
「出版にまつわる本棚」会社史･団体史と、それに関わる人々の資料リスト

出版社

書　　　　　　名 編　　著　　者 発　行　者 発行年 請求記号 目次

あかね書房

あかね書房三十年のあゆみ あかね書房‖[編] あかね書房 1979 出版業/023.1ｱ 有

朝日新聞社

朝日新聞七十年小史 朝日新聞社‖編 朝日新聞社 1949 出版業/070ｱ 有

朝日新聞の九十年 朝日新聞社社史編修室‖編集 朝日新聞社 1969.3 出版業/070ｱ 有

朝日新聞出版局史 [朝日新聞社出版局‖編] 朝日新聞社出版局 1969.8 出版業/023ｱ

梓書房

本屋風情 岡/茂雄‖著 平凡社 1974 出版業/023.1

本屋風情 岡/茂雄‖著 中央公論社 1983.9 出版業/023.1

家の光協会

家の光の四十年 家の光‖[編] 家の光協会 1968.12 出版業/023.1ｲ

家の光五十年の人と動きと [家の光協会‖編] 家の光協会 1976.11 出版業/023.1ｲ

家の光六十年史 [家の光協会‖編] 家の光協会 1986 出版業/023ｲ

医学書院

医学書院2007
医学書院新社屋竣工記念誌編纂委員
会‖編集

医学書院 2007.4 出版業/023ｲ

まむしのたわごと 金原/一郎‖著 医学書院 1964 出版業/023.1ｶﾈ

医歯薬出版

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544135
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/shuppan_ni_matuwaru_hondana/mokuji_akaneshobou_1.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151126123
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/shuppan_ni_matuwaru_hondana/mokuji_asahishinbunsha_1.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151126125
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/shuppan_ni_matuwaru_hondana/mokuji_asahishinbunsha_2.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151107651
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544216
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544242
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544154
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544150
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151098337
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151100072
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544201


医歯薬出版七十年史 [医歯薬出版‖編] 医歯薬出版 1992.9 出版業/023ｲ

岩崎書店

追想岩崎徹太 岩崎徹太追想集刊行会‖編集 岩崎徹太追想集刊行会 1981.11 出版業/289.1ｲ

岩田書院

ひとり出版社「岩田書院」の舞台裏 2003〜2008 岩田/博‖著 岩田書院 2008.6 出版業/023

ひとり出版社「岩田書院」の舞台裏 Part3
　(2008〜2013)

岩田/博‖著 岩田書院 2013.8 出版業/023

岩波書店

岩波文庫物語 永遠の事業 山崎/安雄‖著 白凰社 1962 出版業/023.1ｲ

岩波書店五十年 岩波書店‖[編] 岩波書店 1963 出版業/023.1ｲ

岩波書店七十年 岩波書店 1987 出版業/023.1ｲ

岩波書店八十年 岩波書店‖編 岩波書店 1996 出版業/025.9ｲ

写真でみる岩波書店80年 岩波書店編集部‖編 岩波書店 1993.11 出版業/023ｲ

物語岩波書店百年史 1「教養」の誕生 岩波書店 2013.9 出版業/023ｲ

物語岩波書店百年史 2「教育」の時代 岩波書店 2013.10 出版業/023ｲ

物語岩波書店百年史 3「戦後」から離れて 岩波書店 2013.10 出版業/023ｲ

岩波茂雄傳 安倍/能成‖著 岩波雄二郎 1957.11 出版業/289.1ｲ

岩波茂雄 山崎/安雄‖著 時事通信社 1961 出版業/289.1ｲ

出版人の遺文 [1]　岩波書店 岩波茂雄 栗田書店 1968 出版業/023

惜櫟荘主人 一つの岩波茂雄伝 小林/勇‖著 岩波書店 1976 出版業/289.1ｲ

岩波茂雄 村上/一郎‖著 砂子屋書房 1982.2 出版業/289.1ｲ

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151107664
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151113336
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=150985538
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101545657
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101545657
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101555128
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544169
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544170
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=150258456
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151098378
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101557504
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101569537
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101569541
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151113331
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544188
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151104224
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151104211
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151104207


信州人物風土記・近代を拓く 4 銀河グラフティ　岩波茂雄 宮坂/勝彦‖編 銀河書房 1986.5 出版業/281.5ｲ

出版巨人創業物語 岩波/茂雄‖著 書肆心水 2005.12 出版業/023.1

岩波茂雄伝 安倍/能成‖著 岩波書店 2012.12 出版業/289.1ｲ

岩波茂雄 低く暮らし、高く想ふ 十重田/裕一‖著 ミネルヴァ書房 2013.9 出版業/289.1ｲﾜ

岩波茂雄 リベラル・ナショナリストの肖像 中島/岳志‖著 岩波書店 2013.9 出版業/289.1ｲﾜ

一本の道 小林/勇‖著 岩波書店 1975 出版業/289.1ｺ

一本の道 小林/勇‖著 岩波書店 2012.12 出版業/289.1ｺﾊﾞ

回想 小林勇 谷川/徹三‖編 井上/靖‖編 筑摩書房 1983.11 出版業/289.1ｺ

布川角左衛門事典
日本出版学会「布川角左衛門事典」
編集委員会‖編

「布川角左衛門事典」刊行
会

1998.1 出版業/023.1ﾇ

安江良介 その人と思想 安江良介追悼集刊行委員会‖編
「安江良介追悼集」刊行委
員会

1999.1 出版業/289.1ﾔ

理想の出版を求めて 一編集者の回想1963-2003 大塚/信一‖著 トランスビュー 2006.11 出版業/021.4

私の岩波物語 山本/夏彦‖著 文芸春秋 1994.5 出版業/023.1

内山書店

魯迅の愛した内山書店　上海雁ケ音茶館をめぐる国際連帯の物語 本庄/豊‖著 かもがわ出版 2014.2 出版業/289.1ｳﾁ

オーム社

オーム社75年史 オーム社75年史編纂委員会‖編 オーム社 1992.2 出版業/023ｵ

音楽之友社

音楽之友社25年のあゆみ 音楽之友社 1966.12 出版業/023.1ｵ 有

雄鶏社

雄鶏社40年のあゆみ 雄鶏社‖[編] 雄鶏社 1985.10 出版業/023.1ｵ

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151104206
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=106512437
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151479317
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101549242
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101557503
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101557503
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151479289
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544206
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=150350908
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=150773583
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=106553605
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=110696259
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101600332
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151098347
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544173
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/shuppan_ni_matuwaru_hondana/mokuji_ongakunotomosha_1.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544156


雄鶏社50年のあゆみ 雄鶏社‖[編] 雄鶏社 1995 出版業/023ｵ

御堂燈影 武内俊三回想録 武内やゑ子 1990.7 出版業/289.1ﾀ

偕成社

偕成社五十年の歩み 偕成社 1987 出版業/023ｶ

改造社

雑誌「改造」の四十年 関/忠果‖[ほか]編著 光和堂 1977 出版業/023.1ｶ

出版人の遺文 [2]　改造社 山本実彦 栗田書店 1968 出版業/023

改造社と山本実彦 松原/一枝‖著 南方新社 2000.4 出版業/289.1ﾔ

若き高杉一郎 改造社の時代 太田/哲男‖著 未來社 2008.6 出版業/910.26ﾀｶ

学習研究社

望洋 古岡秀人伝
岡本/文良‖著 古岡秀人伝編集委員
会‖編集

学研 1994 出版業/289.1ﾌ

角川書店

角川源義の時代 角川書店をいかにして興したか 鎗田/清太郎‖著 角川書店 1995.10 出版業/023.1ｶ

角川書店と私
角川書店創立五十周年記念出版編纂
委員会‖編

角川書店 1995 出版業/023.1ｶ

金尾文淵堂

金尾文淵堂をめぐる人びと 石塚/純一‖著 新宿書房 2005.2 出版業/023ｶ

ガリマール出版

ガストン・ガリマール フランス出版の半世紀
ピエール・アスリーヌ‖[著] 天野/
恒雄‖訳

みすず書房 1986.9 出版業/289.3ｶﾞ

河出書房

文学全集の黄金時代 河出書房の1960年代 田坂/憲二‖著 和泉書院 2007.11 出版業/023ｶ

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151098319
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151113334
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151098348
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101553034
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151104225
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=105109789
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=150981737
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544220
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151106219
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151106220
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=150662851
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151085955
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=150787462


