閣,1922. -- 504p ; 16cm.

ナカムラ, キチゾウ
914:N16 歐米印象記 / 中村吉蔵著. -- 春秋社書店,1910. -- 461p ; 23cm.

ナカムラ, キチゾウ
952.025:N16 井伊大老の死 : 史劇 / 中村吉藏著. -- 天佑社,1920.6. -- 348p ; 19cm.

ナカムラ, シュウキ
917.3:N16 北米國立公園遊記 / 中村秋季著. -- 新生堂,1932.5. -- 315p ; 20cm.

ナカムラ, トウベイ
917.3:N16 衆議院議員米國視察團日誌:大正十年五月. -- [s.n.],[1922]. -- 4, 102p ; 23cm.

ナカムラ, ヨシタロウ
325.252:N16 華州及合衆國支配地 : 日本人土地所有権. -- 中村好太郎,1912.2. -- 12, 1386 

; 20cm.

ナカムラ, リョウヘイ
709:N16 アメリカの美術 / 中村亮平著. -- 東亜出版社,1947.5. -- 206p, 図版11枚 ; 19cm.

ナカヤ, ウキチロウ
917.3:N16 花水木 / 中谷宇吉郎著. -- 文藝春秋新社,1950.10. -- 341p ; 19cm. -- (中谷宇

吉郎随筆集 / 中谷宇吉郎著 ; 8 . 冬の華).

ナカヤ, ウキチロウ
917.3:N16 知られざるアメリカ / 中谷宇吉郎著. -- 文藝春秋新社,1955.5. -- 264p ; 

20cm. -- (中谷宇吉郎随筆集 / 中谷宇吉郎著 ; 11 . 冬の華).

ナカヤ, ウキチロウ
917.3:N16 知られざるアメリカ / 中谷宇吉郎著. -- 文藝春秋新社,1955.5. -- 264p ; 

20cm. -- (中谷宇吉郎随筆集 / 中谷宇吉郎著 ; 11 . 冬の華).

ナカヤマ, ショウゼン
917.3:N16 アメリカ百日記 / 中山正善著. -- 天理教道友社,1935.3. -- 4, 467, 3p : 図版 ; 

22cm.

ナガヨ, ヨシロウ
914:N14 彼を見我を思う : 欧米紀行雑感 / 長與善郎著. -- 筑摩書房,1954. -- 199p ; 

19cm.
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ナトリ, ジュンイチ
917.3:N27 アメリカの精神文化 : アメリカ魂の研究 / 名取順一著. -- 信友社,1948.9. -- 200p 

; 19cm.

ナラ, シズマ
952.02:N21 西班牙古文書を通じて見たる日本と比律賓 / 奈良靜馬著. -- 大日本雄辯會講談

社,1942.3. -- 6, 2, 12, 301p ; 22cm.

ナルセ, ムキョク
914:N23 夢作る人 / 成瀬無極著. -- 内外出版,1924.7. -- 2,4,5,247,図版45枚 ; 19cm.

ニイジマ, ジョウ
923.75:N69 新島襄書簡集 / 同志社編. -- 岩波書店,1954.11. -- 286p ; 15cm. -- (岩波文庫 

; 5310-5312, 青(33)-106-1).

ニシザワ, サダノリ
359.009:N72 海の若人 / 西沢貞徳著. -- 郁文社,1942. -- 251p 図版 ; 19cm.

ニシダ, テンコウ
917.3:N72 亜米利加をのぞいてきて / 西田天香著. -- 回光社. -- 388p : 図版 ; 19cm.

ニチベイ シンブンシャ
327.73:N59 日米年鑑 / 日米社編輯局編 ; 第10号. -- 日米新聞社,1914. -- 228p ; 25cm.

ニトベ, イナゾウ
303.48:N73 西洋の事情と思想 / 新渡戸稲造著. -- 實業之日本社,1934. -- 284p ; 19cm.

ニトベ, イナゾウ
327.52:N73 The intercourse between the United States and Japan : an historical sketch / by 

Inazo (Ota) Nitobe. -- Johns Hopkins Press,1891, c1890. -- ix, 198 p ; 24 
cm. -- (The Johns Hopkins University studies in historical and political science ; 
Extra volumes ; 8)

ニトベ, イナゾウ
327.73:N73 米國の現情と日本 / 新渡戸稲造〔述〕. -- 霞山会館,[1933]. -- 16p ; 23cm.

ニトベ, イナゾウ
341.6:N73 太平洋問題 : 一九二九年京都會議 / 新渡戸稻造編. -- 太平洋問題調査

会,1930. -- 2, 4, 359p, 図版1枚 ; 20cm.

ニトベ, イナゾウ
391:N73 衣服哲學 : 新渡戸先生講演 / 新渡戸稲造[著] ; 高木八尺編. -- 研究社,1938.3. 

-- xii,217p 図版1枚 ; 19cm.

ニトベ, イナゾウ
394.7:N73 Bushido : the soul of Japan : an exposition of Japanese thought / by Inazo Nitobe 

; with an introduction by William Elliot Griffis. -- Tokyo ed. -- 
Kenkyusha,1939. -- 9, ix, 211 p. ; 19 cm.
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ニトベ, イナゾウ
394.7:N73 武士道 / 新渡戸稲造著 ; 矢内原忠雄譯. -- 岩波書店,1938.10. -- 148p ; 

15cm. -- (岩波文庫 ; 1795).

ニトベ, イナゾウ
915.2:N73 Lectures on Japan : an outline of the development of the Japanese people and 

their culture / by Inazo Nitobe. -- Kenkyusha,1936. -- xii, 393 p. ; 20 cm.

ニトベ, イナゾウ
915.2:N73 The Japanese nation, its land, its people, and its life : with special consideration 

to its relations with the United States / by Inazo Nitobe. -- G.P. Putnam's 
Sons,c1912. -- xiv, 334 p., [1] folded leaf of plates : map ; 20 cm.

ニトベ, イナゾウ
917.3:N73 歸雁の蘆 / 新渡戸稲造著. -- 3版. -- 弘道館,1908.1. -- 5, 9, 302, 2p ; 19cm.

ニトベ, イナゾウ
973.2:N73 建國史話 / 新渡戸稲造著. -- 新美書店,1918.7. -- 2,6,211p ; 20cm.

