
タイトル シリーズ名 著者 出版社 出版年
現代政治の思想と行動 丸山眞男 未來社 2006
現代日本語探究法 シリーズ「日本語探究法」 小池清治 朝倉書店 2001
文法探究法 シリーズ「日本語探究法」 小池清治-赤羽根義章 朝倉書店 2002
音声・音韻探究法 : 日本語音声へのいざない シリーズ「日本語探究法」 湯澤質幸-松崎寬 朝倉書店 2004
語彙探究法 シリーズ「日本語探究法」 小池清治-河原修一 朝倉書店 2005
文字・表記探究法 シリーズ「日本語探究法」 犬飼隆 朝倉書店 2002
文体探究法 シリーズ「日本語探究法」 小池清治-松井貴子-鈴木啓子 朝倉書店 2005
レトリック探究法 シリーズ「日本語探究法」 柳澤浩哉-香西秀信-中村敦雄 朝倉書店 2004
日本語史探究法 シリーズ「日本語探究法」 小林賢次-梅林博人 朝倉書店 2005
方言探究法 シリーズ「日本語探究法」 森下喜一-大野眞男 朝倉書店 2001
日本語教育探究法 シリーズ「日本語探究法」 小池清治-秋元美晴.-氏家洋子. 朝倉書店 2007
漢字と日本語 朝倉漢字講座 野村雅昭-前田富祺 朝倉書店 2005
漢字のはたらき 朝倉漢字講座 野村雅昭-前田富祺 朝倉書店 2006
現代の漢字 朝倉漢字講座 野村雅昭-前田富祺 朝倉書店 2003
漢字と社会 朝倉漢字講座 野村雅昭-前田富祺 朝倉書店 2005
漢字の未来 朝倉漢字講座 野村雅昭-前田富祺 朝倉書店 2004
国語教育入門 朝倉国語教育講座 野地潤家.-倉澤栄吉. 朝倉書店 2004
読むことの教育 朝倉国語教育講座 野地潤家.-倉澤栄吉. 朝倉書店 2005
話し言葉の教育 朝倉国語教育講座 野地潤家.-倉澤栄吉. 朝倉書店 2004
書くことの教育 朝倉国語教育講座 野地潤家.-倉澤栄吉. 朝倉書店 2006
授業と学力評価 朝倉国語教育講座 野地潤家.-倉澤栄吉. 朝倉書店 2004
国語教育研究 朝倉国語教育講座 倉澤栄吉.-野地潤家. 朝倉書店 2006
一般力学30講 物理学30講シリーズ 戶田盛和 朝倉書店 1994
流体力学30講 物理学30講シリーズ 戶田盛和 朝倉書店 1994
波動と非線形問題30講 物理学30講シリーズ 戶田盛和 朝倉書店 1995
熱現象30講 物理学30講シリーズ 戶田盛和 朝倉書店 1995
分子運動30講 物理学30講シリーズ 戶田盛和 朝倉書店 1996
電磁気学30講 物理学30講シリーズ 戶田盛和 朝倉書店 1996
相対性理論30講 物理学30講シリーズ 戶田盛和 朝倉書店 1997



量子力学30講 物理学30講シリーズ 戶田盛和 朝倉書店 1999
物性物理30講 物理学30講シリーズ 戶田盛和 朝倉書店 2000
宇宙と素粒子30講 物理学30講シリーズ 戶田盛和 朝倉書店 2002
ゼロからわかる数学 : 数論とその応用 シリーズ数学の世界 ?川美郎 朝倉書店 2001
情報の数理 シリーズ数学の世界 山本慎 朝倉書店 2002
社会科学の数学 : 線形代数と微積分 シリーズ数学の世界 沢田賢-安原晃-渡邊展也 朝倉書店 2002
社会科学の数学演習 : 線形代数と微積分 シリーズ数学の世界 沢田賢-安原晃-渡邊展也 朝倉書店 2003
経済と金融の数理 : やさしい微分方程式 シリーズ数学の世界 青木憲二 朝倉書店 2003
幾何の世界 シリーズ数学の世界 鈴木晋一 朝倉書店 2001
数学オリンピック教室 シリーズ数学の世界 野口廣 朝倉書店 2001
常微分方程式 理工系の数学教室 河村哲也 朝倉書店 2003
複素関数とその応用 理工系の数学教室 河村哲也 朝倉書店 2004
フーリエ解析と偏微分方程式 理工系の数学教室 河村哲也 朝倉書店 2005
微積分とベクトル解析 理工系の数学教室 河村哲也 朝倉書店 2005
線形代数と数値解析 理工系の数学教室 河村哲也 朝倉書店 2005
統計学の基礎 講座情報をよむ統計学 上田尚一 朝倉書店 2002
統計学の論理 講座情報をよむ統計学 上田尚一 朝倉書店 2002
統計学の数理 講座情報をよむ統計学 上田尚一 朝倉書店 2002
統計グラフ 講座情報をよむ統計学 上田尚一 朝倉書店 2003
統計の誤用・活用 講座情報をよむ統計学 上田尚一 朝倉書店 2003
質的データの解析 : 調?情報のよみ方 講座情報をよむ統計学 上田尚一 朝倉書店 2003
クラスター分析 講座情報をよむ統計学 上田尚一 朝倉書店 2003
主成分分析 講座情報をよむ統計学 上田尚一 朝倉書店 2003
したしむ振動と波 したしむ物理工学 志村史夫 朝倉書店 1998
したしむ電磁気 したしむ物理工学 小林久理真-志村史夫 朝倉書店 1998
したしむ量子論 したしむ物理工学 志村史夫 朝倉書店 1999
したしむ磁性 したしむ物理工学 小林久理真 朝倉書店 1999
したしむ固体構造論 したしむ物理工学 志村史夫 朝倉書店 2000
したしむ熱力学 したしむ物理工学 志村史夫 朝倉書店 2000
したしむ電子物性 したしむ物理工学 志村史夫 朝倉書店 2002



したしむ物理数学 したしむ物理工学 志村史夫-小林久理真 朝倉書店 2003
したしむ表面物理 したしむ物理工学 志村史夫 朝倉書店 2007
過渡現象の基礎 理工学講座 宇野辛一 東京電機大学出版局 1969
エレクトロニクスのための過渡現象 : 理論と演習 理工学講座 窪田忠弘. 東京電機大学出版局 1983
電磁気学 理工学講座 Tanaka, Teruo.-東京電機大学.-笠原宏.-阿部東京電機大学出版局 1978
電気機器要論 理工学講座 磯部直吉. 東京電機大学出版局 1977
照明工学講義 理工学講座 関重広 東京電機大学出版局 1987
交流回路 理工学講座 宇野辛一.-磯部直吉. 東京電機大学出版局 1991
高周波電磁気学 理工学講座 三輪進. 東京電機大学出版局 1992
フィードバック制御の基礎 理工学講座 川島忠雄-福井康裕-中村尚五-羽根吉寿正-小東京電機大学出版局 1995
現代制御理論の基礎 理工学講座 三舩博史-柿倉正義-川島忠雄-大庭勝実.-藤卷東京電機大学出版局 1996
パワーエレクトロニクスの基礎 : 新しいパワーデバ
イスとその応用

理工学講座 岸敬二. 東京電機大学出版局
1996

電気電子材料 : 導電性制御とエネルギー変換の実際
理工学講座 松葉博則. 東京電機大学出版局

1998

基礎電気・電子工学 理工学講座 宮入庄太-前田明志-磯部直吉. 東京電機大学出版局 2000
電力系統工学 理工学講座 柳父悟-加藤政一 東京電機大学出版局 2006
半導体工学 : 基礎からデバイスまで 深海登世司.-東京電機大学.-青野朋義.-木下 東京電機大学出版局 2004
電子回路通論. 理工学講座 中村欽雄. 東京電機大学出版局 1993
無線機器システム 理工学講座 萩野芳造.-小滝國雄. 東京電機大学出版局 1994
電子物性工学 : 基礎からデバイスへ 理工学講座 今村舜仁. 東京電機大学出版局 1996
電子計測 : 基礎から計測システムまで 理工学講座 小滝國雄.-島田和信. 東京電機大学出版局 1996
生体システム工学入門 理工学講座 橋本成広. 東京電機大学出版局 1996
通信ネットワーク 理工学講座 荒谷孝夫. 東京電機大学出版局 1997
光ファイバ通信?論 理工学講座 榛葉實. 東京電機大学出版局 1999
アンテナおよび電波伝搬 理工学講座 三輪進-加来信之. 東京電機大学出版局 1999
電気通信概論 : 通信システム・ネットワーク・マル
チメディア通信

理工学講座 荒谷孝夫. 東京電機大学出版局
2000

電波の基礎と応用 理工学講座 三輪進 東京電機大学出版局 2000
材料力学 : 機械技術者のために 理工学講座 山本善之.-浅岡照夫.-松原典宏.-小久保邦雄 東京電機大学出版局 1996



加工の力学入門 : 塑性変形・破壊・機械加工 理工学講座 臼井英治-白樫高洋. 東京電機大学出版局 1996
機械製作法要論 理工学講座 臼井英治-松村隆. 東京電機大学出版局 1999
量子力学概論 : 原子スペクトルと分子スペクトル 理工学講座 篠原正三. 東京電機大学出版局 1990
物理学 理工学講座 Kase, Kunio.-青野朋義.-阿部陽一.-尾林見郎東京電機大学出版局 1992
量子力学演習 理工学講座 桂重俊.-井上真 東京電機大学出版局 1993
統計力学演習 理工学講座 桂重俊.-井上真 東京電機大学出版局 1993
量子物理学入門 : 物質工学を学ぶ人のために 理工学講座 青野朋義.-木下彬-尾林見郎 東京電機大学出版局 1995
数値電界計算の基礎と応用 理工学講座 宅間董-濱田昌司 東京電機大学出版局 2006
気体放電の基礎 理工学講座 武田進 東京電機大学出版局 1990
ウォルシュ解析 数理科学 遠藤靖 東京電機大学出版局 1993
ウェーヴレットビギナーズガイド 数理科学 榊原進. 東京電機大学出版局 1995
情報検索とエージェント

インターネットの知的情報技術 北村泰彦-高橋克己-河野浩之.-山田誠二 東京電機大学出版局
2002

情報社会とデジタルコミュニティ
インターネットの知的情報技術 松原繁夫-西村俊和-北村泰彦-角康之-大澤幸東京電機大学出版局

2002

e ビジネスの理論と応用
インターネットの知的情報技術 山口高平-北村泰彦-山田誠二-菅坂玉美.-横尾東京電機大学出版局

2003

コンピュータ言語と処理 新・数学とコンピュータシリー
ズ

片桐重延.-白石和夫. 東京電機大学出版局
1995

BASIC による数学の問題解法 新・数学とコンピュータシリー
ズ

片桐重延.-高橋公.-金子伸一. 東京電機大学出版局
1995

BASIC による高校数学 新・数学とコンピュータシリー
ズ

志賀清一-高橋公-片桐重延.-飯田健三 東京電機大学出版局
1996

行列と線形計算 新・数学とコンピュータシリー
ズ

片桐重延.-室岡和彦. 東京電機大学出版局
1995

数値計算 新・数学とコンピュータシリー
ズ

片桐重延.-志賀清一-室岡和彦. 東京電機大学出版局
1995

確率統計 新・数学とコンピュータシリー
ズ

片桐重延.-室岡和彦. 東京電機大学出版局
1996



数学ソフトによる曲線と図形処理 新・数学とコンピュータシリー
ズ

佐藤公作-高橋公-片桐重延-飯田健三 東京電機大学出版局
1995

数式処理と関数 : 数学ソフトによる 新・数学とコンピュータシリー
ズ

佐藤公作-高橋公-片桐重延.-飯田健三 東京電機大学出版局
1995

コンピュータによるグラフィックス 新・数学とコンピュータシリー
ズ

片桐重延.-白石和夫. 東京電機大学出版局
1996

Mathematica による離散数学入門 新・数学とコンピュータシリー
ズ

片桐重延-室岡和彦. 東京電機大学出版局
1997

材料力学 考え方解き方 わかりやすい機械教室 萩原国雄. 東京電機大学出版局 1994
機械力学 : 考え方解き方 わかりやすい機械教室 小山十郎. 東京電機大学出版局 1994
空気圧の基礎と応用 わかりやすい機械教室 高橋徹. 東京電機大学出版局 1995
熱力学 考え方解き方 わかりやすい機械教室 小林恒和. 東京電機大学出版局 1997
油圧の基礎と応用 わかりやすい機械教室 高橋徹. 東京電機大学出版局 1997
流体の基礎と応用 わかりやすい機械教室 森田泰司 東京電機大学出版局 1997
機械の設計 考え方・解き方 わかりやすい機械教室 須藤亘啓-東京電機大学. 東京電機大学出版局 2006
電気理論の計算法 電気計算法シリーズ 粉川昌巳.-浅川毅 東京電機大学出版局 2003
回路理論の計算法 電気計算法シリーズ 浅川毅.-東京電機大学. 東京電機大学出版局 2005
電気のための基礎数学 電気計算法シリーズ 熊谷文宏.-浅川毅 東京電機大学出版局 2003
ディジタル回路の計算法 電気計算法シリーズ 武田鎮一.-浅川毅. 東京電機大学出版局 2004
増幅回路と負帰還増幅 電気計算法シリーズ 伊東規之. 東京電機大学出版局 2006
スプライン関数入門 情報科学 吉村和美-高山文雄-桜井明.-石井好 東京電機大学出版局 1981
数理科学概論 情報科学 桜井明 東京電機大学出版局 1987
Pascalによるデータ構造 情報科学 古東馨. 東京電機大学出版局 1987
スイッチング理論と応用 情報科学 足立暁生 東京電機大学出版局 1990
遺伝的プログラミング 情報科学 伊庭斉志. 東京電機大学出版局 1996
量子コンピュータ入門 情報科学 西野哲朗 東京電機大学出版局 1997
人工生命と進化システム 情報科学 フーゴ・デガリス-溝口潤一-邊見均-トーマ東京電機大学出版局 1998
指紋認証技術 : バイオメトリクス・セキュリティ 画像電子学会. 東京電機大学出版局 2005
ディジタル情報流通システム : コンテンツ・著作
権・ビジネスモデル