教育出版

教育出版十五年史 検定教科書とともに
教育出版株式会社社史編集委員会‖
編集

教育出版 1963.5 出版業/023ｷ

共同通信社

共同通信社三十五年 共同通信社社史刊行委員会‖編集 共同通信社 1981 出版業/070.19ｷ 有

郷土出版社

私たちの全仕事 地方出版25年総目録&寄稿エッセイ 郷土出版社 1999.4 出版業/023ｷ

教文館

逞しき建設 石井/満‖著 教文館 1940 出版業/289.1ｲ

共立出版

共立出版六十年史 [共立出版‖編] 共立出版 1986.6 出版業/023ｷ

金原出版

目でみる金原の111年 金原創業111年記念会‖編纂 [金原出版] 1985.3 出版業/023.1ｶ

作輔の面影 金原おやじ追慕の会‖編纂 金原出版 1966.1 出版業/289.1ｶ

暮らしの手帳社

一銭五厘の旗 花森/安治‖著 暮しの手帖社 1978 出版業/023.1

花森安治の仕事 酒井/寛‖著 朝日新聞社 1988.11 出版業/289.1ﾊ

花森安治の編集室 唐沢/平吉‖著 晶文社 1997.9 出版業/289.1ﾊ

花森安治 <常識>を<非常識>に一変させた生活思想 暮しの手帖社 2004.1 出版業/289.1ﾊﾅ

花森安治の青春 馬場/マコト‖著 白水社 2011.9 出版業/289.1ﾊﾞ

花森安治の仕事 酒井/寛‖著 暮しの手帖社 2011.9 出版業/289.1ﾊ

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151107653
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544143
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/shuppan_ni_matuwaru_hondana/mokuji_kyoudoutsushinsha_1.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=150786719
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544207
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151107650
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544172
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151104212
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544255
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151104218
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=102268869
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=150541063
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151303122
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151304804


花森安治のデザイン 『暮しの手帖』創刊から30年間の手仕事
花森/安治‖[著] 暮しの手帖社‖編
集

暮しの手帖社 2011.12 出版業/022.5

花森安治 美しい「暮し」の創始者 河出書房新社 2011.12 出版業/289.1ﾊﾅ

花森安治伝 日本の暮しをかえた男 津野/海太郎‖著 新潮社 2013.11 出版業/289.1ﾊﾅ

「暮しの手帖」とわたし 大橋/鎭子‖著 暮しの手帖社 2010.5 出版業/023ｵ

勁草書房

女 ひと筋の道 出版人の妻・研究者として 逸見/久美‖著 オリジン出版センター 1981.5 出版業/289.1ｲ

研究社

研究社百年の歩み 研究社社史編集室‖編 研究社 2007.11 出版業/023ｹ

交詢社

交詢社現代史 財団法人交詢社 2007.03 出版業/065ｺ

交詢社の百二十五年 知識交換世務諮詢の系譜 財団法人交詢社 2007.03 出版業/065ｺ

講談社

講談社の歩んだ五十年 昭和編 社史編纂委員会‖編纂 講談社 1959 出版業/023ｺ

講談社の歩んだ五十年 明治・大正編 社史編纂委員会‖編纂 講談社 1959 出版業/023ｺ

講談社の80年 講談社八十年史編集委員会‖編集 講談社 1990 出版業/023.1ｺ

講談社の90年 1909 1999 講談社社史編纂委員会‖編集 講談社 2001.4 出版業/023ｺ

物語講談社の100年 第1巻　草創 講談社社史編纂室‖編纂 講談社 2010.1 出版業/023ｺ

物語講談社の100年 第2巻　発展 講談社社史編纂室‖編纂 講談社 2010.1 出版業/023ｺ

物語講談社の100年 第3巻　再生 講談社社史編纂室‖編纂 講談社 2010.1 出版業/023ｺ

物語講談社の100年 第4巻　拡大 講談社社史編纂室‖編纂 講談社 2010.1 出版業/023ｺ

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151368978
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151370950
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101573414
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151166125
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151104209
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151100076
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=150983264
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=150983261
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151098379
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151098380
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544174
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=150576751
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151149441
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物語講談社の100年 第5巻　躍進 講談社社史編纂室‖編纂 講談社 2010.1 出版業/023ｺ

物語講談社の100年 第6巻　伸張 講談社社史編纂室‖編纂 講談社 2010.1 出版業/023ｺ

物語講談社の100年 第7巻　展開 講談社社史編纂室‖編纂 講談社 2010.1 出版業/023ｺ

物語講談社の100年 第8巻　安定 講談社社史編纂室‖編纂 講談社 2010.1 出版業/023ｺ

物語講談社の100年 第9巻　充実 講談社社史編纂室‖編纂 講談社 2010.1 出版業/023ｺ

物語講談社の100年 DVD [講談社社史編纂室‖編纂] 講談社 2010.1 出版業/023ｺ

物語講談社の100年 年表・資料 講談社社史編纂室‖編纂 講談社 2010.1 出版業/023ｺ

出版王国<講談社> 情報の宝庫はいかにしてつくられたか 伊藤/友八郎‖著 オーエス出版 1994.10 出版業/023ｺ

しのぶ草 野間左衛追悼録 野間左衛追悼録編纂会‖編纂 野間左衛追悼録編纂会 1957.8 出版業/289.1ﾉ

栄えゆく道 野間/清治‖著 大日本雄弁会講談社 1932 出版業/289.1ﾉ

積悪の雑誌王 野間清治の半生 芝野/山人‖編著 芝園書房 1936 出版業/289.1ﾉ

私の半生 野間/清治‖著 千倉書房 1936 出版業/289.1ﾉ

野間清治言志録 野間/清治‖[著] 大日本雄弁会講談社 1939.10 出版業/049ﾉ

人間野間清治 辻/平一‖著 講談社 1960 出版業/289.1ﾉ

出版人の遺文 [3]　講談社 野間清治 栗田書店 1968 出版業/023

出版巨人創業物語 野間/清治‖著 書肆心水 2005.12 出版業/023.1

追悼野間省一 野間省一追悼集刊行委員会‖編纂 講談社 1985 出版業/289.1ﾉ

野間省一伝 野間省一伝編纂室‖編纂 講談社 1996.7 出版業/289.1ﾉ

少年倶楽部時代 編集長の回想 加藤/謙一‖著 講談社 1968 出版業/021.4

緑なす音羽の杜に 2野間省一社長と私たち 講談社社友会幹事会 1996.7 出版業/023ﾉ
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光文社

カッパ軍団をひきいて 魅力を売りつづけた男たちのドラマ 神吉/晴夫‖著 学陽書房 1976 出版業/023ｶ

カッパ大将 神吉晴夫奮戦記 片柳/忠男‖著 オリオン社出版部 1962.9 出版業/289.1ｶ

光文社争議団 出版帝国の“無頼派”たち、2414日の記録 光文社闘争を記録する会‖著 社会評論社 1977 出版業/366.6

カッパ・ブックスの時代 新海/均‖著 河出書房新社 2013.7 出版業/023.1

カッパ兵法 人間は一回しか生きない 神吉/晴夫‖著 華書房 1966.12 出版業/023.1

日日是好日 追想の五十嵐勝弥 光文社‖編纂 光文社 1976 出版業/289.1ｲ

マスコミの眼がとらえたカッパの本 <創作出版>の発生とその進展 加藤/一夫‖編集 光文社 1968 出版業/023.1ｺ

水心魚心 追想の茂木茂 光文社‖編纂 光文社 1959.10 出版業/289.1ﾓ

小山書店

ひとつの時代 小山書店私史 小山/久二郎‖著 六興出版 1982.12 出版業/023.1

ゴランツ書店

ゴランツ書店 ある出版社の物語1928-1978
シーラ・ホッジズ‖著 奥山/康治‖
訳 三沢/佳子‖訳

晶文社 1985.10 出版業/023.6ｺﾞ

櫻井書店

出版の意気地 櫻井均と櫻井書店の昭和 櫻井/毅‖著 西田書店 2005.8 出版業/023ｻ

沙羅書店

石塚友二伝 俳人・作家・出版人の生涯 清田/昌弘‖著 沖積舎 2001.12 出版業/911.3ｲ

三省堂

三省堂の百年 三省堂百年記念事業委員会‖編集 三省堂 1982 出版業/023.1ｻ

辞書生活五十年史 斎藤/精輔‖著 図書出版社 1991.11 出版業/289.1ｻ
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実業之日本社