ニトベ, イナゾウ
973.2:N73 米國建國史要 / 新渡戸稻造著. -- 5版. -- 有斐閣,1946.3. -- 2, 5, 157p : 図 ; 

19cm. -- (米國講座叢書 ; 第2編).

ニナガワ, アラタ
914:N71 欧米我観 / 蜷川新著. -- 清水書店,1914.10. -- 398p ; 23cm.

ニホン コクサイ セイジ 
ガッカイ

327.52:K79 日米関係の展開 / 日本国際政治学会編. -- 日本国際政治学会,1961.12. -- 
180p ; 21cm. -- (国際政治 ; 1961 no.1 [17号]).

ニホン コクサイ セイジ 
ガッカイ

327.52:N69 日米関係のイメージ / 日本国際政治学会編. -- 日本国際政治学会,1967.10. -- 
134p ; 21cm. -- (国際政治 ; 34号).

ニホン ユウセン カブシキ 
ガイシャ

919.69:N69 布哇案内 / 日本郵船株式會社[編]. -- 3版. -- 日本郵船,1937.11. -- 76p ; 
19cm.

ニワ, ヤスジロウ
917.3:N73 アメリカの旅 / 丹羽保次郎著. -- 東京電機大学出版部,1956.5. -- 200p ; 19cm.

ノガミ, トヨイチロウ
914:N77 西洋見學 / 野上豐一郎著. -- 日本評論社,1941.9. -- 7,10,444p : 図版 ; 19cm.

ノガミ, トヨイチロウ
914:N77 西洋見學 / 野上豐一郎著. -- 日本評論社,1941.9. -- 7,10,444p : 図版 ; 19cm.
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ノガミ, ヤエコ
910:N77:v.1 歐米の旅 / 野上彌生子著 ; 上, 下. -- 岩波書店,1942.4-1943.6. -- 2冊 ; 19cm.

ノガミ, ヤエコ
910:N77:v.2 歐米の旅 / 野上彌生子著 ; 上, 下. -- 岩波書店,1942.4-1943.6. -- 2冊 ; 19cm.

ノグチ, ヨネジロウ
810.9:N77 坐る人間の評論 / 野口米次郎著. -- 改造社,1925.5. -- 2,4,309p ; 20cm. -- (ヨ

ネ・ノグチ著作集 ; 第2篇).

ノグチ, ヨネジロウ
895:N77 宣戰布告 / 野口米次郎著. -- 道統社,1942.3. -- 3, 5, 222p ; 22cm.

ノムラ, キチサブロウ
327.52:N81 米國に使して : 日米交渉の囘顧 / 野村吉三郎著. -- 岩波書店,1946.7. -- 5, 8, 

203, 241p : 図版, 肖像 ; 21cm.

ノムラ, マサオ
341.69:N81 裁かれた日本 / 野村正男著. -- 角川書店,1956.4. -- 214p ; 18cm. -- (角川新書

 ; 74).

ハガ, タケシ
305.896:H14 アメリカの黒い地帯 / 芳賀武著. -- 新日本出版社,1958.11. -- 228 p, 図版[4]p ; 

19cm. -- (双書世界と日本).

ハクブンカン
327.5:H15 黄白人の衝突. -- 博文館,1908.2. -- 256p : 図版 ; 26cm. -- (太陽 ; 臨時増刊6 

; 第14巻第3號).

ハクブンカン
327.52:H15 太陽 ; 32巻第4号. -- 博文館,1926-. -- 冊 ; 27cm.

ハシモト, テツマ
327.52:H34 日米交渉秘話 / 橋本徹馬著. -- 増補再版. -- 紫雲荘出版部,1948.5. -- 170p ; 

19cm.

ハシモト, テツマ
327.52:H34 日本の敗戦降伏裏面史 / 橋本徹馬著. -- 紫雲荘,1986.11. -- xvii, 430p, 図版 

[4] p ; 19cm.

ハシモト, ブンジュ
914:H34 欧米行脚赤い鳥 / 橋本文壽著. -- 東京寳文館,1927. -- 3, 22, 8, 610p ; 19cm.

ハセガワ, シンイチロウ
917.3:H34 在米邦人の觀たる米國と米國人 / 長谷川新一郎著. -- 實業之日本社,1937. -- 

4,5,456,7p ; 19cm.
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ハセガワ, ニョゼカン
914.2:H34 紀行 / 長谷川如是閑著 ; 1, 2. -- 學藝社,1933.8-12. -- 2冊 ; 21cm. -- (如是

閑・文藝全集 / 長谷川如是閑著 ; 第7,8巻).

ハセバ, スミタカ
917.3:H34 歐米歴遊日誌 : 附樺太韓國紀行 / 長谷場純孝著. -- 長谷場純孝,1907.2. -- 2, 

24, 362p : 図7枚, 地図(1図) ; 24cm.

ハタ, イクヒコ
327.1:H36 太平洋国際関係史 : 日米および日露危機の系譜 1900-1935 / 秦郁彦著. -- 福

村出版,1972.9. -- 328, 27p ; 22cm.

ハチヤ, ケイイチ
917.3:H11 亞米利加の旅 / 蜂谷經一著. -- 第九版. -- 研文館,1928.3. -- 10, 288, 4p : 図

版 ; 20cm.

ハットリ, イツロウ
327.52:H36 七十七人の侍アメリカへ行く / 服部逸郎著. -- 講談社,1965.10. -- 254p ; 19cm.

ハットリ, シソウ
327.52:H36 近代日本外交史 / 服部之総著. -- 世界書院,1947.3. -- 199p ; 19cm.

ハナヤマ, シンショウ
940.53:H23 平和の発見 : 巣鴨の生と死の記録 / 花山信勝著. -- 朝日新聞社,1949.2. -- 

319p ; 19cm.

ハマダ, シザン
917.3:H19 黄金国 近の実相 / 浜田紫山著. -- 改進社,1933.2. -- 6, 4, 122p ; 19cm.

ハヤサカ, ジロウ
813.5:S47 尖端短篇集 : 附 黒人文學集 / [早坂二郎ほか訳]. -- 新潮社,1931.1. -- 

10,3,448p ; 19cm. -- (アメリカ尖端文学叢書).

