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資料ID 書誌情報 請求番号 配架場所

10050826
朝鮮からみた華夷思想 / 山内弘一著. -- 山川出版社, 2003.8. -- (世界
史リブレット ; 67).

129.1/Y46 一般図書

10081148
境界をまたぐ人びと / 村井章介著. -- 山川出版社, 2006.5. -- (日本史
リブレット ; 28).

210.18/Mu41 一般図書

10052729
日韓中の交流 : ひと・モノ・文化 / 吉田光男編. -- 山川出版社,
2004.12. -- (アジア理解講座 ; 4).

210.182/Y86 一般図書

10050823
東アジア史のなかの日本と朝鮮 : 古代から近代まで / 吉野誠著. -- 明
石書店, 2004.4.

210.182/Y92 一般図書

10023021
日本古代史と朝鮮 / 金達寿〔著〕. -- 講談社, 1985.9. -- (講談社学術
文庫 ; ［702］).

210.3/KI41
新書・文庫
コーナー

10081146
古代の日本と加耶 / 田中俊明著. -- 山川出版社, 2009.1. -- (日本史リ
ブレット ; 70).

210.3/Ta84 一般図書

10044268
秀吉の朝鮮侵略 / 北島万次著. -- 山川出版社, 2002.7. -- (日本史リブ
レット ; 34).

210.49/Ki65 一般図書

10085503
秀吉の朝鮮侵略と民衆 / 北島万次著. -- 岩波書店, 2012.10. -- (岩波
新書 ; 新赤版 1390).

210.49/Ki65
新書・文庫
コーナー

10065172
朝鮮通信使 : 江戸日本の誠信外交 / 仲尾宏著. -- 岩波書店, 2007.9. --
(岩波新書 ; 新赤版 1093).

210.5/N41
新書・文庫
コーナー

10055447
朝鮮通信使 : 豊臣秀吉の朝鮮侵略から友好へ : 日韓共通歴史教材 /
日韓共通歴史教材制作チーム編. -- 明石書店, 2005.4.

210.5/N73 一般図書

10017104
韓国併合 / 海野福寿著. -- 岩波書店, 1995.5. -- (岩波新書 ; 新赤版
388).

210.68/U76
新書・文庫
コーナー

10076411
日本軍「慰安婦」制度とは何か / 吉見義明著. -- 岩波書店, 2010.6. --
(岩波ブックレット ; No. 784).

210.75/Y91
新書・文庫
コーナー

10081145
対馬と海峡の中世史 / 佐伯弘次著. -- 山川出版社, 2008.4. -- (日本史
リブレット ; 77).

219.3/Sa14 一般図書

10081147
対馬からみた日朝関係 / 鶴田啓著. -- 1版. -- 山川出版社, 2006.8. --
(日本史リブレット ; 41).

219.3/Ts87 一般図書

10037169
変容する近代東アジアの国際秩序 / 茂木敏夫著. -- 山川出版社,
1997.4. -- (世界史リブレット ; 41).

220.6/Mo82 一般図書

10032370
東アジア文化圏の形成 / 李成市著. -- 山川出版社, 2000.3. -- (世界史
リブレット ; 7).

220/R32 一般図書

10083183
歴史物語朝鮮半島 / 姜在彦著. -- 朝日新聞社, 2006.9. -- (朝日選書 ;
806).

221.01/Ky1 一般図書



10039779
中・高校生のための朝鮮・韓国の歴史 / 岡百合子著. -- 平凡社,
2002.8. -- (平凡社ライブラリー ; 442).

221.01/O36
新書・文庫
コーナー

10032722 朝鮮史 / 武田幸男編. -- 山川出版社, 2000.8. -- (世界各国史 ; 2). 221.01/Ta59 一般図書

10071751 朝鮮の歴史 : 先史から現代 / 田中俊明編. -- 昭和堂, 2008.4. 221.01/Ta84 一般図書

10083184
北東アジアの歴史と朝鮮半島 / 吉田光男編著. -- 放送大学教...,
2009.3. -- (放送大学教材 ; 1555006-1-0911).

221.01/Y86 一般図書

10051627
古代朝鮮 / 井上秀雄[著]. -- 講談社, 2004.10. -- (講談社学術文庫 ;
1678).

221.03/I57
新書・文庫
コーナー

10085694
近代朝鮮と日本 / 趙景達著. -- 岩波書店, 2012.11. -- (岩波新書 ; 新赤
版 1397).

221.05/C52
新書・文庫
コーナー

10020352
朝鮮の近代 / 糟谷憲一著. -- 山川出版社, 1996.12. -- (世界史リブ
レット ; 43).

221.05/KA79 一般図書

10078233
朝鮮王妃殺害と日本人 : 誰が仕組んで、誰が実行したのか / 金文子
著. -- 高文研, 2009.2.

221.05/Ki41 一般図書

10025530
朝鮮近代史 / 姜在彦著. -- 増補新訂. -- 平凡社, 1998.11. -- (平凡社ラ
イブラリー ; 267).

221.05/KY1
新書・文庫
コーナー

10016856
両班 : 李朝社会の特権階層 / 宮嶋博史著. -- 中央公論社, 1995.8. --
(中公新書 ; 1258).

221.05/MI75
新書・文庫
コーナー

10078091
世界のなかの日清韓関係史 : 交隣と属国、自主と独立 / 岡本隆司著.
-- 講談社, 2008.8. -- (講談社選書メチエ ; 420).

221.05/O42 一般図書

10062524
東大生に語った韓国史 : 韓国植民地支配の合法性を問う / 李泰鎮著
; 鳥海豊訳. -- 明石書店, 2006.12.

221.05/R32 一般図書

90013921
朝鮮三・一独立運動 / 朴慶植著. -- 平凡社, 1976.11. -- (平凡社選書 ;
49).

221.06/B63 日韓交流基金

10007673
朝鮮民衆と「皇民化」政策 / 宮田節子著. -- 未来社, 1985.7. -- (朝鮮
近代史研究双書 ; 2).

221.06/MI84 一般図書

10068250
創氏改名 : 日本の朝鮮支配の中で / 水野直樹著. -- 岩波書店, 2008.3.
-- (岩波新書 ; 新赤版 1118).

221.06/Mi96
新書・文庫
コーナー

10019526
アリランの歌 : ある朝鮮人革命家の生涯 / ニム・ウェールズ, キ
ム・サン著 ; 松平いを子訳. -- 岩波書店, 1987.8. -- (岩波文庫 ; 青
(33)-443-1).

221.06/W36
新書・文庫
コーナー

10015990
元寇 : 蒙古帝国の内部事情 / 旗田巍著. -- 中央公論社, 1981.11. -- (中
公新書 ; 80).

222.057/H41
新書・文庫
コーナー

10050277 生活の中の植民地主義 / 水野直樹編. -- 人文書院, 2004.1. 317.8/Mi96 一般図書



10078089
キムはなぜ裁かれたのか : 朝鮮人BC級戦犯の軌跡 / 内海愛子著. --
朝日新聞出..., 2008.10. -- (朝日選書 ; 848).

329.67/U96 一般図書

10083502
朝鮮人強制連行 / 外村大著. -- 岩波書店, 2012.3. -- (岩波新書 ; 新赤
版 1358).

366.8/To63
新書・文庫
コーナー

10084261
コロニアリズムと文化財 : 近代日本と朝鮮から考える / 荒井信一著.
-- 岩波書店, 2012.7. -- (岩波新書 ; 新赤版 1376).

709/A62
新書・文庫
コーナー
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