実業之日本社七十年史 実業之日本社‖[編] 実業之日本社 1967 出版業/023.1ｼﾞ 有

実業之日本社百年史 実業之日本社社史編纂委員会‖編集 実業之日本社 1997.12 出版業/023ｼﾞ

実業之日本社百年図書総目録 実業之日本社社史編纂委員会‖編集 実業之日本社 1997.12 出版業/025.9ｼﾞ

増田義一追懐録 実業之日本社 1950 出版業/289.1ﾏ

社会思想社

社会思想社小史 20年の歩み 社会思想社‖[編] 社会思想社 1967.12 出版業/023ｼ

ジヤパンタイムズ

The Japan Timesものがたり 文久元年(1861)から現代まで 長谷川/進一‖編 ジヤパンタイムズ 1966 出版業/070.67ｼﾞ

集英社

集英社70年の歴史 社史編纂室‖編集 集英社 1997.8 出版業/023ｼ

わが出版回顧録 鈴木/省三‖著 柏書房 1986.12 出版業/023.1ｽ

出版ニュース社

出版ニュース社の五十年 出版ニュース社‖[編] 出版ニュース社 2000.12 出版業/023ｼ

主婦の友社

主婦の友社の六十年 主婦の友社・関連五社・財団 主婦の友社‖編 主婦の友社 1977 出版業/023ｼ

主婦の友社八十年史 主婦の友社社史編纂委員会‖編集 主婦の友社 1996 出版業/023ｼ

主婦の友社八十年図書総目録 主婦の友社社史編纂委員会‖編集 主婦の友社 1996 出版業/023ｼ

わが愛する生活 石川/武美‖著 主婦之友社 1941 出版業/159.6ｲ

わが愛する事業 石川/武美‖著 主婦之友社 1944 出版業/023.9ｲ
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出版人の遺文 [4]　主婦の友社 石川武美 栗田書店 1968 出版業/023

ひとすじの道 主婦の友社創業者・石川武美の生涯 吉田/好一‖著 主婦の友社 2001.9 出版業/289.1ｲ

春陽堂

春陽堂物語 春陽堂をめぐる明治文壇の作家たち 山崎/安雄‖著 春陽堂書店 1969 出版業/023.1ｼ

小学館

小学館五十年史年表 一九二二年-一九七二年 (株)小学館社史調査委員会‖編集 小学館社史調査委員会 1975.8 出版業/023ｼ

小学館の80年 1922〜2002 小学館総務局社史編纂室‖編集 小学館 2004.5 出版業/023ｼ

わたしの戦後出版史
松本/昌次‖著 上野/明雄‖聞き手
鷲尾/賢也‖聞き手

トランスビュー 2008.8 出版業/023.1ﾏ

彰国社

彰国社創立五十周年 [彰国社‖編] 彰国社 1982 出版業/023.1ｼ 有

書肆ユリイカ

われ発見せり 書肆ユリイカ・伊達得夫 長谷川/郁夫‖著 書肆山田 1992.6 出版業/023ﾀﾞ

書肆ユリイカの本 田中/栞‖著 青土社 2009.9 出版業/023ｼ

書物展望社

書痴斎藤昌三と書物展望社 八木/福次郎‖著 平凡社 2006.1 出版業/289.1ｻ

新教出版社

一本の道 [正]キリスト教出版70年の歩み 秋山/憲兄‖著 新教出版社 2010.3 出版業/023.1ｱ

新興出版社啓林館

新興出版社啓林館20年史 創業20年史編集委員会‖編集 新興出版社啓林館 1967 出版業/023ｼ

新潮社
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新潮社四十年 新潮社出版部‖編集 新潮社 1936 出版業/023.1ｼ 有

新潮社七十年 [新潮社‖編] 新潮社 1966 出版業/023.1ｼ 有

新潮社八十年図書総目録 小田切/進‖編纂 新潮社 1976 出版業/023.1ｼ 有

新潮社八十年小史 百目鬼/恭三郎‖著 新潮社 1977 出版業/023ｼ

新潮社九十年小史 百目鬼/恭三郎‖著 新潮社 1986 出版業/023.1ｼ 有

新潮社一〇〇年 新潮社‖編 新潮社 2005.11 出版業/023ｼ

佐藤義亮伝 新潮社 1953 出版業/289.1ｻ

出版人の遺文 [5]　新潮社 佐藤義亮 栗田書店 1968 出版業/023

出版巨人創業物語 佐藤/義亮‖著 書肆心水 2005.12 出版業/023.1

出版の魂 新潮社をつくった男・佐藤義亮 高橋/秀晴‖著 牧野出版 2010.3 出版業/289.1ｻ

住まいの図書館出版局

植田実の編集現場 建築を伝えるということ 花田/佳明‖著 ラトルズ 2005.5 出版業/520ｳ

世界思想社

出版五十年創業者の理念と記録 高島/国男‖編著 世界思想社 1998.11 出版業/289.1ﾀ

世界文化社

世界文化社50年史 不離花下路 世界文化社50年史編纂委員会‖編集 世界文化社 1996.6 出版業/023ｾ

誠文堂新光社

礎 小川/菊松‖著 誠文堂新光社 1941.6 出版業/023.1ｵ

出版興亡五十年 小川/菊松‖著 誠文堂新光社 1953 出版業/023.1ｵ

出版の面白さむずかしさ 小川/菊松‖著 誠文堂新光社 1959.2 出版業/023.1
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日本出版界のあゆみ 小川/菊松‖著 誠文堂新光社 1962 出版業/023.1

おやじさん 小川菊松追悼録 鈴木/艮‖編纂 誠文堂新光社 1963 出版業/289.1ｵ

青林書院

青林書院35年史 青林書院‖[編] 青林書院 1989 出版業/023.1ｾ

増進堂受験研究社

株式会社増進堂受験研究社創業80周年 増進堂・受験研究社‖[編] 増進堂・受験研究社 1969.11 出版業/023ｿﾞ

増進堂百年の歩み 増進堂百年の歩み編纂委員会‖編 増進堂・受験研究社 1995.11 出版業/023ｿﾞ

第一書房

第一書房 長谷川巳之吉 林/達夫‖[ほか]編著
日本エディタースクール出
版部

1984.9 出版業/023.1ﾊ

美酒と革囊 第一書房・長谷川巳之吉 長谷川/郁夫‖著 河出書房新社 2006.8 出版業/023ﾊ

第一法規出版

第一法規出版株式会社七十年史 [第一法規出版‖編] 第一法規出版 1973.10 出版業/023ﾀﾞ

大修館書店

大修館書店90年 1918▷2008 [大修館書店‖編] 大修館書店 2008.9 出版業/023ﾀ

大日本図書

大日本図書百年史 社史からみた日本の教育史 矢作/勝美‖編著 大日本図書 1992 出版業/023ﾀﾞ

ダイヤモンド社

七十五年史 社史編纂委員会‖編纂 ダイヤモンド社 1988 出版業/023ﾀﾞ

私の雑誌経営 石山/賢吉‖著 ダイヤモンド社 1953 出版業/023ｲ

回顧七十年 石山/賢吉‖著 ダイヤモンド社 1958 出版業/289.1ｲ
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雑誌経営五十年 石山/賢吉‖著 ダイヤモンド社 1963.5 出版業/289.1ｲ