ハヤシ, シゲオ
952.04:H41 マッカーサーへの手紙 / 林茂雄著. -- 図書出版社,1986.7. -- 235p ; 20cm.

ハヤシ, シュウ
327.52:H41 日米外交白書 / 林秀著. -- 日本青年外交協會,1942.2. -- 2,7,312p : 図版1枚 ; 

19cm.

ハヤシ, フミコ
914:H41 三等旅行記 / 林芙美子著. -- 改造社,1933.5. -- 284p ; 19cm.

ハラ, モモヨ
940.53:M48 アメリカの反省 / ヘレン・ミアズ著 ; 原百代訳. -- 文藝春秋新社,1953.6. -- 415p 

; 19cm.
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ハラグチ, ツルコ
917.3:H25 樂しき思ひ出 / 原口鶴子著. -- 春秋社書店,1915.5. -- 4, 2, 10, 391p, 図5枚 ; 

20cm.

ハラダ, タスク
325.252:H25 米國加州排日問題調査報告 / 原田助[編]. -- 日米関係委員会,1921.2. -- 55p ; 

23cm.

ハラダ, マサエモン
952.03:H25 露獨の来襲 / 原田政右衛門著. -- 新潮社,1915.6. -- 4, 3, 7, 427p, 図版 [2] 枚 

; 22cm.

ハルヤマ, ユキオ
809:H33 現代世界文學槪觀 / 春山行夫著. -- 新潮社,1941.7. -- 177p ; 17cm. -- (新潮

文庫 ; 11編).

バンナイ, トミオ
337.73:B21 ドル本位制の維持:平価調整と為替制度の改革 / 坂内富雄[著]. -- 外交知識普及

会,1971.9. -- 27p ; 19cm. -- (時事評論 ; 第3巻第17号).

ヒガシ, コウジ
323.4:H63 米國の非道暴状 / 東幸治 [著]. -- 東幸治,1924.7. -- 2, 64p, 図版1枚 ; 23cm.

ヒグチ, ヒデオ
914:H63 歐米うらおもて / 樋口秀雄著. -- 弘道館,1922.10. -- 534p ; 18cm.

ヒグチ, レイヨウ
327.52:H63 第二次世界大戦未来記 : 小説 / 樋口麗陽著. -- 大明堂書店,1921.3. -- 8, 

342p ; 19cm.

ヒグチ, レイヨウ
327.52:H63 日米問題裏面史 / 樋口麗陽著. -- 日本書院,1920.11. -- 2, 4, 329p ; 19cm.

ヒグチ, レイヨウ
327.52:H63 日本之世界征服 / 樋口麗陽著. -- 3版. -- 日本書院,1916.10. -- 6, 312p ; 

23cm.

ヒグチ, レイヨウ
327.52:H63 米禍來る : 日本危機 / 樋口麗陽著. -- 日本書院,1924.5. -- 4, 374p 図版1枚 ; 

19cm.

ヒグチ, レイヨウ
327.73:H63 果然日米〇〇 : 小説 / 樋口麗陽著. -- 九十九書房,1921.6. -- 4, 7, 307p ; 

20cm.

ヒダカ, タダイチ
810.9:H63 英米文藝印象記 / 日高只一著. -- 新潮社,1924.11. -- 6,2,2,370p ; 19cm.
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ヒダカ, タダイチ
917.3:H63 文藝中心 アメリカの思出 / 日高只一著. -- 千葉商事株式會社出版部,1947. -- 

2, 3, 127p ; 19cm. -- (アメリカ叢書).

ヒノ, アシヘイ
917.3:H66 アメリカ探険記 / 火野葦平著. -- 雪華社,1959.12. -- 225p 図版8枚 ; 22cm.

ヒライ, ツネジロウ
L607.34:H66 アメリカ博覽會 / 平井常次郎編. -- 朝日新聞社,1950.11. -- 125p (おもに図版) ; 

38cm.

ヒラタ, シンサク
359:H66 海軍讀本 / 平田晋策著. -- 日本評論社,1932.4. -- 8, 16, 9, 355p : 図版 ; 22cm.

ヒラタ, シンサク
940.54:H66 われ等若し戰はば / 平田晋策著. -- 大日本雄辯會講談社,1933. -- 404p : 図 ; 

20cm.

ヒロオカ, マリ
917.47:H66 ニッポン人に気をつけろ : ニューヨークと私 / 広岡まり著. -- サイマル出版会, 

1973. -- 256p : 図,肖像 ; 19cm.

フクイ, ジュン
914:F96 歐米太平記 : 志士感激 / 福井淳著. -- 与民社,1888.1. -- 8, 166p ; 19cm.

フクダ, ツネアリ
327.52:F96 日米両国民に訴へる / 福田恒存著. -- 高木書房,1974. -- 252p ; 20cm. -- (日

本の将来).

フクナガ, キョウスケ
327.52:F96 小説日米戰未來記 / 福永恭助著. -- 新潮社,1934.1. -- 119p : 挿図 ; 19cm. -- 

(日の出 ; 新年號第1附録).

フクナガ, キョウスケ
327.73:F96 挑むアメリカ / 福永恭助著. -- 日本評論社,1931.5. -- 2, 2, 10, 482, 2, 10p, 図版

26枚 : 地図, 肖像 ; 20cm.

フクナガ, キョウスケ
327.73:F96 挑むアメリカ / 福永恭助著. -- 日本評論社,1931.5. -- 2, 2, 10, 482, 2, 10p, 図版

26枚 : 地図, 肖像 ; 20cm.

フクモト, カズオ
639.28:F96 日本捕鯨史話 : 鯨組マニュファクチュアの史的考察を中心に / 福本和夫著. -- 法

政大学出版局,1960. -- 22, 281p : 図版 ; 22cm.

フジ, タツマ
327.52:F96 アメリカは如何に日本と戰ふか? / 冨士辰馬譯. -- 大衆公論社,1930.5. -- 5, 

221, 15, 20p , 図版9枚 ; 19cm.
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フジイ, シンイチ
324.2:F96 米國政黨政治の觀測 / 藤井新一著. -- 早稲田大学出版部,1927.4. -- vi, 5, 

472p ; 23cm.