画像電子学会. 東京電機大学出版局
2005



カラー画像処理とデバイス : ディジタル・データ循
環の実現

画像電子学会. 東京電機大学出版局
2004

ビジュアルコンピューティング : 3次元CGによる画
像生成

画像電子学会 東京電機大学出版局
2006

電子透かし技術 : ディジタルコンテンツのセキュリ
ティ

画像電子学会. 東京電機大学出版局
2004

人と物の動きの計測技術 : ひずみゲージとその応用 
= Measurement technology of motion for 
structures and human body

バイオメカニズム・ライブラ
リー

小川鑛一-バイオメカニズム学会. 東京電機大学出版局
2002

看護動作のエビデンス : Evidence-based nursing 
assisting

バイオメカニズム・ライブラ
リー

國澤尚子-小長部百絵-大久保祐子-小川鑛一東京電機大学出版局
2003

表面筋電図 バイオメカニズム・ライブラ
リー

木竜徹-佐渡山亜兵-木塚朝博.-増田正-バイオ東京電機大学出版局
2006

人体を測る : 寸法・形状・運動 バイオメカニズム・ライブラ
リー

持丸正明-河内まき子-バイオメカニズム学会東京電機大学出版局
2006

生体情報工学 : Biological information engineering バイオメカニズム・ライブラ
リー

赤澤堅造-バイオメカニズム学会. 東京電機大学出版局
2001

マルチボディダイナミクスの基礎 : 3次元運動方程
式の立て方

田島洋. 東京電機大学出版局
2006

電力自由化と技術開発 : 21世紀における電気事業の
経営効率と供給信頼性の向上を目指して = 
Liberalization of electricity markets and 
technological issues

福山良和-新村隆英-中西要祐-藤田吾郎-横山東京電機大学出版局

2001

エネルギー変換工学 : 地球温暖化の終焉へ向けて 柳父悟.-西川尚男. 東京電機大学出版局 2004
リモートセンシングのための合成開口レーダの基礎

大内和夫. 東京電機大学出版局
2004

共生のための技術哲学 : 「ユニバーサルデザイン」
という思想

村田純一 未來社
2006

いま、哲学とはなにか 小林康夫 未來社 2006



21世紀における芸術の役割 : 神奈川県立音楽堂シン
ポジウムの記錄

小林康夫 未來社
2006

美術史の7つの顔 : Velázquez Rembrandt Pablo 
Picasso Otto Dix Alberto Giacometti Francis 
Bacon Andy Warhol

小林康夫 未來社
2005

表象の光学 小林康夫 未來社 2003
出版のためのテキスト実践技法. 西谷能英 未來社 2001
出版のためのテキスト実践技法 西谷能英 未來社 2002
電子回路通論. 理工学講座 中村欽雄. 東京電機大学出版局 1989
オキナワ, イメージの緣 (エッジ) 仲里効 未來社 2007
民俗学への道 宮本常一 未來社 1968
日本の中央と地方 宮本常一 未來社 1967
イギリス哲学・思想事典 : Dictionary of British 
philosophy and thought

日本イギリス哲学会. 研究社
2007

古英語叙事詩 ベーオウルフ : 対訳版 小山良一.-苅部恒徳. 研究社 2007
昭和天皇最後の側近, 卜部亮吾侍従日記 : 第 1卷 卜部亮吾-岩井克己-御厨貴 朝日新聞出版 2007
昭和天皇最後の側近, 卜部亮吾侍従日記 : 第 2卷 卜部亮吾-岩井克己-御厨貴 朝日新聞出版 2007
昭和天皇最後の側近, 卜部亮吾侍従日記 : 第 3卷 卜部亮吾-岩井克己-御厨貴 朝日新聞出版 2007
昭和天皇最後の側近, 卜部亮吾侍従日記 : 第 4卷 卜部亮吾-岩井克己-御厨貴 朝日新聞出版 2007
昭和天皇最後の側近, 卜部亮吾侍従日記 : 第 5卷 卜部亮吾-岩井克己-御厨貴 朝日新聞出版 2007
しごとの日本語 : メールの書き方編 しごとの日本語 奥村真希. アルク 2008
しごとの日本語 : 電話応対基礎編 しごとの日本語 奥村真希. アルク 2007
永原慶二著作選集 : 第 1卷 永原慶二 吉川弘文館 2007
永原慶二著作選集 : 第 2卷 永原慶二 吉川弘文館 2007
永原慶二著作選集 : 第 3卷 永原慶二 吉川弘文館 2007
永原慶二著作選集 : 第 4卷 永原慶二 吉川弘文館 2007
永原慶二著作選集 : 第 5卷 永原慶二 吉川弘文館 2007
永原慶二著作選集 : 第 6卷 永原慶二 吉川弘文館 2007
永原慶二著作選集 : 第 7卷 永原慶二 吉川弘文館 2008
永原慶二著作選集 : 第 8卷 永原慶二 吉川弘文館 2008



永原慶二著作選集 : 第 9卷 永原慶二 吉川弘文館 2008
永原慶二著作選集 : 第10卷 永原慶二 吉川弘文館 2008
BJT ビジネス日本語能力テストスコアアップ模擬テ
スト

堀井惠子. アルク
2007

漢字系学習者のための漢字から学ぶ語彙　1 漢字系学習者のための漢字から
学ぶ語彙

佐藤保子. アルク
2008

漢字系学習者のための漢字から学ぶ語彙　2 漢字系学習者のための漢字から
学ぶ語彙

佐藤保子. アルク
2008

パスファインダー・LCSH・メタデータの理解と実践
 鹿島みづき; 小嶋智美; 山口純代; 愛知淑徳愛知淑徳大学

2005

筋電図からみた步行の発達 : 步行分析・評価への応
用

岡本勉.-岡本香代子. 歩行開発研究所
2007

Development of Gait by Electromyography : 
Application to Gait Analysis and Evaluation

Okamoto, Tsutomu.-Okamoto, Kayoko. 歩行開発研究所
2007

福祉政治 : 日本の生活保障とデモクラシー 宮本太郎 有斐閣 2008
20世紀英語文学辞典 : The dictionary of 20th 
century literature in English

海老根宏-渡辺利雄-上田和夫 研究社
2005

暗号事典 : Kenkyusha encyclopedia of 
cryptography

吉田一彦-友清理士 研究社
2006

表面物理学 朝倉物理学大系 村田好正. 朝倉書店 2003
最新健康科学概論 緖方正名-大森豊緑-前橋明 朝倉書店 2005
新運動の生理科学 小野三嗣-小野寺昇-成澤三雄 朝倉書店 1997
運動生理学 20講 大石康晴.-勝田茂 朝倉書店 1999
体力づくりのためのスポーツ科学 福永哲夫-青木純一郎-湯浅景元 朝倉書店 2001
運動と栄養と食品 下村吉治.-伏木亨 朝倉書店 2006
情報生活のリテラシー 生活環境学ライブラリー 奈良由美子-野田隆 朝倉書店 2002
アパレル科学概論 生活環境学ライブラリー 松生勝 朝倉書店 2002
生活の経営と福祉 生活環境学ライブラリー 長嶋俊介 朝倉書店 2003
食物科学概論 生活環境学ライブラリー 的場輝佳 朝倉書店 2003
調理科学概論 生活環境学ライブラリー 山本友江-丸山悦子 朝倉書店 2005



無機工業化学 応用化学シリーズ 太田健一郎 朝倉書店 2002
有機資源化学 応用化学シリーズ 多賀谷英幸 朝倉書店 2002
高分子工業化学 応用化学シリーズ 上田充.-山岡亜夫 朝倉書店 2003
化学工学の基礎 応用化学シリーズ 柘植秀樹 朝倉書店 2000
機能性セラミックス化学 応用化学シリーズ 掛川一幸 朝倉書店 2004
触媒化学 応用化学シリーズ 上松敬禧 朝倉書店 2004
電気化学の基礎と応用 応用化学シリーズ 美浦隆 朝倉書店 2004
抽象代数への入門 基礎数学シリーズ 永田雅宜 朝倉書店 2004
群論の基礎 基礎数学シリーズ 永尾汎 朝倉書店 2004
ベクトル空間入門 基礎数学シリーズ 小松醇郎-菅原正博 朝倉書店 2004
幾何学入門 基礎数学シリーズ 瀧澤精二 朝倉書店 2004
集合論入門 基礎数学シリーズ 松村英之 朝倉書店 2004
位相への入門 基礎数学シリーズ 菅原正博 朝倉書店 2004
線形代数学入門 基礎数学シリーズ 奥川光太郎. 朝倉書店 2004
複素解析学入門 基礎数学シリーズ 小堀憲 朝倉書店 2004
解析学入門 基礎数学シリーズ 亀谷俊司 朝倉書店 2004
無限級数入門 基礎数学シリーズ 楠幸男 朝倉書店 2004
非線型現象の数学 基礎数学シリーズ 山口昌哉 朝倉書店 2004
変分学入門 基礎数学シリーズ 福原満洲雄-山中健 朝倉書店 2004
微分方程式入門 基礎数学シリーズ 吉沢太郎 朝倉書店 2004
積分方程式入門 基礎数学シリーズ 溝畑茂 朝倉書店 2004
函数方程式概論 基礎数学シリーズ 桑垣煥 朝倉書店 2004
整数論入門 基礎数学シリーズ Kubota, T. 朝倉書店 2004
微分解析幾何学入門 基礎数学シリーズ 森本明彦 朝倉書店 2004
位相数学入門 基礎数学シリーズ 中岡稔 朝倉書店 2004
関数解析入門 基礎数学シリーズ 高村多賀子 朝倉書店 2004
連続群論の基礎 基礎数学シリーズ 村上信吾. 朝倉書店 2004
境界値問題入門 基礎数学シリーズ 草野尚 朝倉書店 2004
力学系入門 基礎数学シリーズ 齋藤利弥 朝倉書店 2004
数学基礎論入門 基礎数学シリーズ 前原昭二 朝倉書店 2006



解析力学　1 朝倉物理学大系 山本義隆-中村孔一 朝倉書店 1998
解析力学　2 朝倉物理学大系 山本義隆-中村孔一 朝倉書店 1998
素粒子物理学の基礎　1 朝倉物理学大系 長島順清 朝倉書店 1998
素粒子物理学の基礎　2 朝倉物理学大系 長島順清 朝倉書店 1998
素粒子標準理論と実験的基礎 朝倉物理学大系 長島順清 朝倉書店 1999
高エネルギー物理学の発展 朝倉物理学大系 長島順清 朝倉書店 1999
量子力学の数学的構造　1 朝倉物理学大系 新井朝雄-江沢洋 朝倉書店 1999
量子力学の数学的構造　2 朝倉物理学大系 新井朝雄-江沢洋 朝倉書店 1999
多体問題 : 電子ガス模型からのアプローチ 朝倉物理学大系 高田康民 朝倉書店 1999
統計物理学 朝倉物理学大系 Nishikawa, K.-森弘之 朝倉書店 2000
微分・積分 30講 数学30講シリーズ 志賀浩二 朝倉書店 1988
線形代数 30講 数学30講シリーズ 志賀浩二 朝倉書店 1988
集合への 30講 数学30講シリーズ 志賀浩二 朝倉書店 1988
位相への 30講 数学30講シリーズ 志賀浩二 朝倉書店 1988
解析入門 30講 数学30講シリーズ 志賀浩二 朝倉書店 1988
複素数 30講 数学30講シリーズ 志賀浩二 朝倉書店 1989
ベクトル解析 30講 数学30講シリーズ 志賀浩二 朝倉書店 1989
群論への 30講 数学30講シリーズ 志賀浩二 朝倉書店 1989
ルベーグ積分 30講 数学30講シリーズ 志賀浩二 朝倉書店 1990
固有値問題 30講 数学30講シリーズ 志賀浩二 朝倉書店 1991
心理学方法論 朝倉心理学講座 渡邊芳之 朝倉書店 2007
認知心理学 朝倉心理学講座 海保博之 朝倉書店 2005
発達心理学 朝倉心理学講座 南徹弘 朝倉書店 2007
脳神経心理学 朝倉心理学講座 利島保 朝倉書店 2006
言語心理学 朝倉心理学講座 針生悦子 朝倉書店 2006
感覚知覚心理学 朝倉心理学講座 菊地正 朝倉書店 2008
社会心理学 朝倉心理学講座 唐沢かおり 朝倉書店 2005
教育心理学 朝倉心理学講座 鹿毛雅治 朝倉書店 2006
臨床心理学 朝倉心理学講座 桑原知子 朝倉書店 2007
感情心理学 朝倉心理学講座 鈴木直人 朝倉書店 2007