石山賢吉物語 生涯一記者を貫いて 石山賢吉記念顕彰会‖編著 石山賢吉記念顕彰会 2007.9 出版業/289.1ｲｼ

大和書房

大和書房三十年のあゆみ 大和書房‖[編] 大和書房 1991 出版業/023ﾀﾞ

筑摩書房

筑摩書房の三十年 筑摩書房‖[編] 筑摩書房 1970 出版業/023ﾁ

筑摩書房の三十年 1940-1970 和田/芳恵‖著 筑摩書房 2011.3 出版業/023ﾁ

筑摩書房それからの四十年 1970-2010 永江/朗‖著 筑摩書房 2011.3 出版業/023ﾁ

黒衣の面目 編集の現場から 柏原/成光‖著 風濤社 1997.6 出版業/914.6ｶ

出版に生きる 柏原/成光‖著 風濤社 1999.9 出版業/023ｶ

本とわたしと筑摩書房 柏原/成光‖著 パロル舎 2009.6 出版業/023ﾁ

回想の古田晁 筑摩書房 1974 出版業/289.1ﾌ

中央公論事業出版

小さな会社中央公論事業出版の15年史 中央公論事業出版‖[編] 中央公論事業出版 1972.10 出版業/023.1ﾁ

中央公論社

中央公論社七十年史 中央公論社‖編 中央公論社 1955 出版業/023.1ﾁ 有

中央公論社の八十年 中央公論社‖[編] 中央公論社 1965 出版業/023ﾁ

婦人公論の五十年 中央公論社 1965 出版業/051.7ﾁ

中央公論社と私 粕谷/一希‖著 文芸春秋 1999.11 出版業/023ﾁ

出版人の遺文 [6]　中央公論社 嶋中雄作 栗田書店 1968 出版業/023
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雲か山か 雑誌出版うらばなし 牧野/武夫‖著 学風書院 1956 出版業/023.1

中央大学出版部

中央大学出版部四十年の歩み 中央大学出版部‖編 中央大学出版部 1988 出版業/023.1ﾁ 有

中教出版

中教出版十年史 [中教出版‖編] 中教出版 1953 出版業/023ﾁ

通信社

通信社史 通信社史刊行会‖編 通信社史刊行会 1958 出版業/692ﾂ

築地書館

めぐりあいし人びと 築地書館の50年 土井/庄一郎‖著 築地書館 2006.3 出版業/023ﾂ

社会思想社社

回想・土屋實 土屋実回想集刊行会‖編集 [土屋実回想集刊行会] 1983.12 出版業/289.1ﾂ

東京書籍

教科書の変遷 東京書籍五十年の歩み
東京書籍株式会社社史編集委員会‖
編集

東京書籍 1959 出版業/023.1ﾄ

近代教科書の変遷 東京書籍七十年史
東京書籍株式会社社史編集委員会‖
編

東京書籍 1980 出版業/023ﾄ

東京書籍90年のあゆみ ： 1909～1999
東京書籍90周年記念誌編集委員会企
画・編集・制作

東京書籍 1999.10 出版業/023ﾄ

東京大学出版会

十七年の歩み 東京大学出版会 東京大学出版会 1969 出版業/023.1ﾄ

東京大学出版会四十年の歩み 東京大学出版会‖[編] 東京大学出版会 1991 出版業/023ﾄ

東京大学出版会50年の歩み [東京大学出版会‖編] 東京大学出版会 2001.5 出版業/023ﾄ

大学出版の日々 石井/和夫‖著 東京大学出版会 1988.7 出版業/023
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東京堂

ものがたり・東京堂史 明治、大正・昭和にわたる出版流通の歩み 田中/治男‖著 東販商事 1975 出版業/023ﾄ

東京堂百年の歩み 東京堂‖[編] 東京堂 1990 出版業/023ﾄ

東京堂百二十年史 [東京堂‖編] 東京堂 2010.6 出版業/023ﾄ

業務日誌余白 わが出版販売の五十年 松本/昇平‖著 新文化通信社 1981.2 出版流通/024.1ｼ

東洋経済新報社

東洋経済新報言論六十年 小倉/政太郎‖編 東洋経済新報社 1955 出版業/051.3ﾄ

東洋経済新報社百年史
東洋経済新報社百年史刊行委員会‖
編集

東洋経済新報社 1996.9 出版業/023ﾄ

同文舘出版

風雪八十年 同文館創業八十周年史 [同文舘‖編] 同文舘出版 1976 出版業/023ﾄﾞ

徳間書店

徳間書店の30年 1954-1983 徳間書店社史編纂委員会‖編集 徳間書店 1984.2 出版業/023.1ﾄ

飲水思源 メディアの仕掛人、徳間康快 佐高/信‖著 金曜日 2012.10 出版業/289.1ﾄｸ

中山書店

中山書店四十年の歩み ひとつの出版理念のもとに 「四十年史」編纂委員会‖編集 中山書店 1988 出版業/023.1ﾅ

南方新社

地域と出版 南方新社の十年を巡って 向原/祥隆‖編著 南方新社 2004.5 出版業/023.1ﾅ

二玄社

二玄社の五十年 [二玄社‖編] 二玄社 2005.3 出版業/023ﾆ

日経事業出版社
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日経事業出版社10年史 日経事業出版社10年史編集委員会 日経事業出版社 1991 出版業/023.1ﾆ

日本加除出版

日本加除出版創立三十年誌 [日本加除出版‖編] 日本加除出版 1973.5 出版業/023ﾆ

日本経済評論社

神保町の窓から 栗原/哲也‖著 影書房 2012.10 出版業/023.1

西谷能雄 本は志にあり 頑迷固陋の全身出版人 西谷/能雄‖著 松本/昌次‖編 日本経済評論社 2009.6 出版業/289.1ﾆ

日本実業出版社

日本実業出版社のあゆみ 巻3 出版のチャレンジャーとして 社史編纂委員会‖編著 日本実業出版社 2002.5 出版業/023ﾆ

日本放送出版協会

日本放送出版協会70年のあゆみ 日本放送出版協会‖編集 日本放送出版協会 2001.4 出版業/023ﾆ

農山漁村文化協会

社団法人農山漁村文化協会三十五年史 農山漁村文化協会‖編集・製作 農山漁村文化協会 1976.5 出版業/610.6ﾉ

農文協五十年史 [本編] 近藤/康男‖編著 農山漁村文化協会 1990.4 出版業/610.6ﾉ

農文協五十年史 [別冊]農文協刊行図書年表 近藤/康男‖編著 農山漁村文化協会 1990.4 出版業/610.6ﾉ

農文協五十年史 資料編 近藤/康男‖編 農山漁村文化協会 1990.4 出版業/610.6ﾉ

農文協六十年略史 近藤/康男‖編著 農山漁村文化協会 2000.4 出版業/610.6ﾉ

博文館

博文館五十年史 坪谷/善四郎‖著 博文館 1937 出版業/023ﾊ

近代出版文化を切り開いた出版王国の光と影 博文館興亡六十年 田村/哲三‖著 法学書院 2007.11 出版業/023ﾊ

大橋佐平翁伝 坪谷/善四郎‖著 博文館 1932 出版業/289.1ｵ
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大橋佐平翁伝 坪谷/善四郎‖著 栗田出版会 1974 出版業/289.1ｵ