フジイ, セイ
325.252:F96 米國に住む日本人の叫び : 在米四十年間の見聞 / 藤井整著. -- 加州毎日新聞

社,1940.5. -- 2, 16, 420p ; 19cm.

フジイワ, ムツロウ
340:T92 アメリカ法 / アンドレ・タン著 ; 藤岩睦郎訳. -- 白水社,1966.1. -- 141, iip ; 

18cm. -- (文庫クセジュ ; 392).

フジオカ, シロウ
342.73:F96 民族發展の先驅者 / 藤岡紫朗著. -- 同文社,1927.2. -- 5,12,637p : 図版1枚 ; 

23cm.

フジセ, ゴロウ
330.973:F96 アメリカの新経済政策 / 藤瀬五郎[著]. -- 外交知識普及会,1971.9. -- 27p ; 

19cm. -- (時事評論 ; 第3巻第18号).

フジタ, アキラ
325.252:F96 農地の光景 / 藤田晃著. -- れんが書房新社,1982.7. -- 261p ; 20cm.

フジタ, アキラ
895.6:F96 立退きの季節 : 日系人収容所の日々 / 藤田晃著. -- 平凡社,1984.1. -- 244p ; 

20cm.

フジタサ, ダイチ
359:Y95 米國海軍の眞相 / 藤田定市編. -- 有終會,1932. -- 384p : 図版 地図 ; 23cm.

フジノ, シゲシロ
917.3:F96 アメリカの幻想 : 戦雲下 後の見聞記 / 藤野重城著. -- 前田書房,1942.7. -- 

444p ; 19cm.

フジワラ, トシオ
327.52:F96 日米は戰争? : 附支那の日貨排斥事情 / 藤原俊雄著. -- 極東書院,1924. -- 

198p ; 19cm.

フチダ, ミツオ
940.54:F94 ミッドウェー / 淵田美津雄,奥宮正武共著. -- 日本出版協同,1951.3. -- 294p : 図

版 ; 19cm.

フルガキ, テツロウ
914.2:F99 ロンドンの憂鬱 / 古垣鐵郎著. -- 三省堂,1939.11. -- 4, 4, 446p, 図版5枚 ; 

20cm.

ブンゲイ シュンジュウ
940.53:B94 諸君!. -- 文藝春秋,1983.1. -- 280p ; 21cm. -- (諸君! ; 15巻1号(昭和58年1月

号)).
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ベイコク コクムショウ
370:U58 合衆国の現教育制度 / 米国国務省編 ; 総合アメリカ研究所訳. -- 総合アメリカ研

究所,1946. -- 94p ; 19cm. -- (アメリカ研究シリーズ ; 第1篇).

ベイコクタイシカン コウホ
ウブンカキョク ホウドウ
シュッパンブ

917.3:N59 日米フォーラム=Japan-American forum. -- 好学社,1970. -- 96p ; 22cm.

ホウダ, トシフミ
327.73:D37 日本化するアメリカ : 米国人が初めて書いた : 米全土でどこまで進んでいるか / 

ボーイ・デ・メンテ著 ; 蓬田利文,天川由記子共訳. -- 中経出版,1986.11. -- 308p 
; 20cm.

ホサカ, キイチ
917.3:H82:v.1 吾輩の見たる亜米利加 / 保坂帰一著 ; 上編, 下編. -- 日米出版協會,1913-

1914. -- 2冊 ; 23cm.

ホサカ, キイチ
917.3:H82:v.2 吾輩の見たる亜米利加 / 保坂帰一著 ; 上編, 下編. -- 日米出版協會,1913-

1914. -- 2冊 ; 23cm.

ホシノ, ジゴロウ
940.547:H82 アメリカ生還記 / 星野治五郎著. -- 皇國青年教育協會,1942.1. -- 8, 345p, 図版

1枚 ; 19cm.

ホシノ, ハナ
917.3:H82 アメリカの旅 / 星野はな著. -- 星野茂樹,1937.9. -- 7, 786, 69p, 図版18枚 : 肖像

 ; 20cm.

ホシノ, ユキノリ
917.3:H82 恐ルベキ米國ト厄介ナル歐羅巴 / 星野行則著. -- 再版. -- 星野行則,1923.2. --

 4,93p ; 19cm.

ホソヤ, チヒロ
327.52:N59:v.1 政府首脳と外交機関 / 細谷千博 [ほか] 編. -- 東京大学出版会,1971.4. -- xii, 

299p ; 22cm. -- (日米関係史 : 開戦に至る10年(1931-41年) ; 1).

ホソヤ, チヒロ
327.52:N59:v.3 議会・政党と民間団体 / 細谷千博[ほか]編. -- 東京大学出版会,1971.9. -- 

v,454p ; 22cm. -- (日米関係史 : 開戦に至る10年(1931-41年) ; 3).

ホッカイドウ テイコク ダイ
ガク

378.52:H72 創基五十年記念北海道帝國大學沿革史. -- 北海道帝國大學,1926.3. -- 2, 2, 4, 
304, 36p, 図版[12]枚 : 挿図, 肖像 ; 23cm.

ホリイ, リョウホ
818.3:T48 野人ソロー / 堀井梁歩著. -- 不二屋書房,1935.6. -- 295p 図版2枚 ; 19cm.

ホリエ, テイシロウ
305.4:H81 米國女百問答 / 堀江定四郎譯. -- 世界出版社,1926.12. -- 147p ; 19cm.
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ホリグチ, クマイチ
895.64:H81 外交と文藝 / 堀口九萬一著. -- 第一書房,1934.7. -- 355p ; 19cm.

ホリグチ, クマイチ
914:H81 世界の思ひ出 / 堀口九萬一著. -- 第一書房,1942.5. -- 4, 319p ; 19cm.

ホンダ, シュウゴ
895.6:H77 「白樺」派の文学 / 本多秋五著. -- 大日本雄弁会講談社,1955.11. -- 218p ; 

18cm. -- (ミリオンブックス).

マイダ, ミノル
327.17:M21 太平洋問題 / 米田實著. -- 朝日新聞社,1929.10. -- 317p ; 20cm. -- (第二朝日

常識講座 ; 第1巻).