文化心理学 朝倉心理学講座 田島信元 朝倉書店 2008
環境心理学 朝倉心理学講座 小西啓史-佐古順彦 朝倉書店 2007
産業・組織心理学 朝倉心理学講座 古川久敬 朝倉書店 2006
ジェンダー心理学 朝倉心理学講座 福富護 朝倉書店 2006
高齢者心理学 朝倉心理学講座 権藤恭之 朝倉書店 2008
思春期・青年期臨床心理学 朝倉心理学講座 伊藤美奈子 朝倉書店 2006
対人援助の心理学 朝倉心理学講座 望月昭 朝倉書店 2007
犯罪心理学 朝倉心理学講座 越智啓太 朝倉書店 2005
ストレスと健康の心理学 朝倉心理学講座 小杉正太郎 朝倉書店 2006
原子分子物理学 朝倉物理学大系 高柳和夫. 朝倉書店 2000
量子現象の数理 朝倉物理学大系 新井朝雄 朝倉書店 2006
量子力学特論 朝倉物理学大系 Kamefuchi, S.-表實 朝倉書店 2003
原子衝突 朝倉物理学大系 高柳和夫. 朝倉書店 2007
高分子物理学 : 巨大イオン系の構造形成 朝倉物理学大系 伊勢典夫-Sogami, I. 朝倉書店 2004
原子核構造論 朝倉物理学大系 高田健次郎-Ikeda, K. 朝倉書店 2002
原子核反応論 朝倉物理学大系 河合光路-Yoshida, Shiro 朝倉書店 2002
現代物理学の歴史　1 朝倉物理学大系 大系編集委員会. 朝倉書店 2004
現代物理学の歴史　2 朝倉物理学大系 大系編集委員会. 朝倉書店 2004
日本語文法のしくみ シリーズ・日本語のしくみを探

る
井上優-町田健 研究社

2002

日本語音声学のしくみ シリーズ・日本語のしくみを探
る

猪塚元.-町田健-猪塚恵美子. 研究社
2003

言語学のしくみ シリーズ・日本語のしくみを探
る

町田健 研究社
2001

日本語学のしくみ シリーズ・日本語のしくみを探
る

加藤重広-町田健 研究社
2001

認知意味論のしくみ シリーズ・日本語のしくみを探
る

籾山洋介-町田健 研究社
2002

日本語語用論のしくみ シリーズ・日本語のしくみを探
る

加藤重広-町田健 研究社
2004



社会言語学のしくみ シリーズ・日本語のしくみを探
る

中井精一-町田健 研究社
2005

日本銀行のプルーデンス政策と金融機関経営 : 金融
機関のリスク管理と日銀考查

熊倉修一. 白桃書房
2008

社会的排除 : 参加の欠如・不確かな帰属 岩田正美 有斐閣 2008
政治的なものの槪念 Schmitt, Carl 未來社 1970
政治神学 Schmitt, Carl 未來社 1971
大統領の独裁 : 付, 憲法の番人 (1929年版) Schmitt, Carl-原田武雄-田中浩 未來社 1974
独裁 : 近代主権論の起源からプロレタリア階級闘争
まで

Schmitt, Carl-原田武雄-田中浩 未來社
1991

政治的ロマン主義 Schmitt, Carl-橋川文三. 未來社 1982
合法性と正当性 : 付, 中性化と非政治化の時代 Schmitt, Carl-原田武雄-田中浩 未來社 1983
俳優の仕事 : 第 1部, 俳優教育システム Stanislavsky, Konstantin-岩田貴 未來社 2008
俳優の仕事 : 第 2部, 俳優教育システム Stanislavsky, Konstantin-岩田貴 未來社 2008
俳優の仕事 : 第 3部, 俳優の役に対する仕事 Stanislavsky, Konstantin-安達紀子.-堀江新未來社 2009
ブリューゲルの「子供の遊戯」 : 遊びの図像学 森洋子 未來社 1989
シャボン玉の図像学 森洋子 未來社 1999
ブリューゲル探訪 : 民衆文化のエネルギー 森洋子 未來社 2008
フォトネシア : 眼の回帰線・沖縄 = Photonesia 仲里効. 未來社 2009
出版のためのテキスト実践技法 : 総集篇 西谷能英. 未來社 2009
濠渠と風車 埴谷雄高 未來社 1957
鞭と獨楽 埴谷雄高 未來社 1957
墓銘と影絵 埴谷雄高 未來社 1961
罠と拍車 埴谷雄高 未來社 1962
垂鉛と弾機 埴谷雄高 未來社 1962
甕と蜉蝣 埴谷雄高 未來社 1964
振子と坩堝 植谷雄高 未來社 1964
彌撒と鷹 埴谷雄高 未來社 1966
渦動と天秤 埴谷雄高 未來社 1968
兜と冥府 埴谷雄高 未來社 1970



橄欖と塋窟 埴谷雄高 未來社 1972
鐘と遊星 埴谷雄高 未來社 1975
石棺と年輪 : 影絵の世界 埴谷雄高 未來社 1976
蓮と海嘯 埴谷雄高 未來社 1977
天頂と潮汐 埴谷雄高 未來社 1980
暉と極冠 埴谷雄高 未來社 1984
雁と胡椒 埴谷雄高 未來社 1990
滑車と風洞 埴谷雄高 未來社 1991
虹と睡蓮 埴谷雄高 未來社 1995
螺旋と蒼穹 埴谷雄高 未來社 1995
幻視のなかの政治 埴谷雄高 未來社 2001
定本野口雨情 : 第 1卷, 詩と民謡 I 野口雨情-秋山清 未來社 1985
定本野口雨情 : 第 2卷, 詩と民謡 II 野口雨情-秋山清 未來社 1986
定本野口雨情 : 第 3卷, 童謡 I 野口雨情-秋山清 未來社 1986
定本野口雨情 : 第 4卷, 童謡 II 野口雨情-秋山清 未來社 1986
定本野口雨情 : 第 5卷, 地方民謡 野口雨情-秋山清 未來社 1986
定本野口雨情 : 第 6卷, 童話・随筆・エッセイ・小
品

野口雨情-秋山清 未來社
1986

定本野口雨情 : 第 7卷, 童謡論・民謡論 I 野口雨情-秋山清 未來社 1986
定本野口雨情 : 第 8卷 野口雨情-秋山清 未來社 1987
定本野口雨情 : 補卷, 補遺・書簡 野口雨情-野口存彌 未來社 1996
最新版 留学 & ホームステイのための英会話 留学応援シリーズ 細井忠俊. アルク 2006
はじめての留学スーパーガイド : 留学のメリット・
デメリットから実現まで, 基礎知識と実現ノウハウ
をガイダンス

留学応援シリーズ アルク留学研究会. アルク
2009

大学院留学のためのエッセーと推薦状 : MBA & 
ロースクール出願対策完全ガイド

留学応援シリーズ Chin, Curtis S. アルク
2009

海外の大学・大学院で授業を受ける技術 : 留学前・
留学中に知っておきたい「技術」を詳しく紹介! 留学応援シリーズ Kawate-Mierzejewska, Megumi. アルク

2009



留学入試エッセー : 理系編 : 質問分析・構成法・実
例

留学応援シリーズ アルク入試エッセー研究会. アルク
2009

留学入試エッセー : 文系編 : 質問分析・構成法・実
例

留学応援シリーズ アルク入試エッセー研究会. アルク
2009

英和学習基本用語辞典, 化学 : 海外子女・留学生必
携

留学応援シリーズ 新井正明. アルク
2009

英和学習基本用語辞典, 物理 : 海外子女・留学生必
携

留学応援シリーズ 北村俊樹. アルク
2009

英和学習基本用語辞典数学 : 海外子女・留学生必携
留学応援シリーズ 高橋伯也. アルク

2009

英和学習基本用語辞典, 生物 : 海外子女・留学生必
携

留学応援シリーズ 津田稔. アルク
2009

英和学習基本用語辞典, アメリカ史 : 海外子女・留
学生必携

留学応援シリーズ 今井夏彦. アルク
2009

英和学習基本用語辞典 欧州近代史 : 海外子女・留学
生必携

留学応援シリーズ 藤澤皖. アルク
2009

聞いて覚える英単語キクタン TOEFL test : 頻出編
田中真紀子 アルク

2009

子ども英語. : 2008年5月号 アルク (Firm) アルク 2008
子ども英語. : 2008年 6月号 アルク (Firm) アルク 2008
子ども英語. : 2008年 8月号 アルク (Firm) アルク 2008
子ども英語. : 2008年 9月号 アルク (Firm) アルク 2008
子ども英語. : 2008年 10月号 アルク (Firm) アルク 2008
子ども英語. : 2008年 11月号 アルク (Firm) アルク 2008
子ども英語. : 2008年 12月号 アルク (Firm) アルク 2008
子ども英語. : 2009年 1月号 アルク (Firm) アルク 2009
子ども英語. : 2009年 2月号 アルク (Firm) アルク 2009
子ども英語. : 2009年 3月号 アルク (Firm) アルク 2009
子ども英語. : 2009年 4月号 アルク (Firm) アルク 2009
子ども英語. : 2009年 5月号 アルク (Firm) アルク 2009



子ども英語. : 2009年 6月号 アルク (Firm) アルク 2009
子ども英語. : 2009年 7月号 アルク (Firm) アルク 2009
子ども英語. : 2009年 8月号 アルク (Firm) アルク 2009
子ども英語. : 2009年 9月号 アルク (Firm) アルク 2009
あらし 対訳・注解研究社シェイクスピ

ア選集
Shakespeare, William-大場建治 研究社

2009

真夏の夜の夢 対訳・注解研究社シェイクスピ
ア選集

Shakespeare, William-大場建治 研究社
2005

ヴェニスの商人 対訳・注解研究社シェイクスピ
ア選集

Shakespeare, William-大場建治 研究社
2005

宴の夜 対訳・注解研究社シェイクスピ
ア選集

Shakespeare, William-大場建治 研究社
2007

ロミオとジュリエット 対訳・注解研究社シェイクスピ
ア選集

Shakespeare, William-大場建治 研究社
2007

ジューリアス・シーザー 対訳・注解研究社シェイクスピ
ア選集

Shakespeare, William-大場建治 研究社
2005

マクベス 対訳・注解研究社シェイクスピ
ア選集

Shakespeare, William-大場建治 研究社
2004

ハムレット 対訳・注解研究社シェイクスピ
ア選集

Shakespeare, William-大場建治 研究社
2004

リア王 対訳・注解研究社シェイクスピ
ア選集

Shakespeare, William-大場建治 研究社
2005

オセロー 対訳・注解研究社シェイクスピ
ア選集

Shakespeare, William-大場建治 研究社
2008

日本語類義表現使い分け辞典 泉原省二. 研究社 2007
梅村載筆 日本随筆大成 林羅山-岡村良通-滝沢馬琴-菅茶山 吉川弘文館 1993
春波楼筆記 日本随筆大成 司馬江漢-柳亭種彥-曉鐘成-桂川中良-喜多村吉川弘文館 1993
雲錦随筆 日本随筆大成 曉鐘成-生川春明-中島広足-小山田与清 吉川弘文館 1993
蘿月庵国書漫抄 日本随筆大成 尾崎雅嘉-堀秀成-橋本経亮-柳亭種彥-中山高吉川弘文館 1993
玄同放言 日本随筆大成 滝沢馬琴-村田春海-石川雅望 吉川弘文館 1993



睡余小錄 日本随筆大成 河津三白-伴林光平-大田南畝-谷川士清-山東吉川弘文館 1993
上代衣服考 日本随筆大成 豊田長敦-清水濱臣-松平定信-森島中良-小野吉川弘文館 1993
半日閑話 日本随筆大成 大田南畝 吉川弘文館 1993
過庭紀談 日本随筆大成 原雙桂-西村藐庵-大國隆正 吉川弘文館 1993
遠碧軒記 日本随筆大成 黑川道祐-中島廣足-朝川善庵-土肥經平-滝沢吉川弘文館 1993
古老茶話 日本随筆大成 柏崎永以-畑鶴山-伊藤東涯 吉川弘文館 1993
梅園叢書  / 三浦安貞. 野乃舎随筆 / 大石千引. おも
ひくさ / 本居宣長. 閑窓瑣談 / 佐々木貞高. 還魂紙料 
/ 柳亭種彥. 擁書漫筆 / 小山田与清. 西洋画談 / 司馬
江漢

日本随筆大成 三浦梅園-柳亭種彥-小山田与清-司馬江漢-大吉川弘文館

1993

思ひの儘の記  / 勢多章甫. 用捨箱 / 柳亭種彥. 向岡
閑話 / 大田南畝. 撈海一得 / 鈬木煥卿. 松陰随筆 / 
鈴木基之. 槻の落葉信濃漫錄 / 荒木田久老