龍の如く 出版王大橋佐平の生涯 稲川/明雄‖著 博文館新社 2005.3 出版業/289.1ｵ

大橋新太郎伝 坪谷善四郎 博文館新社 1985 出版業/289.1ｵ

随筆回顧集 坪谷/水哉‖著 博文館 1938 出版業/289.1ﾂ

山本留次翁言行録 濱田/徳太郎‖編 博進社 1954.8 出版業/289.1ﾔ

博文館『太陽』の研究 鈴木/正節‖著 アジア経済研究所 1979.5 出版業/023.1ﾊ

白水社

白水社50年のあゆみ 白水社‖[編] 白水社 1966 出版業/023.1ﾊ

白水社70年のあゆみ 白水社‖編集 白水社 1987.10 出版業/023ﾊ

寺村五一 白水社 1978 出版業/289.1ﾃ

橋立書店（キディランド）

風 橋立孝一郎の軌跡 橋立 久枝 ポプラ社 2004.10 出版業/289.1ﾊ

ひかりのくに

ひかりのくに50年史 ひかりのくに株式会社‖編集 ひかりのくに 1995 出版業/023ﾋ

美術出版社

追想大下正男 「追想大下正男」編纂委員会‖編纂 美術出版社 1967.2 出版業/289.1ｵ

冨山房

冨山房 冨山房‖編集 冨山房 1932 出版業/023.1ﾌ 有

冨山房五十年 冨山房‖編輯 冨山房 1936 出版業/023ﾌ

坂本嘉治馬自傳 坂本/嘉治馬‖[著] 坂本/守正‖編 冨山房 1939.8 出版業/289.1ｻ
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出版人の遺文 [7]　冨山房 坂本嘉治馬 栗田書店 1968 出版業/023

福武書店→：ベネッセコーポレーション

福武の心 ひとすじの道 福武/哲彦‖[著] 福武書店‖編集 福武書店 1985.1 出版業/023.1

文芸春秋社

文藝春秋三十五年史稿 文藝春秋新社 1959.4 出版業/023ﾌﾞ

文芸春秋史稿 三十七年の歩み [文芸春秋‖編] 文芸春秋新社 1960 出版業/023.1ﾌﾞ

文芸春秋六十年の歩み [文芸春秋‖編] 文芸春秋 1982.1 出版業/023.1ﾌﾞ 有

文芸春秋七十年史 本篇 文芸春秋‖著 文芸春秋 1991 出版業/023ﾌﾞ

文芸春秋七十年史 資料篇 文芸春秋‖著 文芸春秋 1994 出版業/023ﾌﾞ

文藝春秋の八十五年 文藝春秋‖著 文藝春秋 2006.12 出版業/023ﾌﾞ

池島信平文集 池島/信平‖著 文芸春秋 1973 出版業/289.1ｲ

菊池寛伝 鈴木/氏亨‖著 実業之日本社 1937 出版業/910.26ｷ

形影 菊池寛と佐佐木茂索 松本/清張‖著 文芸春秋 1982.10 出版業/289.1ｷ

雑誌記者 池島信平 塩沢/実信‖著 文芸春秋 1984.11 出版業/021.4ｲｹ

文藝春秋編集長 菊池寛の心を生きた池島信平 塩澤/実信‖著 展望社 2005.9 出版業/289.1ｲ

平凡社

平凡社六十年史 平凡社教育産業センター‖編集 平凡社 1974 出版業/023ﾍ

みどりの日記
[下中/みどり‖著] 下中/弥三郎‖
編

[下中弥三郎] 1955 出版業/289.1ｼ

下中弥三郎事典 下中弥三郎伝刊行会‖編集 平凡社 1965 出版業/289.1ｼ

出版人の遺文 [8]　平凡社 下中弥三郎 栗田書店 1968 出版業/023
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平和に架ける虹 人間・下中弥三郎 立石/巖‖作 東京印書館 1991.4 出版業/289.1ｼ

平凡出版→：マガジンハウス

読者とともに20年 平凡出版株式会社小史 平凡出版‖[編] 平凡出版 1965.10 出版業/023.1ﾍ

平凡通信この10年 平凡出版株式会社小史 平凡出版‖[編] 平凡出版 1970.11 出版業/023ﾍ

岩堀喜之助を偲ぶ
平凡出版内岩堀喜之助回想録刊行委
員会‖企画編集

平凡出版 1983 出版業/289.1ｲ

ベネッセコーポレーション→：福武書店

ベネッセコーポレーション 1955-2005 ベネッセコーポレーション‖編集 ベネッセコーポレーション 2005.1 出版業/023ﾍﾞ

ペヨトル工房

ペヨトル興亡史 ボクが出版をやめたわけ 今野/裕一‖[ほか]著 冬弓舎 2001.7 出版業/023.1

ペンギンブックス

ペンギン帝国を築いた男
J・E・モーパーゴ‖[著] 行方/昭夫
‖訳

中央公論社 1981.11 出版業/289.3ﾚ

保育社

私の履歴書 今井/竜雄‖著 保育社 1989 出版業/289.1ｲ

法蔵館

仏教書出版三六〇年 [法蔵館‖編] 法蔵館 1978.11 出版業/023ﾎ

芳文社

芳文社20年の歩み [芳文社‖編] 芳文社 1970.7 出版業/023ﾎ

北隆館

北隆館五十年を語る 福田/良太郎‖著 北隆館 1940 出版業/023ﾎ

毎日新聞社
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週刊誌五十年 サンデー毎日の歩み 野村/尚吾‖著 毎日新聞社 1973 出版業/051ﾏ

久富達夫 久富達夫追想録編集委員会‖編纂 久富達夫追想録刊行会 1969.12 出版業/289.1ﾋ

マガジンハウス→：平凡出版

編集の砦 平凡出版とマガジンハウスの一万二〇〇〇日 塩澤/幸登‖著 茉莉花社 2014.4 出版業/051.6

マガジンハウスを創った男岩堀喜之助 新井/恵美子‖著 出版ニュース社 2008.2 出版業/289.1ｲ

二人で一人の物語 マガジンハウスの雑誌づくり 清水/達夫‖著 出版ニュース社 1985.10 出版業/023.1ｼ

雑誌の王様 評伝・清水達夫と平凡出版とマガジンハウス 塩澤/幸登‖著 茉莉花社 2013.6 出版業/289.1ｼﾐ

光村図書出版

光村図書出版五十五年史 社史編纂室‖編集 光村図書出版 2004.11 出版業/023ﾐ

ミネルヴァ書房

わたしの旅路 杉田/信夫‖著 ミネルヴァ書房 1998.9 出版業/290.9ｽ

未来社

ある軌跡 未来社15年の記録 未来社‖[編] 未来社 1967 出版業/023.1ﾐ 有

ある軌跡 未来社20年の記録 未来社‖[編] 未来社 1972 出版業/023.1ﾐ 有

ある軌跡 未来社25年の記録 未来社‖[編] 未来社 1976 出版業/023.1ﾐ 有

ある軌跡 未来社30年の記録 未来社‖[編] 未来社 1982 出版業/023ﾐ

ある軌跡 未来社60年の記録 未来社‖[編] 未来社 2011 出版業/023ﾐ

出版のこころ 西谷/能雄‖[著] 未来社 1979 出版業/023.1

わたしの戦後出版史
‖著 上野/明雄‖聞き手 鷲尾/賢也
‖聞き手

トランスビュー 2008.8 出版業/023.1ﾏ

民友社
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民友社の研究 同志社大学人文科学研究所‖編 雄山閣 1977 出版業/023.1ﾐ