マエダコウ, コウイチロウ
814.52:M18 「十年間」 : 評論集 / 前田河広一郎著. -- 大衆公論社,1930.5. -- 555p ; 19cm.

マエダコウ, コウイチロウ
895.6:M18 三等船客 : 創作 / 前田河廣一郎著. -- 五版. -- 自然社,1922.11. -- 350p ; 

19cm.

マエダコウ, コウイチロウ
895.6:M18 青春の自画像 : 遊びは学問なり / 前田河広一郎著. -- 理論社,1958.5. -- 262p 

: 図版 ; 18cm.

マエダコウ, コウイチロウ
895.6:M18 大暴風雨時代 : 長編創作 / 前田河廣一郎著. -- 新詩壇社,1924.10. -- 412p ; 

19cm.

マエダコウ, コウイチロウ
895.6:M18 麵麭 / 前田河廣一郎著. -- 五版. -- 大阪毎日新聞社. -- 327p ; 20cm.

マエダコウ, コウイチロウ
895.65:M18:v.1 新選前田河廣一郎集 / 前田河廣一郎著 ; [正篇], 續篇. -- 改造社,1928.2-

12. -- 2冊 ; 19cm.

マエダコウ, コウイチロウ
895.65:M18:v.2 新選前田河廣一郎集 / 前田河廣一郎著 ; [正篇], 續篇. -- 改造社,1928.2-

12. -- 2冊 ; 19cm.

マエダコウ, コウイチロウ
973:M18 物語米國史 / 前田河廣一郎著. -- 教材社,1941.7. -- 3,3,290p ; 19cm.

マエダコウ, コウイチロウ
973:M18 米國戰爭史 / 前田河廣一郎著. -- 有光社,1942.8. -- 3,341p ; 18cm.
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マキノ, ノブアキ
952.03:M23 松涛閑談 / 牧野伸顕著. -- 創元社,1940.6. -- 4, 267p ; 19cm.

マキノ, ヨシオ
917.3:M23 あさきゆめみし / 牧野義雄著. -- 暮しの手帖社,1956.1. -- 306p 図版 ; 19cm.

マサオカ, ゲイヨウ
327.52:M39 Japan's message to America : a symposium by representative Japanese on Japan 

and American-Japanese relations / edited and compiled by Naoichi Masaoka. -- 
[s.n.],1914. -- xi, 262 p., [34] leaves of plates : ports. ; 19 cm.

マサオカ, ゲイヨウ
327.73:M39 米國膨脹論 / 正岡猶一著. -- 隆文館,1914.3. -- 3, 2, 13, 622p ; 23cm.

マサキ, マンリ
942:M39 アングロサクソン民族 / 間崎万里, 藤原守胤, 菊池謙一共著. -- 六盟館,1943.8. -

- 3,4,204,93,96,44p : 図版 ; 22cm. -- (民族叢書 ; 第10卷).

マサムネ, トクサブロウ
701:M39 画家の旅 / 正宗得三郎著. -- アルス,1925.5. -- 3, 6, 150p, 図版15枚 ; 20cm.

マツイ, コウキチ
917.3:M43 米國漫遊雑記 / 松井広吉著. -- 博文館,1901.1. -- 280p 図版 ; 19cm.

マツウラ, カイチ
914.2:M43 英國を視る / 松浦嘉一著. -- 第一書房,1940.1. -- 325p ; 20cm.

マツオカ, アサコ
917.3:M43 アメリカの感情 : 對日輿論と鬪ふの記 / 松岡朝子著. -- 誠文堂新光社,1939.11. 

-- 333p ; 19cm.

マツオカ, ヨウスケ
327.52:M43 松岡全権大演説集 / [松岡洋右著] ; 竹内夏積編著. -- 大日本辯會会講談社, 

1933.5. -- 2, 5, 10, 234, 36p : 図版 ; 19cm.

マツオカ, ヨウスケ
327.52:M43 青年よ起て : 世界變局と大和民族の使命 / 松岡洋右著. -- 日本思想研究会印刷

所,1933.12. -- 289p ; 19cm.

マツクマ, トシコ
952.03:M43 新渡戸稲造 / 松隈俊子著. -- みすず書房,1969.8. -- vi, 276p, 図版[4]p ; 20cm.

マツシタ, ヨシオ
303.66:M43 明治大正反戦運動史 / 松下芳男著. -- 草美社,1949. -- 271p ; 19cm.
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マツシタ, ヨシオ
952.03:M43 水野廣徳 : 日米非戰論を中心として / 松下芳男著. -- 四州社,1950.7. -- 4, 

300p : 図版 ; 18cm.

マツダ, テイシロウ
917.3:M43 欧米随想記/ 松田悌四郎著. -- [大和銀行],1953.8. -- 153p ; 19cm.

マツダ, テイシロウ
917.3:M43 近のアメリカを訪ねて/ 松田悌四郎著. -- 朝日タイムズ社,1951. -- 259p ; 

19cm.

マツダ, フクマツ
917.3:M43 米英研究 : 文獻的・現代史的批判論策 / 松田福松著. -- 原理日本社,1942.12. -

- 287p ; 19cm.

マツダイラ, サダノブ
700.1:M43 藝苑漫筆 / 松平樂翁公 [著] ; 福井久藏編輯. -- 厚生閣,1937.11. -- 106p ; 

19cm. -- (秘籍大名文庫).

マツダイラ, サダノブ
920.71:M96 關の秋風 / 楽翁著. -- [東京市養育院],[1924序]. -- 5, 43p ; 16cm.

マツモト, クンペイ
910:M43 米風歐雲録 / 松本君平著. -- 廣文堂書店,1903.2. -- 135p ; 19cm.

マツヤマ, ユキオ
917.3:M43 甘い国から来た男 : 親米家と反米家へ ナショナル・プレスからのレポート / 松山幸

雄著. -- 潮出版社,1977.7. -- 350p ; 20cm.

マルヤマ, クニオ
327.52:M38 ハリスペリー侵略外交顛末 / 丸山国雄著. -- 龍吟社,1944.10. -- 9, 5, 343p ; 

21cm.

ミカミ, クマゾウ
917.3:M63 歐米新旅行 / 三上久満三著. -- 精華堂書店,1908.3. -- 4, 179p ; 18cm.