日本随筆大成 勢多章甫-鈴木基之-荒木田久老-鈴木澶洲-柳吉川弘文館
1993

蒹葭堂雑錄  / 暁鐘成. 文会雑記 / 湯浅元禎. 閑窓瑣
談後編 / 佐々木貞高. 畏庵随筆 / 若槻敬

日本随筆大成 暁鐘成-若槻幾斎-為永春水-湯浅常山 吉川弘文館
1993

北辺随筆 日本随筆大成 富士谷御杖-山東京伝-日尾荊山 吉川弘文館 1994
かしのしづ枝 日本随筆大成 中島広足-宮川政運-松村梅岡-入江昌喜-小山吉川弘文館 1994
古今沿革考 日本随筆大成 柏崎永以-栗原信充-多田南嶺-伊勢貞丈.-和 吉川弘文館 1994
世事百談 日本随筆大成 山崎美成-山含亭意雅栗三-伴蒿蹊 吉川弘文館 1994
筆の御霊 日本随筆大成 田沼善一-大朏東華-秦鼎-盧橘庵. 吉川弘文館 1994
昆陽漫錄 : 続昆陽慢錄 ; 続昆陽漫錄補 日本随筆大成 青木昆陽-伊勢貞丈.-岡田新川-多田南嶺 吉川弘文館 1994
年々随筆 日本随筆大成 石原正明-滝沢馬琴-山口幸充 吉川弘文館 1994
三のしるべ 日本随筆大成 藤井高尚-茅原虛斎-藤原貞幹 吉川弘文館 1994
遊芸園随筆 日本随筆大成 川路聖謨-石川雅望-喜多村信節-川口好和.-林吉川弘文館 1994
兎園小說 日本随筆大成 滝沢馬琴-武田信英. 吉川弘文館 1994
松屋叢話 日本随筆大成 小山田与清-岡西惟中-梅の舎主人-馬場文耕吉川弘文館 1994
筱舎漫筆 日本随筆大成 西田直養-滝沢馬琴-桃華園三千麿 吉川弘文館 1994
兎園小說别集 日本随筆大成 滝沢馬琴-松平定信-喜多村信節-瀬川如皐-財吉川弘文館 1994
兎園小說余錄 ; 兎園小說拾遺 日本随筆大成 滝沢馬琴-三浦梅園-神谷養勇軒-小泉保敬 吉川弘文館 1994
雉岡随筆 日本随筆大成 五十嵐篤好-斎藤徳元-山東京伝-山崎美成-上吉川弘文館 1994



它山石初編 日本随筆大成 松井羅州-山東京伝-雨森芳洲-喜多村信節-北吉川弘文館 1994
一挙博覧 日本随筆大成 鈴木忠侯.-森島中良-柳原紀光-林自見-釈立綱吉川弘文館 1994
先進繡像玉石雑誌 日本随筆大成 栗原信充-馬場信意-細川宗春. 吉川弘文館 1994
飛鳥川 日本随筆大成 柴村盛方-尾崎雅嘉-西村遠里-松亭金水-菱川吉川弘文館 1994
梅翁随筆 日本随筆大成 竜田舎秋錦-岩政信比古-千家尊澄 吉川弘文館 1994
笈埃随筆 日本随筆大成 百井塘雨-菊岡沾涼-三升屋二三治-沢庵 吉川弘文館 1994
河社 日本随筆大成 契冲-頭光-慈延-雨森芳洲-山崎美成 吉川弘文館 1994
蓴菜草紙 日本随筆大成 多田南嶺-伴信友-徳川光圀-柳亭種彦-大田南吉川弘文館 1995
南留别志 日本随筆大成 荻生徂徠-谷真潮-橘南谿-小島成斎-伊勢貞丈吉川弘文館 1995
三省錄 日本随筆大成 志賀理斎-安藤為章-平賀源内-原徳斎 吉川弘文館 1995
遊京漫録 日本随筆大成 清水浜臣-聖応-栗原信充 吉川弘文館 1995
柳庵随筆余編 日本随筆大成 栗原信充-北莖-南山-清水浜臣-渋川時英-林吉川弘文館 1995
楓軒偶記 ; 諼草小言 日本随筆大成 小宮山昌秀-滝沢馬琴 吉川弘文館 1995
静軒痴談 日本随筆大成 寺門静軒-小野高尚-畑銀雞-八島五岳-南川金吉川弘文館 1995
折々草 日本随筆大成 建部綾足-岡本保孝 吉川弘文館 1995
下馬のおとなひ 日本随筆大成 掘秀成-新井白蛾-森山孝盛-藤井高尚 吉川弘文館 1995
卯花園漫筆 日本随筆大成 石上宣継-大枝流芳 吉川弘文館 1995
赤穂義士随筆 日本随筆大成 山崎美成-平秩東作-笠亭仙果-菊岡沾涼-伊藤吉川弘文館 1995
傍廂 日本随筆大成 斎藤彦麻呂-志賀理斎-松平定信-岡本保孝-石吉川弘文館 1995
浪華百事談 日本随筆大成 橘泰-富士谷成章-石原徒流.-庄司道恕斎 吉川弘文館 1995
中陵漫錄 日本随筆大成 佐藤中陵-栗原信充 吉川弘文館 1995
古今雑談思出草紙 日本随筆大成 東随舍-安楽庵策伝-石塚豊芥子-森山孝盛-大吉川弘文館 1995
天朝墨談 日本随筆大成 五十嵐篤好-久須美祐雋-上田秋成-松平定信吉川弘文館 1995
三余叢談 日本随筆大成 長谷川宣昭-浅井了意-酒井忠昌-室鳩巣-中井吉川弘文館 1995
後松日記 日本随筆大成 松岡行義 吉川弘文館 1995
見た京物語 日本随筆大成 白鯉館卯雲-大田晴軒-榊原篁洲-小野高潔-天吉川弘文館 1995
百草 日本随筆大成 松亭金水-盧橘庵.-山本北山 吉川弘文館 1995
関秘錄 日本随筆大成 松岡辰方-竹屋光棣-土肥経平-新井白蛾-三宅吉川弘文館 1995
百草露 日本随筆大成 含弘堂偶斎.-遠藤春足.-川崎重恭-小林元儁-吉川弘文館 1995
梅園日記 日本随筆大成 北静盧-新井白石-八田知紀-朋誠堂喜三二-大吉川弘文館 1995



塩尻 1 日本随筆大成 天野信景-日本隨筆大成編輯部. 吉川弘文館 1995
塩尻 2 日本随筆大成 天野信景-日本隨筆大成編輯部. 吉川弘文館 1995
塩尻 3 日本随筆大成 天野信景-日本隨筆大成編輯部. 吉川弘文館 1996
塩尻 4 日本随筆大成 天野信景-日本隨筆大成編輯部. 吉川弘文館 1996
塩尻拾遺 1 日本随筆大成 天野信景-日本隨筆大成編輯部. 吉川弘文館 1996
塩尻拾遺 2 日本随筆大成 天野信景-日本隨筆大成編輯部. 吉川弘文館 1996
翁草 1 日本随筆大成 神澤貞幹-日本隨筆大成編輯部. 吉川弘文館 1996
翁草 2 日本随筆大成 神澤貞幹-日本隨筆大成編輯部. 吉川弘文館 1996
翁草 3 日本随筆大成 神澤貞幹-日本隨筆大成編輯部. 吉川弘文館 1996
翁草 4 日本随筆大成 神澤貞幹-日本隨筆大成編輯部. 吉川弘文館 1996
翁草 5 日本随筆大成 神澤貞幹-日本隨筆大成編輯部. 吉川弘文館 1996
翁草 6 日本随筆大成 神澤貞幹-日本隨筆大成編輯部. 吉川弘文館 1996
一話一言 : 1 日本随筆大成 大田南畝-日本隨筆大成編輯部. 吉川弘文館 1996
一話一言 : 2 日本随筆大成 大田南畝-日本隨筆大成編輯部. 吉川弘文館 1996
一話一言 : 3 日本随筆大成 大田南畝-日本隨筆大成編輯部. 吉川弘文館 1996
一話一言 : 4 日本随筆大成 大田南畝-日本隨筆大成編輯部. 吉川弘文館 1996
一話一言 : 5 日本随筆大成 大田南畝-日本隨筆大成編輯部. 吉川弘文館 1996
一話一言 : 6 日本随筆大成 大田南畝-日本隨筆大成編輯部. 吉川弘文館 1996
嬉遊笑覧 : 1 日本随筆大成 喜多村信節-日本随筆大成編輯部. 吉川弘文館 1996
嬉遊笑覧 : 2 日本随筆大成 喜多村信節-日本随筆大成編輯部. 吉川弘文館 1996
嬉遊笑覧 : 3 日本随筆大成 喜多村信節-日本随筆大成編輯部. 吉川弘文館 1996
嬉遊笑覧 : 4 日本随筆大成 喜多村信節-日本随筆大成編輯部. 吉川弘文館 1996
講習餘筆 続日本随筆大成 中村蘭林-広瀬蒙斎-松本愚山-釈雲室-桃西河吉川弘文館 1979
常山桜筆餘 続日本随筆大成 湯浅常山-広瀬旭荘-近藤万丈 吉川弘文館 1979
見し世の人の記 続日本随筆大成 脇愚山 吉川弘文館 1979
一字訓 続日本随筆大成 雨森芳洲-中根淑 吉川弘文館 1979
間思随筆 続日本随筆大成 加藤景範-沢田名垂-橘守部-平田篤胤-倉成龍吉川弘文館 1980
仙語記 続日本随筆大成 村田春海-中村新斎-松平定信 吉川弘文館 1980
一昔話 続日本随筆大成 加藤艮斎-黑川春村 吉川弘文館 1980
寓意草 続日本随筆大成 岡村良通-黒川盛隆-沢近嶺-淸水礫洲-山岡浚吉川弘文館 1980



古今物忘れの記 続日本随筆大成 建部綾足 吉川弘文館 1980
醍醐随筆 続日本随筆大成 中山三柳 吉川弘文館 1980
寐ものがたり 続日本随筆大成 鼠渓-間宮永好-入江昌喜 吉川弘文館 1981
強斎先生雑話筆記 続日本随筆大成 若林強斎-小冥野夫.-山口春水 吉川弘文館 1981
そぞろ物語. 続日本随筆大成 三浦浄心 吉川弘文館 1981
月堂見聞集. 続日本随筆大成 本島知辰 吉川弘文館 1981
月堂見聞集. 続日本随筆大成 本島知辰 吉川弘文館 1981
月堂見聞集. 続日本随筆大成 本島知辰 吉川弘文館 1982
久夢日記. 続日本随筆大成 北川博邦-森銑三 吉川弘文館 1982
宝暦現来集. 続日本随筆大成 山田桂翁 吉川弘文館 1982
宝暦現来集. 続日本随筆大成 山田桂翁 吉川弘文館 1982
江府風俗志 : 天弘錄 ; 花吹雪隈手逎塵 続日本随筆大成 恕堂閑人-北川博邦-森銑三 吉川弘文館 1982
巷街贅說. 続日本随筆大成 人斎翁 吉川弘文館 1983
巷街贅說. 続日本随筆大成 人斎翁-石塚豊芥子 吉川弘文館 1983
民間風俗年中行事 : [1]. 続日本随筆大成 吉川弘文館. 吉川弘文館 1983
民間風俗年中行事 : [2]. 続日本随筆大成 国書刋行会. 吉川弘文館 1983
カラーマネジメント技術 : 拡張色空間とカラーアピ
アランス

小野文孝.-河村尚登.-画像電子学会. 東京電機大学出版局
2008

生体機能工学 バイオメカニズム・ライブラ
リー

松丸隆文.-バイオメカニズム学会 (Japan) 東京電機大学出版局
2008

低温工学概論 : 超伝導技術を支えるもの. 荻原宏康. 東京電機大学出版局 1999
水理学演習 有田正光.-中井正則 東京電機大学出版局 1999
大気圈の環境 有田正光-岡本博司. 東京電機大学出版局 2000
環境問題へのアプローチ 有田正光.-白川直樹.-石村多門. 東京電機大学出版局 2001
環境科学の基礎 岡本博司. 東京電機大学出版局 2002
Javaで学ぶ数値解析 和光システム研究所. 東京電機大学出版局 2005
光技術入門 : Approach to optical engineering. 堀内敏行. 東京電機大学出版局 2005
わかりやすい上水道と給水装置 : 給水装置工事主任
技術者試験基礎テキスト.

栄森康治郎 東京電機大学出版局
2005

水理学の基礎 有田正光 東京電機大学出版局 2006



生物圈の環境 池田裕一-有田正光 東京電機大学出版局 2007
看護動作を助ける基礎人間工学 小川鉱一. 東京電機大学出版局 1999
自転車と健康 前田寬.-岡内優明.-石橋健司. 東京電機大学出版局 1999
サッカーコンディショニングの科学 : 科学的分析に
基づいたコンディショニングの方法

赤木真二.-浦上千晶. 東京電機大学出版局
1999

IT で人はどうなる : 人間重視の情報技術を. 斎藤正男.-川澄正史. 東京電機大学出版局 2003
電磁界の健康影響 : 工学的・科学的アプローチの必
要性.

三浦正悦. 東京電機大学出版局
2004

看護・介護のための人間工学入門 小川鉱一. 東京電機大学出版局 2006
イラストで学ぶ看護人間工学 小川鑛一. 東京電機大学出版局 2008
メディアの技術史 : 洞窟画からインターネットへ 斎藤嘉博. 東京電機大学出版局 1999
インタ－ネット時代の学校図書館 : 司書・司書敎諭
のための「情報」入門

中村百合子.-堀川照代-根本彰 東京電機大学出版局
2003

FrameMaker 7. 2 による XML 組版指南 広田健一郎. 東京電機大学出版局 2006
ユビキタス時代の著作権管理技術 : DRM とコンテ
ンツ流通.

今井秀樹.-五十嵐達治. 東京電機大学出版局
2006

実践インストラクショナルデザイン : 事例で学ぶ教
育設計.