明治書院

明治書院百年史 明治書院‖著 明治書院 1997 出版業/023ﾒ

雄山閣

雄山閣八十年 雄山閣‖[編] 雄山閣出版 1997 出版業/023ﾕ

有斐閣

有斐閣百年史 矢作/勝美‖編著 有斐閣 1980 出版業/023ﾕ

有斐閣百年史 追録1　創業101〜110年 有斐閣‖編 有斐閣 1988.12 出版業/023ﾕ

有斐閣百年史 追録2　創業111〜120年 有斐閣‖編 有斐閣 1998.5 出版業/023ﾕ

有斐閣百年史 追録3　創業121〜130年 有斐閣‖編 有斐閣 2008.11 出版業/023ﾕ

読売新聞社

読売新聞八十年史 読売新聞社 1955 出版業/070ﾖ

早稲田大学出版部

早稲田大学出版部100年小史 早稲田大学出版部‖編 早稲田大学出版部 1986 出版業/023.1ﾜ 有

出版関係団体

大阪出版協同組合

大阪出版六十年のあゆみ 脇阪/要太郎‖著 大阪出版協同組合 1966 出版業/023.1ｵ

教育図書出版会

道程 教育図書出版会三十年の軌跡
教育図書出版会三十周年委員会‖編
纂

教育図書出版会 1995 出版業/023ｷ

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101511550
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=150271734
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=150287460
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151098336
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151472245
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=150529109
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151100077
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544157
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544164
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/files/findbook/shuppan_ni_matuwaru_hondana/mokuji_wasedadaigakushuppanbu_1.pdf
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151098330
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151098318


工学書協会

工学書協会20年の歩み 工学書協会‖[編] 工学書協会 1968.12 出版業/023.1ｺ 有

工学書協会30年の歩み 須長/文夫‖編纂 工学書協会 1979.10 出版業/023ｺ

出版団体梓会

出版団体梓会二十五周年史 [梓会‖編] 梓会 1973.9 出版業/023.1ｼ

社団法人出版梓会五十周年史 昭和五十八年〜平成十年 林/邦夫‖編・著 出版梓会 1998.12 出版業/023ｼ

出版七日会

絆 出版七日会四十年の歩み [出版七日会‖編] 出版七日会 1990.12 出版業/023ｼ

出版文協

田中四郎氏を偲ぶ 出版文協時代とその前後 「田中四郎氏を偲ぶ」刊行会‖編集
「田中四郎氏を偲ぶ」刊行
会

1974 出版業/289.1ﾀ

出版文化国際交流会

PACE40年の歩み 創立40周年記念特別号 [出版文化国際交流会‖編] 出版文化国際交流会 1994 出版業/023ｼ

出版文化国際交流会50年史 [出版文化国際交流会‖編] 出版文化国際交流会 2003.10 出版業/023

大学出版部協会

日本大学出版部協会40年の歩み
　大学と社会を結ぶ知のネットワーク

日本大学出版部協会‖編集 日本大学出版部協会 2003.12 出版業/023ﾀﾞ

有限責任中間法人大学出版部協会45年の歩み 大学と社会を結ぶ知のネッ
トワーク

大学出版部協会‖編集 大学出版部協会 2008.12 出版業/023ﾀﾞ

一般社団法人大学出版部協会50年の歩み 大学と社会を結ぶ知のネット
ワーク

大学出版部協会‖編集 大学出版部協会 2013.5 出版業/023

日本雑誌協会

日本雑誌協会史 第1部　大正・昭和前期
日本雑誌協会史第一部大正・昭和前
期編集委員会‖編纂

日本雑誌協会 1968.9 出版業/023.1

日本雑誌協会二十年史 自昭和四十一年至昭和五十年
日本雑誌協会二十年史編集委員会‖
編纂

日本雑誌協会 1981 出版業/023.1
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日本雑誌協会日本書籍出版協会50年史 1956→2007
『50年史』編集委員会‖編集 『50
年史』編集委員会‖編集

日本雑誌協会 2007.11 出版業/023.1ﾆ

日本出版学会

出版学の現在 日本出版学会1969-2006年の軌跡 日本出版学会35年史刊行委員会‖編 朝陽会 2008.4 出版業/023ﾆ

日本出版クラブ

日本出版クラブ三十年史 戦後出版史への一証言 小宮山/量平‖編集 日本出版クラブ 1987.2 出版業/023ﾆ

日本書籍出版協会

日本書籍出版協会十年史
日本書籍出版協会十年史編纂委員会
‖編纂

日本書籍出版協会 1967 出版業/023ﾆ

日本書籍出版協会三十年史
日本書籍出版協会三十年通史実行委
員会‖編纂

日本書籍出版協会 1987 出版業/023.1ﾆ 有

製本関連会社

ダイニック

新しい流れのなかで 日本クロス創立55周年-ダイニック元年
ダイニック創立55周年記念出版委員
会‖企画

ダイニック 1974 出版業/586

いろ メディアとしてのはたらき
吉田/光邦‖著 ダイニック創立55周
年記念出版委員会‖企画

ダイニック 1974 出版業/586

ダイニック70年史 [ダイニック‖編] ダイニック 1990 出版業/586

ダイニック80年史 80周年史編纂委員会‖編纂 ダイニック 2000.8 出版業/586

製本関連団体

東京都製本工業組合

東京都製本工業組合百年史 記念史編纂委員会‖編集 東京都製本工業組合 2000.12 出版業/022.8
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製紙会社

王子製紙

製紙業の100年 紙の文化と産業 王子製紙 1973 出版業/585.5

竹尾

紙とデザイン 竹尾ファインペーパーの五〇年 竹尾 2000.4 出版業/585.7

SUPER HEADS' TAKEO PAPER SHOW 2009 竹尾‖編 朝日新聞出版 2009.12 出版業/585

特種製紙

特種製紙五十年史 特種製紙五十年史編纂委員会‖編集 特種製紙 1976.11 出版業/585.5

博進社

紙業界五十年 博進社 1937 出版業/585

本州製紙

本州製紙社史 48年の軌跡
総務部社史編纂室本州製紙社史編纂
委員会‖編集

王子製紙 1999.4 出版業/585

丸大紙業

回顧五十年 丸大紙業株式会社編集室‖編集 丸大紙業 1972.12 出版業/585.5

製紙関連団体

東京製紙原料協同組合

東京製紙原料協同組合五十年史 東京製紙原料協同組合‖編 編所 1998.10 出版業/585.3ﾄ

東京製本紙工業協同組合

東京製本紙工業協同組合六十五周年記念史 東京製本紙工業協同組合 1966 出版業/022.5ﾄ
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日本・紙アカデミー

紙-昨日・今日・明日 日本・紙アカデミー25年の軌跡 日本・紙アカデミー‖編 思文閣出版 2013.9 出版業/585

印刷関連業

石井写真植字機研究所

石井茂吉と写真植字機
写真植字機研究所石井茂吉
伝記編纂委員会

1969.6 出版業/749.1

一九堂

一九堂100周年社史 一九堂印刷所 一九堂印刷所 2010.6 出版業/749ｲ

江馬印刷

ここに「欧南遣使考」がある 江馬印刷株式会社百年史 創業百周年記念事業委員会‖編集 江馬印刷 1991 出版業/749

大蔵省印刷局

大蔵省印刷局百年史 第1巻 大蔵省印刷局‖編集 大蔵省印刷局 1971.6 出版業/749

大蔵省印刷局 写真でみる100年のあゆみ 大蔵省印刷局‖編集 印刷局朝陽会 1972 出版業/749

大蔵省印刷局百年史 第2巻 大蔵省印刷局‖編集 大蔵省印刷局 1972.10 出版業/949

大蔵省印刷局百年史 第3巻 大蔵省印刷局‖編集 大蔵省印刷局 1974.6 出版業/749

オフセット印刷合名会社

中西虎之助 本邦オフセット印刷の開拓者 増尾/信之‖編集 伊東亮次 1956 出版業/749.5

共同印刷

共同印刷90年史
共同印刷株式会社社史編纂委員会‖
編纂

共同印刷 1987 出版業/749
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共同印刷百年史
共同印刷株式会社社史編纂委員会‖
編纂