ミズノ, レンタロウ
320.9:M68 欧米政界の新潮流 / 水野錬太郎著. -- 政治教育協会,1927.2. -- 5,5,298,30p ; 

23cm. -- (政治ライブラリー ; 1).

ミゾグチ, ヤスオ
917.3:I25 アメリカの文化・經濟・國防 / 溝口靖夫[ほか]執筆. -- 白揚社,1941.8. -- 295p ; 

20cm.

ミナカミ, タキタロウ
895.64:M66 倫敦の宿 / 水上瀧太郎著. -- 中央公論社,1935.5. -- 413p ; 20cm.
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ミナカミ, タキタロウ
895.644:M66 旅情 / 水上滝太郎著. -- 春陽堂,1919. -- 292p ; 19cm.

ミナカミ, タキタロウ
917.3:M66 亜米利加記念帖 / 水上瀧太郎著. -- 國文堂書店,1920.7. -- 2, 392p ; 19cm.

ミナミ カリフォルニア ニッ
ケイジン ショウギョウ カイ
ギショ

325.2:N18:v.1 南加州日本人史 / 南加日系人商業會議所著 ; [前篇], 後篇. -- 南加日系人商業
会議所,1956.1-1957.11. -- 2冊 : 27cm.

ミノベ, [カオル]
917.3:M66 あめりか大觀 / 美濃部董著. -- 明治圖書株式會社,1923.2. -- 4, 30, 398, 4p ; 

19cm.

ミノベ, タツキチ
342.73:M66 米國憲法の由来及特質 / 美濃部達吉著. -- 再版. -- 有斐閣. -- 6, 2, 199p ; 

22cm. -- (米國講座叢書 ; 第1編).

ミヤオカ, ケンジ
920.7:M68 旅芸人始末書 : 異国遍路 / 宮岡謙二著. -- 修道社,1959.7. -- 261p ; 19cm.

ミヤガワ, セツロウ
917.3:M68 米国の裏おもて / 宮川節郎著. -- 耕文堂,1920.12. -- 213p ; 18cm.

ミヤギ, ソウ
919.69:M68 ハワイ : 創作・紀行・随筆 / 宮城聰著. -- 改造社,1942.4. -- 4, 370p ; 19cm.

ミヤジマ, ミキノスケ
370:M68 北米巡禮三十三ケ所 / 宮島幹之助著. -- 科学知識普及会,1935. -- 86p : 図 ; 

23cm.

ミヤモト, ミチコ
915.2:M68 アメリカ人の日本人観 : 240人のアメリカ人とのインタビュー / 宮本美智子, 永沢ま

こと編. -- 草思社,1982.10. -- 269p ; 19cm.

ミヨシ, ジュウロウ
801:M68 日本および日本人 : 抵抗のよりどころは何か / 三好十郎著. -- 光文社,1954.4. --

 209p ; 19cm. -- (考える世代とともに ; 4).

ミワ, キミタダ
327.52:M68 日米関係の意識と構造 / 三輪公忠著. -- 南窓社,1974. -- 268p ; 20cm.

ムシャノコウジ, サネアツ
914:M98 欧米旅行日記 / 武者小路実篤著. -- 河出書房,1941.3. -- 317p : 図 ; 19cm.
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ムラガキ , ノリマサ
327.52:M97 航海日記 / 村垣淡路守範正著 ; 吉田常吉編. -- 時事通信社,1959.4. -- 292p, 

図版2枚 ; 17cm. -- (時事新書 ; . 日米両国関係史).

ムラカミ, コウジ
917.3:M97 亜米利加みやげ / 村上巧児著. -- 村上巧児,1930.7. -- 207p ; 19cm.

ムラカミ, ナオジロウ
952.023:M97:v.1 耶蘇會士日本通信 / 村上直次郎訳 ; 渡辺世祐註 ; 上. -- 再版. -- 駿南社, 

1931. -- 冊 ; 23cm. -- (異國叢書).

ムラカミ, ナオジロウ
952.023:M97:v.2 耶蘇會士日本通信 / 村上直次郎訳 ; 渡辺世祐註 ; 上, 下. -- 再版. -- 駿南社, 

1932. -- 2冊 ; 23cm. -- (異國叢書).

ムラセ, マサヨシ
630:M97 アメリカ・カナダの農業を見て : 日本農業団体代表団視察報告 / 村瀬雅芳編. -- 

日本農業団体訪米代表団,1970.11. -- 6, 286p ; 22cm.

ムラタ, キヨアキ
325.252:M97 後の留学生 / 村田聖明著. -- 図書出版社,1981.6. -- 275p ; 20cm.

ムラマツ, タケシ
917.3:M97 アメリカの憂鬱 / 村松剛著. -- 読売新聞社,1967. -- 222p ; 19cm.

ムラヤマ, タモツ
325.25:M97 アメリカ二世 : その苦難の歴史 / 村山有著. -- 時事通信社,1964. -- 270p 図版 ; 

18cm. -- (時事新書).

ムラヤマ, タモツ
325.252:M97 ハワイ二世 : 屈辱から栄光へ / 村山有著. -- 時事通信社,1966.12. -- 277p ; 

18cm. -- (時事新書).

ムラヤマ, タモツ
327.52:M97 修好事始 / 村山有著. -- 時事通信社,1960. -- 238p ; 18cm. -- (時事新書 ; . 日

米両国関係史).

ムロブセ, コウシン
917.3:M97 アメリカ : 其經濟と文明 / 室伏高信著. -- 先進社,1929. -- 473p : 図 ; 19cm.

メイオウ, マサコ
895.65:M51 ある女のグリンプス / 冥王まさ子著. -- 河出書房新社,1979.12. -- 179p ; 20cm.

モチズキ, ヨウコ
920.7:H52M ヘボンの生涯と日本語 / 望月洋子著. -- 新潮社,1987.4. -- 248p ; 20cm. -- (新

潮選書).
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ヤギ, ヨサブロウ
917.3:Y12 亜米利加見物 / 八木与三郎著. -- 玄文社,1920.8. -- 136p ; 19cm.

ヤスオカ, マサヒロ
910:Y29 世界の旅 / 安岡正篤著. -- 第一書房,1942.12. -- 372p ; 19cm.

