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〈和書〉

編著 者 名 書名 出版社 発行年

秋元律郎・小林宏一(訳〕 地方都市の権力構造 動草書房 1976 

(Y・クロダ著)

穐山貞登〈訳) (ロパート・ 人間の空間 鹿島研究所出版会 1976 

ソマー箸〉

阿久津邦男 歩く健康法 女子栄養大学出版部 1974 

同 歩行の科学 不昧堂出版 1975 

植田実 都市住宅 (7504号) 鹿島出版会 1975 

内山秀夫(訳) (L.W・ミ 政治参加の心理と行動 早稲田大学出版部 1976 

Jレプレイス著)

宇都宮深志 開発と環境の政治学 東海大学出版会 1976 

同 現代社会学 (Vol.3， No.1) 講談社 1976 

大蔵省銀行局(編〕 金融年報(第1~16， 20~24回〉金融財政事情研究会 1971~1975 

同 金融年報(昭和51年版) 1976 

大蔵省銀行局(編) 銀行局現行通達集(昭和51年版〉金融財政事情研究会

大村慶一(訳)(アレン・オブ 都市の遊び場 鹿島研究所出版会 1975 

-ハ{トウッド卿夫人箸〉

向 新しい遊び場 鹿島研究所出版会 1975 

(ベγソン・アーピッド著〉

間敬三他(編) 遊びの研究 三一書房 1976 

岡田卯平 会員増強と信用金庫の方向 日本経済評論社

奥井一満 動物の行動研究法(生態学研 1976 

究法講座〉

加藤信・吉岡博之 やさしい金融経済統計の見方 日本経済評論社 1974 

加藤秀俊 空間の社会学 中央公論社 1976 

川口弘・榊田喜四夫 地域経済と信用金庫の役割E 日本経済評論社 1974 

菊池誠他(編著) 適正規模論 日本放送出版協会 1976 

北原道貫(編〕 図説日本の金融 財経詳報社 1975 

北原理雄(訳) (ベンソン・ 遊び場のデザイ γ 鹿島研究所出版会 1974 

アーピッド著〉

黒木三郎・松本治維(編〉 紛争解決シリーズ 1975 

金銭のトラブル

黒住武市 通信販売ハシドブック 同友館 1975 

小島麗逸 中国の経済と技術 勤草書房 1975 

合図周平・藤村貞夫 数理生態学 産業図書 1974 

佐々木彬夫・多国碩佳 マイグロコンピュータ-.シ 共立出版 1976 

ステム

佐藤竺 転換期の地方自治 学陽書房 1976 

塩川久男(訳〉 モダγザイ Z γスシリーズ人 1976 

(Yapp・w・B著) 間・自然・破壊

塩原勉 組織と運動の理論 新耀社 1976 
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思想の科学研究会 共同研究「集団」 平凡社 1976 

柴野浩一郎 環境庁 教育社

彰国社 ディテール37号(1973年7月号〉 彰国社 1973 

世界政治資料編集部(編訳〉 民主的変革の探究 新日本出版社 1976 

〈マノレ、ン z著)

全国革新市長会自治センター 革新市長施政方針集 労働資料調査会 1976 

曽田忠宏(訳) 環境の空間的イメージ 鹿島出版会 1976 

(ロジャー .M著〉

相馬一郎・佐古願彦 環境a心理学 福村出版 1976 

高倉正治 フィットネス 日本YMCA同盟出版 1975 

部

高田博 日本の企業構造と信用金庫 日本経済評論社

辻清明(編〉 行政学講座(1)~(め 東京大学出版会 1976 

中村紀一 住民運動“私"論 学陽書房 1976 

長島俊男 倒産分岐点 同友館 1674 

長島正充(訳〉 歩行者の空間 鹿島出版会 1974 

(フル{イン・ J・J著)

南加日系人商工会議所 南加州日本人史(前編)(後編) 南加日系人商工会議所

似国貝香門(編〉 地域開発と住民運動 フジテクノツステム 1976 

日本銀行統計局 経済統計年報昭和49年版 日本統計銀行局 1975 

同 経済統計月報 日本銀行統計局 1975 

昭和50年 3 月・ 5 月 ~9 月

日本経済新聞社地方部 団体を考えなおす 日本経済新開社 1974 

日本道路協会 横断歩道橋設計指針42巻10号 日本道路協会 1976 

日本民間教育研究団体連絡会 日本の民間教育(臨時増刊号) 民衆社 1976 

西尾勝 権力と参加 東京大学出版会 1975 

西日本新聞社 50年代の地域開発〆 西日本新聞社 1976 

ーその課題と条件一

日高敏隆・佐藤信行(訳〉 かくれた次元 みすず書房 1975 

(ホール・ェドワーズ著〉

古曳正夫 闘う更正会社 商事法務研究会 1975 

堀ノ内敏他(編者〉 危機と人間行動 福村出飯 1976 

真辺春蔵(監修〉 都市環境と人間 人間と技術社 1976 

南博 行動理論史 岩波書広 1976 

森静朗 協同組織金融一信用金庫制度 日本経済評論社

の再検討一

同 地域経済と信用金庫の役割 I 日本経済評論社 1974 

矢島保男 消費者金融と信用金庫 日本経済評論社 1974 
田安一郎〈訳〉 行動主義の心理学 河出書房新社 1974 

(ワトソン・ J• B著)

柳田恵臣 総合力発揮と全信連機能 日本経済評論社 1974 
山下邦男 金融構造の変化と信用金庫 日本経済評論社 1976 
横山正(訳) 近代都市計画の起源 鹿島出版会 1976 

(L・ベネグォロ著)

吉野昌鳶 これからの日本経済と信用金 日本経済評論社

庫

(プロシャンスキ-.H.M 環境，心理学(1)~(6) 誠信書房 1974~1976 

他共編)

〈洋書〉

綱著者名 書 名 出!版社 発行年
Consurner Consumer Report 1950~1975 

(第15号~第38号〉