共同印刷 1997 出版業/749

写研

文字に生きる 写研五〇年の歩み 「文字に生きる」編纂委員会‖編集 写研 1975 出版業/749.1ｼ

文字に生きる 51〜60 「文字に生きる」編纂委員会‖編集 写研 1985.11 出版業/749.1

字游工房

印刷文字の生成技術 書体設計・字游工房の場合
森/啓‖編著 鳥海/修‖設計・解説
岡澤/慶秀‖設計・解説

女子美術大学 2010.6 出版業/727.8

精興社

青木勇の思い出
上神/寛‖編集委員 山田/益弘‖編
集委員

精興社 1985.1 出版業/289.1ｱ

白井赫太郎の思い出 青木/勇‖編集 山田/吉之助‖編集 精興社 1966 出版業/289.1ｼ

白井倉之助の思い出 精興社 1979.10 出版業/289.1ｼ

山田一雄の思い出 青木/勇‖[ほか]編集 精興社 1966.1 出版業/289.1ﾔ

大日本印刷

七十五年の歩み 大日本印刷株式会社史 大日本印刷株式会社‖[編] 大日本印刷 1952 出版業/749

大日本印刷百三十年史
大日本印刷株式会社社史編集委員会
‖編纂

大日本印刷 2007.4 出版業/749ﾀﾞ

大日本印刷百三十年史 資料編
大日本印刷株式会社社史編集委員会
‖編纂

大日本印刷 2007.4 出版業/749ﾀﾞ

一〇〇年目の書体づくり 「秀英体平成の大改刻」の記録 大日本印刷株式会社‖著 大日本印刷 2013.10 出版業/749.4

大日本スクリーン製造

画像技術の35年 写真製版機器便覧と応用展開
大日本スクリーン製造株式会社35周
年記念出版編纂室‖編集

大日本スクリーン製造 1978 出版業/749.1

東京インキ

東京インキ株式会社50年史
東京インキ株式会社50年史編集委員
会‖編集

東京インキ 1975.12 出版業/576.9

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=150302673
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151098332
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151107659
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151179725
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151113332
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151104244
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151104245
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151104251
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101557386
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151021474
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151021475
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101565250
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544304
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544301


印刷インキの歩み 東洋インキ六十年史 [東洋インキ製造‖編] 東洋インキ製造 1967 出版業/576.9

東京書籍印刷

東京書籍印刷株式会社30年史 教科書製造の変遷 社史編纂委員会‖編集 東京書籍印刷 1999.9 出版業/749ﾄ

東京築地活版製造所

活版印刷発達史 東京築地活版製造所の果たした役割 板倉/雅宣‖著 印刷朝陽会 2006.10 出版業/749.4

凸版印刷

凸版印刷株式会社六拾年史
凸版印刷株式会社社史編集委員会‖
編集

凸版印刷 1961 出版業/749ﾄ

凸版百年 凸版印刷株式会社百年史
凸版印刷株式会社百周年記念事業推
進委員会‖編纂

凸版印刷 2001.6 出版業/749

百年百刷 お客さまとともに私たちのさくひん
凸版印刷株式会社百周年記念事業推
進委員会‖編纂

凸版印刷 2001.6 出版業/749

日本新聞インキ株式会社

日本新聞インキ株式会社創業拾年史
日本新聞インキ株式会社本社総務部
‖編集

日本新聞インキ 1954.3 出版業/749.3

印刷関連団体

印刷インキ工業連合会

印刷インキ工業史 創立40周年記念 印刷インキ工業連合会 1988.7 出版業/749.3ｲ

東京軽印刷工業会

30年のあゆみ 本編 東京軽印刷工業会
東軽工30周年記念誌編集委員会‖編
集

東京軽印刷工業会 1991.10 出版業/749

30年のあゆみ 付編 東京軽印刷工業会
東軽工30周年記念誌編集委員会‖編
集

東京軽印刷工業会 1991.10 出版業/749

東京都印刷工業組合

多摩の印刷史 東京都印刷工業組合三多摩支部 東京都印刷工業組合 1985 出版業/749

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544300
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151107661
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=150428716
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544287
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=150142159
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=150862727
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544279
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151098345
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151107657
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151107658
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101365872


東京の印刷組合百年史 印刷組合百年史刊行委員会 東京都印刷工業組合 出版業/749ﾄ

東京の印刷組合百年史 支部・各社のプロフィ-ル 印刷組合百年史刊行委員会 東京都印刷工業組合 出版業/749ﾄ

支部創立50年史 東京都印刷工業組合千代田支部 千代田印刷支部
東京都印刷工業組合千代田
支部

出版業/749

長崎県印刷工業組合

長崎印刷百年史 田栗/奎作‖著 長崎県印刷工業組合 1970 出版業/749.2

日本印刷工業会

日本印刷工業会30年史 下中直也 日本印刷工業会 1980 出版業/749ﾆ

日本印刷産業連合会

日印産連10年史 年史編纂委員会‖編集 日本印刷産業連合会 1995.11 出版業/749

日印産連20年史 日印産連20年史編集委員会‖編 日本印刷産業連合会 2005.9 出版業/749

書店

紀伊国屋書店

株式会社紀伊国屋書店創業五十年記念誌 [紀伊国屋書店‖編] 紀伊国屋書店 1977 出版流通/024ｷ

茂一ひとり歩き 田辺/茂一‖[著] 日本経済新聞社 1976 出版流通/289.1ﾀ

京都西川誠光堂

本屋一代記 京都西川誠光堂 松木/貞夫‖著 筑摩書房 1986.11 出版流通/024ﾆ

金文堂

菊竹嘉市翁伝 故菊竹嘉市追悼録編纂会‖編纂 [故菊竹嘉市追悼録編纂会] 1936 出版流通/289.1ｷ

三省堂
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三省堂書店百年史 三省堂書店百年史刊行委員会‖編集 三省堂書店 1981 出版流通/024ｻ

本と文化の窓三世代三省堂書店 写真でつづる本屋と文化
株式会社三省堂書店百二十周年記念
写真展実行委員会‖編集

三省堂書店 2001.3 出版流通/024ｻ

亀井寅雄追憶記 [三省堂] [19--] 出版流通/289.1ｶ

ジュンク堂書店

なぜ人はジュンク堂書店に集まるのか 変わった本屋の元大番頭かく語り
き

渡辺/満‖著 自由国民社 2002.7 出版流通/024ｼﾞ

書肆アクセス

神保町「書肆アクセス」半畳日記 畠中/理恵子‖著 黒沢/説子‖著 無明舎出版 2002.5 出版流通/024ｼ

書肆アクセスという本屋があった 神保町すずらん通り1976-2007
岡崎/武志‖編 柴田/信‖編 安倍/
甲‖編

『書肆アクセスの本』をつ
くる会

2007.12 出版流通/024ｼ

須原屋

須原屋の百年 [須原屋‖著] 須原屋 1976 出版流通/024ｽ

東京出版販売

出版販売小史 東京出版販売 1959 出版流通/024ﾄ

東販十年史 東販十年史編纂委員会‖編集 東京出版販売 1959 出版流通/024ﾄ

東文堂

三十六年の歩み 新社屋落成記念 荒井/利三‖編集 東文堂 1976.10 出版流通/024ﾄ

平安堂

平安堂八十年の歩み [平安堂‖編] 平安堂 2007.9 出版流通/024ﾍ

丸善

丸善社史 司/忠‖編集 丸善 1951 出版流通/024ﾏ

丸善外史 木村/毅‖著 丸善 1969 出版流通/024ﾏ
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丸善百年史 上巻 [丸善‖編] 丸善 1980 出版流通/024ﾏ