ヤスダ, ゲンシロウ
895.644:Y29 白人の世界 : 長編小説 / 安田源四郎著. -- 政教社,1925.10. -- 2, 581p ; 20cm.

ヤダ, ソウウン
917.3:Y12 世界放心遊記 / 矢田挿雲著. -- 東光閣,1926.12. -- 564p : 図版 ; 20cm.

ヤブキ, ケイキ
915.2:Y11 外人の觀たる日本國民性 / 矢吹慶輝編. -- 中央教化団体聯合会,1934.2. -- 

417p ; 19cm.

ヤマウチ, ダイスケ
917.3:Y19 アメリカ感傷批評 / 山内大介著. -- 雷鳥社,1967. -- 302p ; 18cm.

ヤマガタ, イソオ
940.53:Y19 米國必敗 / 山縣五十雄著. -- 東京書房,1943.12. -- 94p ; 18cm.

ヤマガタ, イソオ
940.53:Y19 米國必敗 / 山縣五十雄著. -- 東京書房,1943.12. -- 94p ; 18cm.

ヤマザキ, マサカズ
917.3:Y19 病みあがりのアメリカ / 山崎正和著. -- サンケイ新聞社出版局,1975. -- 222p : 図

 ; 19cm.

ヤマシタ, エイイチ
378.52:Y19 グリフィスと福井 / 山下英一著. -- 福井県郷土誌懇談会,1979.8. -- 312,84p ; 

17cm. -- (福井県郷土新書 ; 5).

ヤマシタ, ショウニン
917.3:Y19 わが世の春 / 山下上人著. -- 実業之日本社,1964. -- 233p ; 19cm.

ヤマシタ, ソウエン
325.2:Y19 元年者移民ハワイ渡航史 : 渡布八十八周年記念 / 山下草園著. -- 米布時報社, 

1956. -- 130p ; 22cm.

ヤマシタ, ソウエン
325.252:Y19 日本人のハワイ / 山下草園著. -- 世界堂書店,1942. -- 408p ; 19cm.
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ヤマシタ, ソウエン
325.252:Y19 日本布哇交流史 / 山下草園著. -- 大東出版社,1943.1. -- 376p, 図版[4]p : 図版

 ; 19cm. -- (東亞文化叢書 ; 8).

ヤマシロ, マサオ
325.252:Y19 遠い対岸 : ある帰米二世の回想 / 山城正雄著. -- グロビュー社,1984.4. -- 305p 

; 19cm.

ヤマダ, アキオ
895.64:Y19 有島武郎 / 山田昭夫著. -- 明治書院,1966.1. -- 220p ; 18cm. -- (近代作家叢

書).

ヤマト, ヤスオ
811.008:Y19 アメリカ詩選 / 大和資雄譯. -- 新月社,1947. -- 228p ; 19cm. -- (英米名著叢書).

ヤマナカ, ミネタロウ
940.53:Y44 洋鬼アメリカ / 山中峯太郎著. -- 拓南社,[1943]. -- 295p ; 19cm.

ヤマノウチ, カズオ
917.3:Y19 轉落アメリカの全貌 / 山内一雄著. -- 高瀬書房,1933.3. -- 3, 10, 353p ; 19cm.

ヤマベ, ゴンロクロウ
917.3:Y19 外航見聞誌 / 山邊權六郎編. -- 汽關社,1890.7. -- 202p, 地図 ; 20cm.

ヤマモト, ノブヒロ
973:Y19 北米合衆圀史 / 山本信博著. -- 博文館,1907.5. -- 6, 310p ; 23cm. -- (帝國百

科全書 ; 第163編).

ユアサ, ヨゾウ
923.75:N69 新島襄傳 / 湯浅與三著. -- 改造社,1936.9. -- 376p, 図版[2]p ; 19cm. -- (偉人

傳全集 ; 第17巻).

ユザワ, トクジ
914:Y95 余が観たる 近の欧米 / 湯沢徳治著. -- 民友社,1930.12. -- 2, 2, 4, 14, 268p ; 

20cm.

ヨコミツ, リイチ
914:Y54 歐洲紀行 / 横光利一著. -- 創元社,1937.4. -- 378p : 図版8枚 ; 19cm.

ヨシエ, タカマツ
914.4:Y65 佛蘭西印象記 / 吉江孤雁著. -- 精華書院,1921.9. -- 292p ; 19cm.

ヨシカワ, コウジロウ
917.3:Y65 西洋のなかの東洋 / 吉川幸次郎著. -- 文藝春秋新社,1955.12. -- 190p ; 19cm.
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ヨシダ, クマジ
370:Y65 教育の米国 / 吉田熊次著. -- 冨山房,1918.1. -- 338p, 図4枚 ; 20cm.

ヨシダ, シゲル
952.033:Y65:v.1 回想十年 / 吉田茂著 ; 第1巻 - 第4巻. -- 新潮社,1957.7-1958.3. -- 4冊 ; 

20cm.

ヨシダ, シゲル
952.033:Y65:v.2 回想十年 / 吉田茂著 ; 第1巻 - 第4巻. -- 新潮社,1957.7-1958.3. -- 4冊 ; 

20cm.

ヨシダ, シゲル
952.033:Y65:v.3 回想十年 / 吉田茂著 ; 第1巻 - 第4巻. -- 新潮社,1957.7-1958.3. -- 4冊 ; 

20cm.

ヨシダ, シゲル
952.033:Y65:v.4 回想十年 / 吉田茂著 ; 第1巻 - 第4巻. -- 新潮社,1957.7-1958.3. -- 4冊 ; 

20cm.

ヨシノ, サクゾウ
917.3:Y65 現代米國 / 吉野作造編輯. -- 民友社,1916.4. -- 4, 4, 22, 314p ; 19cm. -- (現代

叢書).

ヨシムラ, アキラ
952.025:Y65 海の祭礼 / 吉村昭著. -- 文藝春秋,1986.10. -- 381p ; 20cm.

ヨシモリ, サネユキ
327.52:Y65 ハワイを繞る日米關係史 / 吉森實行. -- 文藝春秋社,1943.8. -- 269p ; 21cm.

ヨシヤ, ノブコ
914:Y65 異国點景 / 吉屋信子著. -- 民友社,1930. -- 354p ; 20cm.