情報デザインシリーズ 内田実.-清水康敬. 東京電機大学出版局
2005

WebCT : 大学を変える e ラーニングコミュニティ
エミットジャパン. 東京電機大学出版局

2005

E ラーニング専門家のためのインストラクショナル
デザイン

斎藤裕.-玉木欽也. 東京電機大学出版局
2006

E ラーニング活用ガイド 日本イーラーニングコンソシアム. 東京電機大学出版局 2007
E ラーニングのためのメンタリング : 学習者支援の
実践

松田岳士.-原田満里子. 東京電機大学出版局
2007

最適モデルによるインストラクショナルデザイン : 
ブレンド型 e ラーニングの効果的な手法

鈴木克明-久保田賢一.-鄭仁星. 東京電機大学出版局
2008

ICT を活用した外国語教育 吉田晴世.-CIEC 外国語教育研究部会. 東京電機大学出版局 2008
学生のための情報リテラシー : Office XP 版 若山芳三郎. 東京電機大学出版局 2003
学生のための情報リテラシー : Office/Vista 版 若山芳三郎. 東京電機大学出版局 2007



学生のための詳解 C 中村隆一. 東京電機大学出版局 2007
Squeak プログラミング : 簡単に作れるビジュアル
教材

福村好美.-湯川高志.-五百部敦志. 東京電機大学出版局
2007

チャンス発見の情報技術 : ポストデータマイニング
時代の意思決定支援.

大沢幸生. 東京電機大学出版局
2003

天候デリバティブのすべて : 金融工学の応用と実践
天崎裕介.-広瀬尚志. 東京電機大学出版局

2003

オントロジ技術入門 : ウェブオントロジとOWL セマンティック技術シリーズ 日本規格協会. 東京電機大学出版局 2005
システム設計 : 基幹業務システム開発のための
ウォータフォールモデル技法.

鈴木洋光. 東京電機大学出版局
2005

メタデータ技術とセマンティックウェブ : Metadata 
technology and Semantic Web

赤埴淳一.-岸上順一.-曽根原登. 東京電機大学出版局
2006

ベイジアンネットワーク技術 : ユーザ・顧客のモデ
ル化と不確実性推論.

本村陽一-岩崎弘利. 東京電機大学出版局
2006

チャンス発見のデータ分析 : モデル化 + 可視化 + 
コミュニケーションシナリオ創発.

大沢幸生. 東京電機大学出版局
2006

テキストマイニングを使う技術, 作る技術 : 基礎技
術と適用事例から導く本質と活用法.

那須川哲哉. 東京電機大学出版局
2006

オークション理論の基礎 : ゲーム理論と情報科学の
先端領域.

橫尾真. 東京電機大学出版局
2006

トピックマップ入門 : An introduction to topic 
maps

セマンティック技術シリーズ 加藤弘之.-内藤求. 東京電機大学出版局
2006

シリアスゲーム : 敎育・社会に役立つデジタルゲー
ム

藤本徹 東京電機大学出版局
2007

社会安全システム : 社会, まち, ひとの安全とその技
術

安藤茂樹.-中野潔 東京電機大学出版局
2007

間メディア社会と〈世論〉形成 : TV・ネット・劇場
社会

遠藤薰 東京電機大学出版局
2007

統計数理は隠された未来をあらわにする : ベイジア
ンモデリングによる実世界イノベーション

樋口知之.-石井信. 東京電機大学出版局
2007



人とロボットの (間) をデザインする 山田誠二 東京電機大学出版局 2007
ネットメディアと〈コミュニティ〉形成 遠藤薰 東京電機大学出版局 2008
利益をもたらす ISO 9001:2000 解釈と運用 高林貞夫. 東京電機大学出版局 2001
現代経営学の再構築 : 普遍経営学への小?. 岩森竜夫. 東京電機大学出版局 2002
世界市場を制覇する国際標準化戦略 : 二十一世紀の
ビジネススタンダード

原田節雄. 東京電機大学出版局
2008

ベイズモデリングによるマーケティング分析 照井伸彦. 東京電機大学出版局 2008
ユーザが感じる品質基準 QoE : IPTV サービスの開
発を例として

NTT サイバーソリューション研究所. 東京電機大学出版局
2009

MATLAB による誘導制御系の設計 江口, 弘文. 東京電機大学出版局 2004
MATLAB による制御のための上級システム同定 足立修一. 東京電機大学出版局 2004
MATLAB による振動工学 : 基礎からマルチボディダ
イナミクスまで

小林信之-杉山博之. 東京電機大学出版局
2008

ビギナーズ物理 : 理工系を学びはじめる人のために.
荻原宏康. 東京電機大学出版局

1999

大学新入生のための数学ガイド 太田琢也-桑田孝泰 東京電機大学出版局 2007
しっかり学ぶ線形代数 田沢義彦 東京電機大学出版局 2007
非線形問題の解法 : Gadget to non-linear 
problems

桜井明-高橋秀慈. 東京電機大学出版局
2008

大学新入生の数学 : 高校から大学へのステップアッ
プ

田沢義彦. 東京電機大学出版局
2008

虫食算と覆面算 : 論理思考パズル難易度別 200選 大駒誠一.-武純也. 東京電機大学出版局 2008
しっかり学ぶ微分積分 田沢義彦. 東京電機大学出版局 2008
オープンソースで学ぶバイオインフォマティクス オープンバイオ研究会. 東京電機大学出版局 2008
エレクトリックエンジン・カー : 新しい自動車時代
のはじまり

藤中正治 東京電機大学出版局
2003

超伝導の基礎 : Fundamentals of 
superconductivity

丹羽雅昭. 東京電機大学出版局
2009

電気・電子・情報系の基礎数学.
電気・電子・情報系の基礎数学 安藤豊.-松田信行. 東京電機大学出版局

1993



電気・電子・情報系の基礎数学.
電気・電子・情報系の基礎数学 安藤豊.-松田信行. 東京電機大学出版局

1993

電気・電子・情報系の基礎数学.
電気・電子・情報系の基礎数学 安藤豊.-中野実 東京電機大学出版局

1996

電気・電子の基礎数学 堀桂太郎.-椿本博久.-佐村敏治. 東京電機大学出版局 2005
よくわかる電気数学 照井博志. 東京電機大学出版局 2008
微分・積分学の基礎 工科系数学セミナー 数学敎育研究会. 東京電機大学出版局 1996
複素解析学 工科系数学セミナー 安達謙三. 東京電機大学出版局 1999
統計学の基礎 工科系数学セミナー 鈴木[Kan]之. 東京電機大学出版局 2000
常微分方程式 工科系数学セミナー 鶴見和之. 東京電機大学出版局 2000
ベクトル解析入門 工科系数学セミナー 国分雅敏. 東京電機大学出版局 2002
フーリエ解析と偏微分方程式 工科系数学セミナー 数学教育研究会. 東京電機大学出版局 2003
入門回路理論 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2005
入門電磁気学 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2006
電気回路の基礎 足立修一-森大毅. 東京電機大学出版局 2007
新入生のための電気工学 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2007
学生のための電気回路 井出英人. 東京電機大学出版局 2008
パワーエレクトロニクスとその応用 : 省エネ・エコ
技術

岸敬二. 東京電機大学出版局
2008

初めて学ぶ基礎電子工学 小川鉱一. 東京電機大学出版局 1995
図解シーケンス制御の考え方・読み方 : 初歩から実
際まで

大浜庄司 東京電機大学出版局
2002

アナログ電子回路の基礎 堀桂太郎. 東京電機大学出版局 2003
ディジタル電子回路の基礎 堀桂太郎. 東京電機大学出版局 2003
ディジタル IC 回路のすべて 白土義男 東京電機大学出版局 2008
12週間でマスター PC シーケンス制御 吉本久泰. 東京電機大学出版局 2000
スペクトラム拡散技術のすべて : CDMA から IMT-
2000, Bluetooth まで

松尾憲一. 東京電機大学出版局
2002

情報通信基礎. 三輪進. 東京電機大学出版局 2003



ユビキタス無線ディバイス : IC カード・RF タグ・
UWB・ZigBee・可視光通信・技術動向.

根日屋英之.-小川真紀. 東京電機大学出版局
2005

センサネットワーク技術 : ユビキタス情報環境の構
築に向けて

?辺義人.-南正輝.-安藤繁.-田村陽介. 東京電機大学出版局
2005

ユビキタス時代のアンテナ設計 : 広帯域, マルチバ
ンド, 至近距離通信のための最新技術.

根日屋英之.-小川真紀. 東京電機大学出版局
2005

ワイヤレスブロードバンド技術 : IEEE 802 と 4G 
携帯の展開, OFDM と MIMO の技術.

根日屋英之.-小川真紀. 東京電機大学出版局
2006

GPS のための実用プログラミング 坂井丈泰. 東京電機大学出版局 2007
技術史から学ぶ情報学 小山田了三-小山田隆信. 東京電機大学出版局 2007
情報セキュリティ教科書 高田伸彦.-南俊博. 東京電機大学出版局 2008
初めて学ぶ基礎ロボット工学 小川鉱一.-加藤了三. 東京電機大学出版局 1998
油圧制御システム 小波倭文朗.-西海孝夫. 東京電機大学出版局 1999
初めて学ぶ基礎制御工学 森政弘-小川鉱一. 東京電機大学出版局 2001
図解機械材料 打越二弥. 東京電機大学出版局 2001
初めて学ぶ基礎機械システム 小川鉱一. 東京電機大学出版局 2001
初めて学ぶ PID 制御の基礎 江口弘文. 東京電機大学出版局 2006
ヒューマノイド工学 : 生物進化から学ぶ 2関節筋ロ
ボット機構 = Revolution in humanoid robotics : 
evolution of motion control

熊本水頼-精密工学会. 東京電機大学出版局
2006

ナノスケールサーボ制御 : 高速・高精度に位置を決
める技術

藤本博志-平田光男-山口高司. 東京電機大学出版局
2007

初めて学ぶ現代制御の基礎 江口弘文.-大屋勝敬. 東京電機大学出版局 2007
機械強度設計のための CAE 入門 : 有限要素法活用
のノウハウ = Computer aided engineering

栗山好夫.-笹川宏之. 東京電機大学出版局
2008

自動車材料入門 高行男. 東京電機大学出版局 2009
電子写真 : プロセスとシミュレーション シリーズ「デジタルプリンタ技

術」
平倉浩治.-川本広行.-日本画像学会. 東京電機大学出版局

2008

電子ペーパー シリーズ「デジタルプリンタ技
術」

面谷信.-日本画像学会. 東京電機大学出版局
2008



インクジェット シリーズ「デジタルプリンタ技
術」

藤井雅彦.-日本画像学会. 東京電機大学出版局
2008

ケミカルトナー シリーズ「デジタルプリンタ技
術」

竹内学.-多田達也.-日本画像学会. 東京電機大学出版局
2008

たのしくできる PC (プログラマブルコントローラ) 
メカトロ制御実験

鈴木美朗志. 東京電機大学出版局
2001

相撲ロボットの作り方 勝てるロボコン 浅野健一 東京電機大学出版局 2001
たのしくできる C & PIC 制御実験 鈴木美朗志. 東京電機大学出版局 2003
H8 アセンブラ入門 浅川毅.-堀桂太郎. 東京電機大学出版局 2003
C による PIC 活用ブック 高田直人. 東京電機大学出版局 2003
たのしくできる H8マイコン制御実験 橫田一弘.-浅川毅. 東京電機大学出版局 2004
たのしくできる C & PIC 実用回路 鈴木美朗志. 東京電機大学出版局 2004
Z 80 アセンブラ入門 堀桂太郎.-浅川毅. 東京電機大学出版局 2004
たのしくできる PIC メカキット工作 鈴木美朗志. 東京電機大学出版局 2005
C 言語による H8 マイコン制御 橫田一弘.-浅川毅. 東京電機大学出版局 2005
無線工学の基礎 1・2陸技受験教室 安達宏司. 東京電機大学出版局 2007
無線工学 A 1・2陸技受験教室 横山重明.-吉川忠久. 東京電機大学出版局 2007
無線工学 B 1・2陸技受験教室 吉川忠久. 東京電機大学出版局 2008
電波法規 1・2陸技受験教室 吉川忠久-Japan. 東京電機大学出版局 2007
合格精選 350題第二種電気工事士筆記試験問題集 粉川昌巳. 東京電機大学出版局 2008
第一種電気工事士筆記試験問題集 : 合格精選500題

粉川昌巳. 東京電機大学出版局
2008

基本情報技術者試験午前精選予想 400題試験問題集 
: 平成21年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2008

応用情報技術者試験午前精選予想 600題試験問題集 
: 平成21年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2008

情報セキュリティスペシャリスト試験午前精選予想 
500題試験問題集 : 平成21年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2008

エンベデッドシステムスペシャリスト試験午前精選
予想 500題試験問題集 : 平成 21年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2008



システム監?技術者試験午前精選予想 500題試験問
題集 : 平成 21年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2008

IT パスポート試験午前精選予想 400題試験問題集 : 
平成 21年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2008

データベーススペシャリスト試験午前精選予想 500
題試験問題集 : 平成21年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2008

プロジェクトマネージャ試験午前精選予想 500題試
験問題集 : 平成 21年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2008

早わかり第二種電気工事士受験テキスト : カラー鑑
別写真付

茂木仁博.-角田浩二.-渡辺敏章.-須賀寬光. 東京電機大学出版局
2008

電験三種理論 : 平成 21年度版 合格マスター 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2008
電験三種電力 : 平成 21年度版 合格マスター 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2008
電験三種機械 : 平成 21年度版 合格マスター 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2008
電験三種法規 : 平成 21年度版 合格マスター 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2008
第一級陸上無線技術士試験問題集. : 合格精選 340
題

吉川忠久. 東京電機大学出版局
2009

電気法規と電気施設管理 : 平成 21年度版 竹野正二. 東京電機大学出版局 2009
電気設備技術基準・解釈 : 電気事業法・電気工事士
法・電気工事業法平成 21年版.