丸善百年史 下巻 [丸善‖編] 丸善 1981 出版流通/024ﾏ

丸善百年史 資料編 [丸善‖編] 丸善 1981 出版流通/024ﾏ

有隣堂

有隣堂七十年史 島/武史‖編 有隣堂 1979.12 出版流通/024ﾕ

有隣堂八十年史 有隣堂八十年史編集委員会‖編集 有隣堂 1989 出版流通/024ﾕ

有隣堂100年史：1909～2009 有隣堂100年史編集委員会編 有隣堂 2009.12 出版流通/024ﾕ

一商人の軌跡 松信/泰輔‖著 有隣堂 1977.6 出版流通/024ﾏ

横浜有隣堂九男二女の物語 松信/八十男‖著 草思社 1999.11 出版流通/024ﾕ

書店関係団体

金文会

金文会八十年史 一筋の長い道 [金文会‖編] 金文会 1994.1 出版流通/024ｷ

東京都書店商業組合

東京組合四十年史 東京組合四十年史編集委員会‖編集 東京都書店商業組合 1982 出版流通/024ﾄ

日本出版物小売業組合全国連合会

小売全連二十年史 日本出版物小売業組合全国連合会の歩み
日本出版物小売業組合全国連合会‖
編

日本出版物小売業組合全国
連合会

1966.2 出版流通/024ﾆ

日本書店商業組合連合会

日書連三十年史 日書連三十年史編集委員会‖編集 日本書店組合連合会 1977.5 出版流通/024ﾆ

日書連四十年史 日書連四十年史編集委員会‖編集 日本書店組合連合会 1986.11 出版流通/024ﾆ
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日書連五十五年史 [日本書店商業組合連合会‖編] 日本書店商業組合連合会 2001.7 出版流通/024ﾆ

古書店

青木書店

東京下町 古本屋三十年 青木正美 青木書店 出版流通/024.8ｱ

古本商売 蒐集三十年 青木/正美‖著 青木正美 1984.7 出版流通/024.8ｱ

一誠堂書店

古書肆100年 一誠堂書店 [一誠堂書店‖編] 一誠堂書店 2004.7 出版流通/024.8ｲ

鶉屋書店

ある古本屋の生涯 谷中鶉屋書店と私 青木正美 日本古書通信社 2006 出版流通/289.1ｱ

ウララ

那覇の市場で古本屋 ひょっこり始めた<ウララ>の日々 宇田/智子‖著 ボーダーインク 2013.7 出版流通/024.8

えびな書店

えびな書店店主の記 蝦名/則‖著 港の人 2011.6 出版流通/914.6ｴ

音羽館

西荻窪の古本屋さん 音羽館の日々と仕事 広瀬/洋一‖著 本の雑誌社 2013.9 出版流通/024.8

弘文荘

一古書肆の思い出 1 修業時代 反町/茂雄‖著 平凡社 1986.1 出版流通/024.8ｿ

一古書肆の思い出 2 賈を待つ者 反町/茂雄‖著 平凡社 1986.12 出版流通/024.8ｿ

一古書肆の思い出 3 古典籍の奔流横溢 反町/茂雄‖著 平凡社 1988.3 出版流通/024.8ｿ
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紙魚の昔がたり 反町/茂雄‖編 臨川書店 1978.10 出版流通/024.8ｿ

紙魚の昔がたり 明治大正編 反町茂雄 八木書店 1990 出版流通/024.8ｿ

紙魚の昔がたり 昭和篇 反町茂雄 八木書店 出版流通/024.8ｿ

弘文荘反町茂雄氏の人と仕事 ふぐるまブレティン83号(終刊号) 文車の会‖編 文車の会 1992 出版流通/289.1ｿ

反町茂雄文集 上 古典籍の世界 反町/茂雄‖著 文車の会 1993 出版流通/024.8ｿ

反町茂雄文集 下 古書業界を語る 反町/茂雄‖著 文車の会 1993 出版流通/024.8ｿ

古書肆・弘文荘訪問記 訂正 反町茂雄の晩年 青木/正美‖著 日本古書通信社 2005.7 出版流通/024.8ｿ

山王書房

関口良雄さんを憶う
尾崎/一雄‖編集 山高/登‖実務責
任

夏葉社 2011.2 出版流通/289.1ｾ

鹿田松雲堂

なにわ古書肆鹿田松雲堂五代のあゆみ
四元/弥寿‖著 飯倉/洋一‖編 柏木
/隆雄‖編

和泉書院 2012.11 出版流通/024.8

思文閣

和の美を求めて 思文閣の七〇年 思文閣グループ社史編纂室 思文閣
2007.11.
02

出版流通/024.8ｼ

月の輪書林

古本屋月の輪書林 高橋/徹‖著 晶文社 1998.6 出版流通/024.8

月の輪書林それから 高橋/徹‖著 晶文社 2005.10 出版流通/024.8

八木書店

書物往来 八木/佐吉‖著 東峰書房 1975 出版流通/024.1

古本屋の手帖 八木/福次郎‖著 東京堂出版 1986.3 出版流通/024.8ﾔ

古本便利帖 八木/福次郎‖著 東京堂出版 1991.7 出版流通/024.8

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101546750
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=100539741
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=100998277
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151130071
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101614551
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101614552
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=105707467
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151251132
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151467005
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151033314
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=102933041
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=105615405
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=101544320
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151109900
http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh_detail/?sid=151094508


書国彷徨 八木/福次郎‖著 日本古書通信社 2003.5 出版流通/024.8ﾔ

古本蘊蓄 八木/福次郎‖著 平凡社 2007.10 出版流通/024.8

古書店関係団体

札幌古書組合

札幌古書組合八十年史 札幌古書籍商組合 2013.5 出版流通/024.8

東京古書組合

東京古書組合五十年史 小林静生 東京都古書籍商業協同組合 197400 出版流通/024.8ﾄ

取次業

大阪屋

大阪屋三十年史 大阪屋社史編纂委員会‖編集 大阪屋 1981 出版流通/024ｵ

大阪屋五十年史 社史編纂委員会‖編集 大阪屋 2000.8 出版流通/024ｵ

協和出版販売

茨の道 協和出版販売五十年を省みて 小貫/英‖[著]
協和出版販売五十年史編纂
室

1981.12 出版流通/024ｷ

栗田出版販売

栗田出版販売七十五年史
『栗田出版販売七十五年史』編集委
員会‖編集

栗田出版販売 1993 出版流通/024ｸ

栗田確也の追憶
「栗田確也の追憶」編集委員会‖編
集

栗田出版会 1978 出版流通/289.1ｸ

私の人生 栗田/確也‖著 栗田書店 1968 出版流通/289.1ｸ

栗田確也の追憶
「栗田確也の追憶」編集委員会‖編
集

栗田出版会 1978 出版流通/289.1ｸ
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大東館

回顧五十年 藤井誠治郎遺稿
藤井/誠治郎‖[著] 藤井誠治郎遺稿
回顧五十年刊行会‖編集

藤井誠治郎遺稿回顧五十年
刊行会

1962 出版流通/023.1

東販

飛翔 トーハン50年の軌跡
創立50年史編纂委員会社史編纂室‖
編集

トーハン 2000.3 出版流通/024ﾄ

日本出版販売

日販20年のあゆみ
「日販20年のあゆみ」編集委員会‖
編

日本出版販売株式会社弘報
課

1969 出版流通/024ﾆ

日販三十年のあゆみ 日販30年のあゆみ編集委員会‖編集 日本出版販売 1980 出版流通/024ﾆ

日販四十年のあゆみ 文化の流れを支えて [日本出版販売‖編] 日本出版販売 1990 出版流通/024ﾆ

日販50年のあゆみ 第3の創業へ
日本出版販売株式会社社史編集委員
会‖編集

日本出版販売 2000.1 出版流通/024ﾆ

業務日誌余白 わが出版販売の五十年 松本/昇平‖著 新文化通信社 1981.2 出版流通/024.1ｼ

松要書店

松要さんの思ひ出 堀/勝彦‖編集者代表 全国出版物卸商業協同組合 1955.11 出版流通/289.1ﾏ

取次関係団体

全国出版物卸商業協同組合

全国出版物卸商業協同組合 三十年の歩み 全国出版物卸商業協同組合‖編 全国出版物卸商業協同組合 1981.6 出版流通/024.1

日本出版取次協会

日本出版取次協会二十年史 [日本出版取次協会‖編] 日本出版取次協会 1972.9 出版流通/024ﾆ

日本出版取次協会三十年史 日本出版取次協会運営委員会‖編集 日本出版取次協会 1982.5 出版流通/024ﾆ

日本出版取次協会五十年史 五十年史編集委員会‖編集 日本出版取次協会 2001.9 出版流通/024ﾆ
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