ヨネヤマ ウメキチ センセ
イ デンキ カンコウカイ

952.025:Y55:v.1 米山梅吉選集 / [米山梅吉著] ; 米山梅吉先生伝記刊行会編 ; 上巻, 下巻. -- 青
山学院初等部,1960.5. -- 2冊 ; 22cm.

ヨネヤマ ウメキチ センセ
イ デンキ カンコウカイ

952.025:Y55:v.2 米山梅吉選集 / [米山梅吉著] ; 米山梅吉先生伝記刊行会編 ; 上巻, 下巻. -- 青
山学院初等部,1960.5. -- 2冊 ; 22cm.

ヨネヤマ, ウメキチ
952.025:Y55 幕末西洋文化と沼津兵學校 / 米山梅吉著. -- 米山梅吉,1934.4. -- 2, 4, 142, 

29p, 図版[4]枚 ; 20cm.

ヨミウリ シンブンシャ
917.3:Y54 これがアメリカだ / 読売新聞社編. -- 読売新聞社,1967. -- 278p ; 19cm.
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ライ, サンヨウ
952:R14 頼山陽上楽翁公書 / 樂翁公遺徳顕彰會 [編]. -- 樂翁公遺徳顕彰會,[1937.6解

説]. -- 1冊 ; 26cm.

ワカツキ, ヤスオ
325.2:W14 排日の歴史 : アメリカにおける日本人移民 / 若槻泰雄著. -- 中央公論社,1972.1. 

-- iii, 205p ; 18cm. -- (中公新書 ; 274).

ワカツキ, ヤスオ
325.2:W14 排日の歴史 : アメリカにおける日本人移民 / 若槻泰雄著. -- 中央公論社,1972.1. 

-- iii, 205p ; 18cm. -- (中公新書 ; 274).

ワダガキ, ケンゾウ
914:W11 西遊スケッチ / 和田垣謙三著. -- 四版. -- 至誠堂書店,1916.1. -- 24,461,21p ; 

20cm.

ワタナベ ミノジロウ
327.52:W32 華盛頓に於ける日本の敗戦英米争覇の犠牲 / 渡邊己之次郎 [著]. -- 大阪毎日

新聞社,1922.1. -- 248p ; 19cm.

ワタナベ, オトワ
910:W32 歐山米水 / 大橋又太郎著. -- 博文館,1900.12. -- 158p : 図版 ; 23cm.

ワタナベ, オトワ
914:W32 歐米小觀 / 大橋乙羽著. -- 博文館,1901.7. -- 214,40p : 図版 ; 16cm.

ワタナベ, トチロウ
917.3:W32 在外二年旅日記から / 渡辺十千郎著. -- 想泉閣,1924.6. -- 4, 5, 178p ; 20cm.

ワタナベ, ハルオ
335:W32 片山潜と共に / 渡辺春男著. -- 和光社,1955.1. -- 259p ; 19cm.

ワタナベ, リョウスケ
910.4:W32 周遊六萬粁 / 渡邊良助著. -- 東京開成館,1937.5. -- 138p 図版 ; 20cm.

ワタベ, シチロウ
996.9:W32 布哇歴史 / 渡部七郎著. -- 大谷教材研究所,1930.8. -- 410p : 図版 ; 20cm.

ワツジ, テツロウ
895.6:W34 初旅の記 / 和辻哲郎 [著]. -- 新潮社,1972.10. -- 205p ; 20cm.

ワツジ, テツロウ
917.3:W34 日本の臣道 ; アメリカの國民性 / 和辻哲郎著. -- 筑摩書房,1944.7. -- 86p ; 

18cm.
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ワツジ, テツロウ
917.3:W34 日本の臣道 ; アメリカの國民性 / 和辻哲郎著. -- 筑摩書房,1944.7. -- 86p ; 

18cm.

ワツジ, テル
920.71:W34W 和辻哲郎とともに / 和辻照著. -- 新潮社,1966.11. -- 399p : 図版 ; 20cm.

327.17:N59 日米問題特輯號. -- 太平洋文化協會,1925.7. -- 126p ; 23cm. -- (太平洋 ; 7月1
日).

　
327.73:T12 對米公憤號. -- 政教社,1924.5. -- 216p ; 26cm. -- (月刊日本及日本人 ; 第48

號).

　
327:K13 海外侵略號. -- 武侠世界社,1913.7. -- 8,8,160p ; 27cm. -- (武侠世界 ; 臨時増

刊 vol.2 no.10).

　
813.5:S55:v.2 新興文學全集 ; 日本篇 1 - 露西亜篇 3. -- 平凡社,1928-1930. -- 24冊 ; 19cm.

　
895.6:R16 楽翁公住吉奉納百首和歌. -- [書写者不明],[書写年不明1---]. -- 1冊 ; 27cm.

909.8:N69 日本と世界. -- 博文館,1917. -- 695 p. : 図版 ; 26 cm.. -- (太陽 ; 記念増刊 23
巻第7号).

917.3:A51 アメリカを考える. -- 財界展望新社,1972.1. -- 226p ; 26cm. -- (財界展望 ; 臨時
増刊).

917.3:F99 不死鳥 ; No.32, No.35. -- 南雲堂,1970-. -- 冊 ; 26cm.

917.3:F99 不死鳥 ; No.32, No.35. -- 南雲堂,1970-. -- 冊 ; 26cm.

917.3:F99 伏見宮貞愛親王殿下御渡米日記. -- [出版者不明],[19--?]. -- 2, 184p, 図版19
枚 ; 23cm.

917.3:H72 北米大陸. -- 中央公論社,1962. -- 432p, 原色図版 ; 18cm. -- (世界の旅 / 大宅
壮一,桑原武夫,阿川弘之編 ; 6).
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920.71:M96 宗廣卿と楽翁公. -- 白河町役場,1937.5. -- 17p ; 23cm.

940.53:M91 もし戦はば. -- 武侠社,1931.12. -- 265p : 図版 ; 23cm. -- (犯罪科学 ; 第2巻 第
14巻).

952.044:S47 占領軍が写した終戦直後の佐世保. -- 芸文堂,1983.10. -- 152p ; 27cm.
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