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2009

植村正久著作集 : 1. 植村正久 新教出版社 2005
植村正久著作集 : 2. 植村正久 新教出版社 2005
植村正久著作集 : 3. 植村正久 新教出版社 2005
植村正久著作集 : 4. 植村正久 新教出版社 2005
植村正久著作集 : 5. 植村正久 新教出版社 2005
植村正久著作集 : 6. 植村正久 新教出版社 2005
植村正久著作集 : 7. 植村正久 新教出版社 2005
高倉徳太郎著作集 : 1. 高倉徳太郎 新教出版社 2005
高倉徳太郎著作集 : 2. 高倉徳太郎 新教出版社 2005
高倉徳太郎著作集 : 3. 高倉徳太郎 新教出版社 2005
高倉徳太郎著作集 : 4. 高倉徳太郎 新教出版社 2005



高倉徳太郎著作集 : 5. 高倉徳太郎 新教出版社 2005
戦時下のキリスト教運動. : 特高資料による昭和十一
年--昭和十九年: 1

太田雅夫.-杉井六郎.-和田洋一.-同志社大学 新教出版社
2003

戦時下のキリスト教運動. : 特高資料による昭和十一
年--昭和十九年: 2

太田雅夫.-杉井六郎.-和田洋一.-同志社大学 新教出版社
2003

戦時下のキリスト教運動. : 特高資料による昭和十一
年--昭和十九年: 3

太田雅夫.-杉井六郎.-和田洋一.-同志社大学 新教出版社
2003

他者と共同体 湯浅博雄 未來社 1992
反復論序說 湯浅博雄 未來社 1996
応答する呼びかけ : 言葉の文学的次元から他者関係
の次元へ

湯浅博雄. 未來社
2009

幻視と造形 粟津則雄 未來社 1991
眼とかたち 粟津則雄 未來社 1988
ことばと精神 : 粟津則雄講演集 粟津則雄. 未來社 2009
瀬戶內海の研究 : 島嶼の開発とその社会形成海人の
定住を中心に

宮本常一 未來社
1965

日本の海洋民 川添登-宮本常一 未來社 1974
民具学の提唱 宮本常一 未來社 1999
野田泉光院 宮本常一 未來社 1980
菅江真澄 宮本常一 未來社 1980
古川古松軒, イサベラ・バード 宮本常一-Bird, Isabella L.-古川古松軒 未來社 1984
開拓の歴史 宮本常一 未來社 1993
山に生きる人びと 宮本常一 未來社 1993
海に生きる人びと 宮本常一 未來社 1964
村のなりたち 宮本常一 未來社 1966
町のなりたち 宮本常一 未來社 1968
生業の歴史 宮本常一 未來社 1993
甘藷の歴史 宮本常一 未來社 1993
思想学事始め : 戦後社会科学形成史の一断面 田中浩 未來社 2006
カール・シュミット : 魔性の政治学 田中浩 未來社 1992



長谷川如是閑研究序說 田中浩 未來社 1989
思想学の現在と未来 田中浩 未來社 2009
巨人の肩の上で : 法の社会理論と現代 河上倫逸 未來社 1990
法史学者の課題 河上倫逸 未來社 2004
法制化とコミュニケイション的行為 : ハーバーマ
ス・シンポジウム

Hubricht, Manfred.-河上倫逸 未來社
1987

社会システム論と法の歴史と現在 : ルーマン・シン
ポジウム

河上倫逸 未來社
1991

ヨーロッパ法と普遍法 : 諸世界システムの共存 河上倫逸 未來社 2009
ヘテロトピアの思考 上村忠男 未來社 1996
歴史家と母たち : カルロ・ギンズブルグ論 上村忠男 未來社 1994
超越と横断 : 言說のヘテロトピアへ 上村忠男 未來社 2002
無調のアンサンブル 上村忠男 未來社 2007
国民革命幻想 : デ・サンクティスからグラムシへ 上村忠男 未來社 2000
メタ構想力 : ヴィーコ・マルクス・アーレント 木前利秋 未來社 2008
プロテスタンティズムの倫理と資本主義の「精神」

Weber, Max-安藤英治-梶山力 未來社
1994

東エルベ・ドイツにおける農業労働者の状態 Weber, Max-肥前, 栄一 未來社 2003
討議と人権 : ハーバーマスの討議理論における正統
性の問題

内村博信. 未來社
2009

公共善の政治学 : ウェーバー政治思想の原理論的再
構成

雀部幸隆 未來社
2007

哲学と大学 西山雄二 未來社 2009
ブレヒト戯曲全集 : 第1卷 Brecht, Bertolt-岩淵達治 未來社 1998
ブレヒト戯曲全集 : 第2卷 Brecht, Bertolt-岩淵達治 未來社 1998
ブレヒト戯曲全集 : 第3卷 Brecht, Bertolt-岩淵達治 未來社 1998
ブレヒト戯曲全集 : 第4卷 Brecht, Bertolt-岩淵達治 未來社 1998
ブレヒト戯曲全集 : 第5卷 Brecht, Bertolt-岩淵達治 未來社 1999
ブレヒト戯曲全集 : 第6卷 Brecht, Bertolt-岩淵達治 未來社 1999
ブレヒト戯曲全集 : 第7卷 Brecht, Bertolt-岩淵達治 未來社 1999



ブレヒト戯曲全集 : 第8卷 Brecht, Bertolt-岩淵達治 未來社 1999
ブレヒト戯曲全集 : 別卷 Brecht, Bertolt-岩淵達治 未來社 2001
経営組織の環境適応 加護野忠男 白桃書房 1986
組織行動研究 坂下昭宣 白桃書房 1985
変革型ミドルの探求 : 戦略・革新指向の管理者行動

金井壽宏 白桃書房
1991

企業者ネットワーキングの世界 : MITとボストン近
辺の企業者コミュニティの探求 = The world of 
entrepreneurial networking

金井壽宏 白桃書房
1994

液晶ディスプレイの技術革新史 : 行為連鎖システム
としての技術 = History of liquid crystal display 
technology

沼上幹 白桃書房
1999

企業社会責任の経営学的硏究 森本三男 白桃書房 1994
イタリアの起業家ネットワーク : 産業集積プロセス
としてのスピンオフの連鎖

稲垣京輔. 白桃書房
2003

企業の社会戦略と NPO : 社会的価値創造にむけての
協働型パートナーシップ

横山恵子. 白桃書房
2003

事業創造のダイナミクス 榊原清則-沼上幹-大滝精一 白桃書房 1989
カスタマー・リレーションの戦略論理 : 産業財マー
ケティング再考

余田拓郎 白桃書房
2000

財務会計の機能 : 理論と実証 = Positive theory of 
financial accounting

須田一幸 白桃書房
2000

公会計改革論 : ドイツ公会計研究と資金理論的公会
計の構築

南山大学学術叢書 亀井孝文 白桃書房
2004

三井家勘定管見 : 江戶時代の三井家における內部会
計報告制度および会計処理技法の硏究

西川登 白桃書房
1993

英国株式会社会計制度論 山浦久司 白桃書房 1993
子どもの步走跳 : 筋電図からみた「体つくりの基本
運動」基本的な動作「步く」「走る」「跳ぶ」で体
力を向上させよう!

岡本勉.-岡本香代子. 歩行開発研究所
2009



滿和辭典 : b Manju z ĭ-ben gisun kamcibuha 
bithe

羽田亨 国書刊行会
1972

蝦和英三對辭書 : 完 Batchelor, John 国書刊行会 1975
台湾語大辞典 Taiwan. 国書刊行会 1983
広東語辞典 Taiwan. 国書刊行会 1987
平成新編仏教法具図鑑 有賀要延 国書刊行会 1993
朝鮮の風水 村山智順.-Korea. 国書刊行会 1972
朝鮮の鬼神 村山智順. 国書刊行会 1972
朝鮮の巫覡 村山智順.-Korea. 国書刊行会 1972
朝鮮の占卜と豫言 村山智順. 国書刊行会 1972
朝鮮国名考 鮎貝房之進. 国書刊行会 1987
中国・朝鮮地名異称辞典 国書刊行会. 国書刊行会 1987
朝鮮民謡史 : 庶民の心の唄 金奉鉉. 国書刊行会 1990
新羅史硏究 今西龍 国書刊行会 1970
百濟史硏究 今西龍 国書刊行会 1970
朝鮮史の栞 今西龍 国書刊行会 1970
朝鮮古史の研究 今西龍 国書刊行会 1970
明史刑法志索引 野口鐵郎. 国書刊行会 1981
中国書画落款集 谷文晁 国書刊行会 1992
平安・鎌倉・室町・江戶秘奥印譜 長谷川延年 国書刊行会 1992
朝鮮書画人物辞典 吳 世昌 国書刊行会 1992
書画人・浮世絵師呼称辞典 国書刊行会. 国書刊行会 1992
北海道蝦夷語地名解 : 附アイヌ地名考 永田方正. 国書刊行会 1972
文化政策学入門 根木昭 水曜社 2010
文化政策の法的基盤 : 文化芸術振興基本法と文化振
興条例

根木, 昭 水曜社
2003

文化行政法の展開 : 文化政策の一般法原理 根木昭 水曜社 2005
文化的景観を評価する : 世界遺産富山県五箇山合掌
造り集落の事例

垣内恵美子 水曜社
2005



フランスの文化政策 : 芸術作品の創造と文化的実践 
= La politique culturelle de la France : création 
artistique et démocratisation des pratiques

Greffe, Xavier.-垣內恵美子 水曜社

2007

神道古典の研究 池山聰助 国書刊行会 1984
祭祀と思想 : 神道の祈り 谷省吾 国書刊行会 1985
神社の歴史的研究 : 神信仰の变遷 鶴岡静夫. 国書刊行会 1992
中国・朝鮮の史籍における日本史料集成　明実録之
部  １

日本史料集成編纂会. 国書刊行会
1975

中国・朝鮮の史籍における日本史料集成  明実録之
部  ２

日本史料集成編纂会. 国書刊行会
1975

中国・朝鮮の史籍における日本史料集成  明実録之
部  ３

日本史料集成編纂会. 国書刊行会
1975

中国・朝鮮の史籍における日本史料集成  正史之部  
１

日本史料集成編纂会. 国書刊行会
1975

中国・朝鮮の史籍における日本史料集成  正史之部  
２

日本史料集成編纂会. 国書刊行会
1976

中国・朝鮮の史籍における日本史料集成  清実録之
部  １

日本史料集成編纂会. 国書刊行会
1976

中国・朝鮮の史籍における日本史料集成  清実録之
部  ２

日本史料集成編纂会. 国書刊行会
1976

中国・朝鮮の史籍における日本史料集成  三国高麗
之部

日本史料集成編纂会. 国書刊行会
1978

中国・朝鮮の史籍における日本史料集成  李朝実録
之部  １

日本史料集成編纂会. 国書刊行会
1976

中国・朝鮮の史籍における日本史料集成  李朝実録
之部  ２

日本史料集成編纂会. 国書刊行会
1977

中国・朝鮮の史籍における日本史料集成  李朝実録
之部  ３

日本史料集成編纂会. 国書刊行会
1978



中国・朝鮮の史籍における日本史料集成  李朝実録
之部  ４

日本史料集成編纂会. 国書刊行会
1979

中国・朝鮮の史籍における日本史料集成  李朝実録
之部  ５

日本史料集成編纂会. 国書刊行会
1981

中国・朝鮮の史籍における日本史料集成  李朝実録
之部  ６

日本史料集成編纂会. 国書刊行会
1983

中国・朝鮮の史籍における日本史料集成  李朝実録
之部  ７

日本史料集成編纂会. 国書刊行会
1984

中国・朝鮮の史籍における日本史料集成  李朝実録
之部  ８

日本史料集成編纂会. 国書刊行会
1985

中国・朝鮮の史籍における日本史料集成  李朝実録
之部  ９

日本史料集成編纂会. 国書刊行会
1992

中国・朝鮮の史籍における日本史料集成  李朝実録
之部  １０

日本史料集成編纂会. 国書刊行会
1994

中国・朝鮮の史籍における日本史料集成  李朝実録
之部  １１

日本史料集成編纂会. 国書刊行会
1995

中国・朝鮮の史籍における日本史料集成  李朝実録
之部  １２

日本史料集成編纂会. 国書刊行会
2007

日本語ジャーナル : 2007年 3月号 アルク株式会社. アルク 2007
日本語ジャーナル : 2007年 4月号 アルク株式会社. アルク 2007
日本語ジャーナル : 2007年 5月号 アルク株式会社. アルク 2007
日本語ジャーナル : 2007年 6月号 アルク株式会社. アルク 2007
日本語ジャーナル : 2007年 7月号 アルク株式会社. アルク 2007
日本語ジャーナル : 2007年 8月号 アルク株式会社. アルク 2007
日本語ジャーナル : 2007年 9月号 アルク株式会社. アルク 2007
日本語ジャーナル : 2007年 10月号 アルク株式会社. アルク 2007
日本語ジャーナル : 2007年 11月号 アルク株式会社. アルク 2007
日本語ジャーナル : 2007年 12月号 アルク株式会社. アルク 2007
日本語ジャーナル : 2007年 1月号 アルク株式会社. アルク 2007
日本語ジャーナル : 2007年 2月号 アルク株式会社. アルク 2007



救急画像診断アトラス : 内因性疾患編. Vol. 1, 症候
から原因を探る

船曳知弘.-相川直樹 ベクトル・コア
2010

救急画像診断アトラス : 内因性疾患編. Vol. 2, 痛み
から原因を探る

船曳知弘.-相川直樹 ベクトル・コア
2010

日本英学史叙說 : 英語の受容から教育へ 庭野吉弘 研究社 2008
類義語使い分け辞典 : 日本語類似表現のニュアンス
の違いを例証する

田忠魁.-金相順.-泉原省二. 研究社
1998

超電導工学 : 現象と工学への応用 松葉博則. 東京電機大学出版局 1997
流れの科学 有田正光 東京電機大学出版局 1998
演習工業力学 一柳信彦.-高久和彦. 東京電機大学出版局 1998
水圈の環境 池田裕一.-有田正光. 東京電機大学出版局 1998
地圈の環境 江種伸之.-有田正光 東京電機大学出版局 2001
色彩工学 大田登. 東京電機大学出版局 2001
コンピュータグラフィックスの基礎 : 
Fundamentals of computer graphics

村上伸一. 東京電機大学出版局
2002

画像処理工学 : Image processing technology 村上伸一. 東京電機大学出版局 2004
構造力学Ⅰ ニューパラダイムテキストブッ

ク
伊津野和行.-岡田清.-福本[Yu?]士 東京電機大学出版局

2008

構造力学Ⅱ ニューパラダイムテキストブッ
ク

伊津野和行.-岡田清.-福本[Yu?]士 東京電機大学出版局
2008

測量学 ニューパラダイムテキストブッ
ク

岡本厚.-岡田清.-森忠次. 東京電機大学出版局
2008

水文学の基礎 : Fundamentals of hydrology 水村和正 東京電機大学出版局 2008
水文学の数理 : Mathematics in hydrology 水村和正 東京電機大学出版局 2008
基礎化学の計算法 化学計算法シリーズ 浦田哲男. 東京電機大学出版局 1996
物理化学の計算法 化学計算法シリーズ 鈴木長寿. 東京電機大学出版局 1997
化学工学の計算法 化学計算法シリーズ 市原正夫. 東京電機大学出版局 1999
熱力学の計算法 機械計算法シリーズ 松村篤躬.-越後雅夫. 東京電機大学出版局 1995
流体の力学計算法 機械計算法シリーズ 森田泰司. 東京電機大学出版局 1999
機械の力学計算法 機械計算法シリーズ 橋本広明. 東京電機大学出版局 1997



熱・流体・空調の計算法 機械計算法シリーズ 越後雅夫. 東京電機大学出版局 1997
油圧・空気圧の計算法 機械計算法シリーズ 高橋徹 東京電機大学出版局 2000
生体とME : 基礎から計測制御まで 斎藤正男-阪本捷房-渥美和彦 東京電機大学出版局 1980
心臓の電気現象 : 心電図波形の成り立ち 堀川宗之. 東京電機大学出版局 1982
ME (医用工学) 入門 保坂栄弘.-阪本捷房. 東京電機大学出版局 1982
「気」を科学する 町好雄 東京電機大学出版局 1993
スポーツと健康 : Do sport & healthy life 桜井悌二郎 東京電機大学出版局 1994
MTB ハイク入門 : 自然の中へマウンテンバイクによ
る山歩き

仲野成憲. 東京電機大学出版局
1994

サッカーおもしろ科学 : 科学的分析に基づいた合理
的な練習

掛水隆-大橋二郎 東京電機大学出版局
1996

「気」は脳の科学 : 「気」を科学するパート II 「気」を科学する 町好雄. 東京電機大学出版局 1996
サッカーゴールへの科学 : 科学的分析に基づいた確
率の高いシュート

掛水隆.-赤木真二.-大橋二郎.-田嶋幸三. 東京電機大学出版局
1997

サッカーフィットネスの科学 : 科学的分析に基づい
たトレーニング

赤木真二.-大橋二郎. 東京電機大学出版局
1998

XML コンテンツの作り方 川俣晶. 東京電機大学出版局 1998
マルチメディアビギナーズテキスト 松本紳.-小高和己. 東京電機大学出版局 2001
アメリカ高等教育における eラーニング : 日本への
教訓

吉田文. 東京電機大学出版局
2003

e ラーニング導入ガイド 日本イーラーニングコンソシアム. 東京電機大学出版局 2004
実践情報科敎育法 : 「ものづくり」から学ぶ 坂口謙一 東京電機大学出版局 2004
大学 eラーニングの経営戦略 : 成功の条件 中原淳-田口真奈.-吉田文. 東京電機大学出版局 2005
フレッシュマンセミナーテキスト : 大学新入生のた
めの学び方ワークブック

初年次教育テキスト編集委員会. 東京電機大学出版局
2009

高校生のためのパソコン : ワープロ・表計算・図
形・BASIC

秋富勝 東京電機大学出版局
1991

教師のためのパソコン : ワープロ・表計算・
BASIC・MS-DOS

教育とコンピュータ 若山芳三郎. 東京電機大学出版局
1994

学生のためのLotus1-2-3 若山芳三郎. 東京電機大学出版局 1994



学生のための MS-DOS & Windows 若山芳三郎. 東京電機大学出版局 1995
学生のための一太郎 for Windows 若山芳三郎. 東京電機大学出版局 1997
学生のための UNIX 山住直政. 東京電機大学出版局 1998
Linux 活用術

学生のための情報活用シリーズ 松田七美男. 東京電機大学出版局
1998

学生のための情報リテラシー 若山芳三郎. 東京電機大学出版局 2001
学生のためのインターネット 金子伸一. 東京電機大学出版局 2001
学生のためのIT入門 若山芳三郎. 東京電機大学出版局 2001
学生のための Word & Excel : Office XP版 若山芳三郎. 東京電機大学出版局 2003
文科系のための情報発信リテラシー 永崎研宣. 東京電機大学出版局 2004
学生のためのPhotoshop & Illustrator : CS版 浅川毅.-コンピュータ応用教育研究会. 東京電機大学出版局 2004
学生のための Excel & Access 若山芳三郎. 東京電機大学出版局 2005
ALGOL の学び方 コンピュータ学習シリーズ 高宮英郎 東京電機大学出版局 1970
プログラム例による BASIC の入門 高宮英郎-黒田正文. 東京電機大学出版局 1980
文系学生のための BASIC 清水敬子. 東京電機大学出版局 1996
学生のための基礎 C 若山芳三郎. 東京電機大学出版局 2005
学生のための C++ 中村隆一 東京電機大学出版局 1997
例題でわかるC++Builder : しっかり作れるビジュ
アルソフト

中村隆一-山住直政.-長谷川洋介. 東京電機大学出版局
2001

アセンブラ言語 CASL 下村奉之.-石川亨. 東京電機大学出版局 1992
プログラム例によるCOBOLの入門 佐藤淸 東京電機大学出版局 1981
やさしいCOBOL入門 : 操作の基本とプログラム技法

黒田康太. 東京電機大学出版局
1993

学生のためのExcel VBA 若山芳三郎. 東京電機大学出版局 2003
FORTRAN の学び方 コンピュータ学習シリーズ 高宮英郎 東京電機大学出版局 1987
ビギナーズ FORTRAN プログラミング 若山芳三郎. 東京電機大学出版局 1991
オブジェクト指向のための Java入門 増田英孝. 東京電機大学出版局 2000
学生のための入門 Java : JBuilder ではじめるプロ
グラミング

中村隆一 東京電機大学出版局
2002

The Pascal : textbook 古東馨. 東京電機大学出版局 1993



Pascal ビギナーズテキスト : Turbo+Sun Pascal 大井尚一.-小山裕徳. 東京電機大学出版局 1994
PL/I の学び方. コンピュータ学習シリーズ 日本ソフトウェア. 東京電機大学出版局 1977
PL/I の学び方. コンピュータ学習シリーズ 大日方真-小川淑子 東京電機大学出版局 1972
学生のための Visual Basic 若山芳三郎. 東京電機大学出版局 1998
学生のための Visual Basic.NET 若山芳三郎. 東京電機大学出版局 2004
確率モデルの基礎 : 金融工学を視野に入れた確率論
的考え方

遠藤靖 東京電機大学出版局
2002

インターネットによって変容する報道 : サイバー
ジャーナリズム論 = Cyber journalism

前川徹.-中野潔. 東京電機大学出版局
2003

インターネットと"世論" 形成 : 間メディア的言?の
連鎖と抗争

遠藤薰 東京電機大学出版局
2004

入門独立成分分析 村田昇 東京電機大学出版局 2004
トランスエステティーク：芸術の交通論 篠原　資明 岩波書店 1992
ハイビジョン ハイテク選書 布山崇. 東京電機大学出版局 1993
はじめまして太陽電池さま : 地球にやさしい太陽電
池入門

藤中正治 東京電機大学出版局
1994

未来材料入門 : 材料基礎から未来コンピュータの素
子まで

小山田了三 東京電機大学出版局
1995

入門カラーテレビ 直川一也. 東京電機大学出版局 1996
ディジタル放送技術 松尾憲一. 東京電機大学出版局 1997
未来のエンジニアに贈るメカトロニクスガイド 見崎正行.-小峯龍男. 東京電機大学出版局 1998
電気回路のための数学と例解 斎藤嘉博-安達弘之. 東京電機大学出版局 1986
電気用数学 : 微分・積分の基礎 須川哲雄. 東京電機大学出版局 1987
電気用数学. 電気用数学 須川哲雄 東京電機大学出版局 1988
電気・電子のための基礎英語 : 数式・図形・電気の
英語表現

西口昌宏. 東京電機大学出版局
1999

新たな品質経営への挑戦 : ISO9001 に基づく
QS9000

高林貞夫. 東京電機大学出版局
1997

QS-9000 第3版 TE 補填規格 : 機械類の信頼性・保
全性国際品質規格

高林貞夫. 東京電機大学出版局
1998



QS-9000 第3版解釈と運用 高林貞夫. 東京電機大学出版局 1999
MATLAB による制御のためのシステム同定 足立修一 東京電機大学出版局 1996
MATLAB による制御理論の基礎 野波健蔵.-西村秀和. 東京電機大学出版局 1998
MATLAB による制御系設計 野波健蔵.-平田光男.-西村秀和. 東京電機大学出版局 1998
MATLAB による制御工学 足立修一. 東京電機大学出版局 1999
MATLAB/Simulink による CDMA 真田幸俊-サイバネットシステム株式会社. 東京電機大学出版局 2000
MATLAB によるディジタル信号とシステム 足立修一 東京電機大学出版局 2002
Mathematica による工科の数学 田沢義彦 東京電機大学出版局 1995
Mathematica による電磁気学 川瀬宏海. 東京電機大学出版局 2000
Mathematica によるメカニズム 小峯竜男. 東京電機大学出版局 1997
見る微分積分学 : Mathematica によるイメージト
レーニング

井上真 東京電機大学出版局
1997

Mathematica によるプレゼンテーション : 創作グ
ラフィックス

川瀬宏海. 東京電機大学出版局
1997

Mathematica による材料力学 小峯竜男. 東京電機大学出版局 1997
ファーストステップ Mathematica : 数値計算から
ハイパーリンクまで

小峯龍男. 東京電機大学出版局
1998

Mathematica で絵を描こう 中村健蔵 東京電機大学出版局 1998
Mathematica 3 による工科の数学 田沢義彦. 東京電機大学出版局 1999
かんたん Mathematica 活用ガイド 吉田賢史. 東京電機大学出版局 2000
Mathematica による量子物理学 松本紳. 東京電機大学出版局 2000
Mathematica による通信工学 榛葉実 東京電機大学出版局 2000
力学 理工系の物理学

@Mathematica
小畑修二. 東京電機大学出版局

2000

Mathematica による金融工学 椎原浩輔. 東京電機大学出版局 2000
敎養天文学 : 重力に支配される宇宙 = Educational 
astronomy

足立曉生 東京電機大学出版局
1998

入門有機化学 佐野隆久. 東京電機大学出版局 1991
高分子合成化学 物質工学講座 山下雄也-青木俊樹. 東京電機大学出版局 1995
野菜工場 : いま, これから ハイテク選書 小林実 東京電機大学出版局 1988



スーパートレイン : 夢をかなえる超電導リニアモー
ターカー

ハイテク選書ワイド 荻原宏康-斎間亨.-小豆沢照男. 東京電機大学出版局
1990

知能ロボット ハイテク選書 浅野都司. 東京電機大学出版局 1990
地球にやさしいソーラーカー ハイテク選書ワイド 藤中正治. 東京電機大学出版局 1991
夢ふくらむ海洋牧場 : 200カイリを飛び越える新し
い漁業

ハイテク選書ワイド 市村武美. 東京電機大学出版局
1991

未来をひらく水素自動車 ハイテク選書ワイド 古浜庄一. 東京電機大学出版局 1992
極限科学のなかの極低温技術 ハイテク選書ワイド 守屋潤一郎. 東京電機大学出版局 1992
解説電気回路の解き方 田中謙一郎. 東京電機大学出版局 1977
入門電気計測 : 詳解付 大熊栄作. 東京電機大学出版局 1979
解説電気磁気の考え方・解き方 田中謙一郎. 東京電機大学出版局 1981
電気機器の入門 磯部直吉 東京電機大学出版局 1981
新テキスト電磁気学 新テキスト 専門教育研究会. 東京電機大学出版局 1982
新テキスト電気回路Ⅱ 新テキスト 専門敎育研究会. 東京電機大学出版局 1983
新テキスト電気回路Ⅰ 新テキスト 専門敎育研究会. 東京電機大学出版局 1984
フレッシュマンのための敎養電気 上 : 社会をリード
する電気技術の位置づけ.

宮入庄太. 東京電機大学出版局
1988

フレッシュマンのための敎養電気 下: 社会をリード
する電気技術の位置づけ.

宮入庄太. 東京電機大学出版局
1988

入門電気磁気 大熊栄作. 東京電機大学出版局 2001
電気材料 : 新材料利用の方向づけ 田中政直. 東京電機大学出版局 1989
図解関係法規による電気工事の施工法必携 窪松生久男. 東京電機大学出版局 1990
イラストで学ぶでんき電気でんき 若山芳三郎. 東京電機大学出版局 1990
電気基礎. 電気基礎 : 詳解付 川島純一.-斎藤広吉. 東京電機大学出版局 1994
電気基礎. 電気基礎 : 詳解付 津村栄一.-菊地涼.-宮崎登. 東京電機大学出版局 1994
演習電気基礎 : 上 電気基礎研究会. 東京電機大学出版局 1994
演習電気基礎 : 下 電気基礎研究会. 東京電機大学出版局 1995
電気・電子計測 : 基礎テキスト 基礎テキスト 三好正二. 東京電機大学出版局 1995
発送配電・材料 : 基礎テキスト 基礎テキスト 前田隆文.-田中政直.-吉野利広. 東京電機大学出版局 1997
科学技術史 : 電気・電子技術の発展 直川一也. 東京電機大学出版局 1998



電気理論 : 基礎テキスト 基礎テキスト 間辺幸三郎. 東京電機大学出版局 1998
電気応用と情報技術 : 基礎テキスト 基礎テキスト 前田隆文. 東京電機大学出版局 1999
回路理論 : 基礎テキスト 基礎テキスト 間辺幸三郎. 東京電機大学出版局 1999
直流送電工学 : パワーエレクトロニクス応用 町田武彦 東京電機大学出版局 1999
電気設備一般 電気設備講座 小林勲.-池田栄一. 東京電機大学出版局 1975
屋内電力設備 : 上, 配線設計・資材工具・施工 電気設備講座 三浦善三郎.-池田栄一. 東京電機大学出版局 1977
屋内電力設備 : 下, 照明・動力・受変電設備 電気設備講座 三浦善三郎.-池田栄一. 東京電機大学出版局 1975
屋外電力設備 電気設備講座 矢部五郎.-池田栄一. 東京電機大学出版局 1973
電気設備講座(6) 設備関係法規・検査 改訂新版 電気設備講座 前田幸美.-広瀬義男.-池田栄一.-竹野正二. 東京電機大学出版局 1977
電気設備の管理技術 電気設備講座 志村好信.-池田栄一. 東京電機大学出版局 1976
計装設備 電気設備講座 矢部五郎.-池田栄一. 東京電機大学出版局 1976
ディジタル移動通信方式 : 基本技術からIMT-2000 
まで

山?雪路. 東京電機大学出版局
2000

高周波の基礎 三輪進. 東京電機大学出版局 2001
X. 500 ディレクトリ入門 : LDAP/X. 509 公開鍵証
明書/ディジタル署名

大山実. 東京電機大学出版局
2001

スペクトラム拡散通信 : 高性能ディジタル通信方式
に向けて

山内雪路. 東京電機大学出版局
2001

マルチメディア通信工学 村上伸一. 東京電機大学出版局 2002
GPS 技術入門 坂井丈泰. 東京電機大学出版局 2003
ユビキタス無線工学と微細 RFID : 無線 IC タグの技
術

根日屋英之-植竹古都美. 東京電機大学出版局
2004

よくわかるワイヤレス通信 田中博.-風間宏志. 東京電機大学出版局 2009
基礎と演習機械力学 三船博史.-一瀬謙輔. 東京電機大学出版局 1990
図解溶接の技術読本 応和俊雄-上田敬三郎. 東京電機大学出版局 1992
振動の解析 三船博史. 東京電機大学出版局 1992
初めて学ぶ接続・接合技術 : ろう付・はんだ付 田中政直.-岩下行徳. 東京電機大学出版局 1994
ISO 規格等に基づく計測の基礎 : SI 単位と不確かさ

関和雄. 東京電機大学出版局
1997



やさしいテクニカルイラストレーション : たのしく
描ける

小峯龍男. 東京電機大学出版局
1998

機械力学と構造 小峯竜男. 東京電機大学出版局 1999
画像処理応用システム : 基礎から応用まで 精密工学会. 東京電機大学出版局 2000
モデリングとフィードバック制御 : 動的システムの
解析

野中謙一郎.-畠山省四朗.-古田勝久 東京電機大学出版局
2001

材料技術史?論 小山田了三-小山田隆信. 東京電機大学出版局 2001
シミュレーションによるシステムダイナミックス入
門

土金達男 東京電機大学出版局
2005

水力発電・変電 電気工学基礎シリーズ 道上勉. 東京電機大学出版局 1984
火力・原子力発電 電気工学基礎シリーズ 益山正人. 東京電機大学出版局 1984
変圧器・誘導機・同期機 電気工学基礎シリーズ 飯田源一.-余村吉輔.-木村勇司. 東京電機大学出版局 1984
直流機・パワーエレクトロニクス・材料 電気工学基礎シリーズ 高橋正躬.-藤原謙二.-野口剛. 東京電機大学出版局 1984
交流理論 電気工学基礎シリーズ 東京電機大学. 東京電機大学出版局 1987
電磁理論 電気工学基礎シリーズ 東京電機大学. 東京電機大学出版局 1987
電気計測 電気工学基礎シリーズ 三好正二. 東京電機大学出版局 1989
自動車整備の基礎 : I, 基礎編 入?野健一. 東京電機大学出版局 1990
自動車整備の基礎 : II, エンジン編 入戶野健一. 東京電機大学出版局 1990
自動車整備の基礎 : III, シャシ編 入戶野健一. 東京電機大学出版局 1991
自動車工学 : Engineering of automobile 樋口健治-自動車工学編集委員会. 東京電機大学出版局 2008
自動車の走行性能と試験法 : Efficiency tests for 
running

茄子川捷久.-汐川満則.-宮下義孝. 東京電機大学出版局
2008

自動車の運動と制御 : 車両運動力学の理論形成と応
用 = Automotive vehicle dynamics : theory and 
applications

安部正人. 東京電機大学出版局
2008

自動車用タイヤの基礎と実際 : Pneumatic tire 
technology

ブリジストンタイヤ株式会社. 東京電機大学出版局
2008

基礎自動車工学 : Basic automobile engineering 野崎博路. 東京電機大学出版局 2008
サスチューニングの理論と実際 : Suspension 
tuning

野崎博路. 東京電機大学出版局
2008



機構学入門 高行男. 東京電機大学出版局 2008
初めて学ぶ基礎エンジン工学 長山勲. 東京電機大学出版局 2008
図解マイコンの基礎 : あなたならわかる 吉本久泰. 東京電機大学出版局 1982
電子工学一般 : IC からマイコンまで 秋富勝-河崎隆一.-岩本洋. 東京電機大学出版局 1982
実例によるマイコンのプログラミング 若山芳三郎. 東京電機大学出版局 1983
図解ディジタル IC のすべて : ゲートからマイコン
まで

白土義男. 東京電機大学出版局
1984

図解マイコンインタフェースの基礎 : バスタイミン
グ・A/D・D/A

五島奉文-中村尚五.-田中裕太郎. 東京電機大学出版局
1986

図解マイコンはじめてのパソコン計測・制御 : 
BASIC・アセンブラ・マシン語

天良和男-矢野越夫 東京電機大学出版局
1987

図解16ビットマイコン 68000 とファミリの活用 : 
DMAC・ACRTC・HDC

関根慶太郎.-日立マイコン. 東京電機大学出版局
1987

例解 Z80 マイコンのハードとソフト 倉石源三郎 東京電機大学出版局 1987
図解 Z80 マシン語制御のすべて : ハードからソフ
トまで

白土義男 東京電機大学出版局
1989

マイコンシステム技術者試験の徹底研究. マイコンシステム研究会 東京電機大学出版局 1992
たのしくできるやさしい電源の作り方 西田和明.-矢野勲. 東京電機大学出版局 1993
たのしくできるやさしいアナログ回路の実験 白土義男. 東京電機大学出版局 1994
たのしくできるやさしいディジタル回路の実験 白土, 義男 東京電機大学出版局 1994
たのしくできるやさしい電子ロボット工作 西田和明. 東京電機大学出版局 1995
たのしくできるやさしいメカトロ工作 小峯竜男 東京電機大学出版局 1996
たのしくできるセンサ回路と制御実験 鈴木美朗志. 東京電機大学出版局 1999
たのしくできる PIC 電子工作 後閑哲也. 東京電機大学出版局 1999
たのしくできるやさしいエレクトロニクス工作 西田和明 東京電機大学出版局 2000
たのしくできる単相インバータの製作と実験 鈴木美朗志. 東京電機大学出版局 2000
H8 ビギナーズガイド 白土義男 東京電機大学出版局 2000
図解 Z80 マイコン応用システム入門 : ソフト編 柏谷英一.-中村陽一-佐野羊介. 東京電機大学出版局 2000
図解 Z80 マイコン応用システム入門 : ハード編 柏谷英一. 東京電機大学出版局 2000
高速マイクロマウスの作り方 勝てるロボコン 浅野健一 東京電機大学出版局 2000



たのしくできる並列処理コンピュータ 小畑正貴. 東京電機大学出版局 2001
PIC アセンブラ入門 浅川毅. 東京電機大学出版局 2001
たのしくできる PIC プログラミングと制御実験 鈴木美朗志. 東京電機大学出版局 2002
ロボトレーサの作り方 勝てるロボコン 浅野健一 東京電機大学出版局 2002
たのしくできる PIC ロボット工作 青木正彦.-浅川毅. 東京電機大学出版局 2003
H8 マイコン入門 堀桂太郎. 東京電機大学出版局 2003
工業材料入門 富士明良. 東京電機大学出版局 2009
生産管理工学 : 理論と実際 富士明良. 東京電機大学出版局 2009
実践に生かすスポーツ敎養 : スポーツのあるライフ
スタイルのすすめ

匠屋潔-木村憲.-古賀初-加藤知己. 東京電機大学出版局
2009

ジャーナリズムは科学技術とどう向き合うか : 早稲
田大学科学技術ジャーナリスト養成プログラム 
MAJESTy

科学コミュニケーション叢書 谷川建司.-瀬川至朗.-小林宏一. 東京電機大学出版局
2009

科学技術は社会とどう共生するか : 早稲田大学科学
技術ジャーナリスト養成プログラム MAJESTy

科学コミュニケーション叢書 若杉なおみ.-西村吉雄-岡本暁子. 東京電機大学出版局
2009

自動車エンジン工学 : Engineering of automobile 
engine

村山正.-常本秀幸. 東京電機大学出版局
2009

OpenOffice.org で学ぶコンピュータリテラシー 永崎研宣.-畔津忠博.-吉永敦征. 東京電機大学出版局 2009
よくわかるメカトロニクス 見崎正行.-小峯竜男. 東京電機大学出版局 2009
学生のための詳解 Visual Basic 山本昌弘-重定如彦. 東京電機大学出版局 2009
ネットワークスペシャリスト試験午前精選予想 500
題試験問題集 : 平成21年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2009

ITサービスマネージャ試験午前精選予想 500題試験
問題集 : 平成21年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2009

システムアーキテクト試験午前精選予想 500題試験
問題集 : 平成21年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2009

ITストラテジスト試験午前精選予想500題試験問題
集 : 平成21年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2009



生体のふるえと振動知覚 : メカニカルバイブレー
ションの機能評価 = Tremor and vibratory 
perception in a living body : functional 
evaluation of mechanical vibration

バイオメカニズム・ライブラ
リー

坂本和義-バイオメカニズム学会 (Japan) 東京電機大学出版局

2009

電気自動車の制御システム : 電池・モータ・エコ技
術 = Model-based control systems design for 
electric vehicles

出口欣高.-小笠原悟司.-広田幸嗣.-足立修一 東京電機大学出版局
2009

入門 Mathematica : いろいろな問題が解ける! 理解
できる!

日本 Mathematica ユーザー会. 東京電機大学出版局
2009

C♯ で学ぶ偏微分方程式の数値解法 : CAE プログラ
ミング入門

平瀬創也. 東京電機大学出版局
2009

リモートセンシングのための合成開口レーダの基礎 
: Principles of synthetic aperture radar for 
remote sensing

大内和夫. 東京電機大学出版局
2009

基本情報技術者試験午後解法の手引き : 平成 21年
春期試験問題・解答・解?収?

テクノウォーカー. 東京電機大学出版局
2009

応用情報技術者試験午後解法の手引き : 平成21年春
期試験問題・解答・解?収?

テクノウォーカー. 東京電機大学出版局
2009

アミノ酸 : タンパク質と生命活動の化学 船山信次 東京電機大学出版局 2009
システム同定の基礎 足立修一. 東京電機大学出版局 2009
カーエアコン : 熱マネジメント・エコ技術 = 
Automotive air conditioning

藤原健一-カーエアコン研究会. 東京電機大学出版局
2009

データベーススペシャリスト試験午前精選予想500
題 + 最新55題試験問題集 : 平成 22年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2009

エンベデッドシステムスペシャリスト試験午前精選
予想 500題 + 最新 55題試験問題集 : 平成 22年度
版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2009

プロジェクトマネージャ試験午前精選予想 500題 + 
最新 55題試験問題集 : 平成 22年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2009



システム監?技術者試験午前精選予想 500題 + 最新 
55題試験問題集 : 平成 22年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2009

システム監?技術者試験午後解法の手引き : 平成21
年春期試験問題・解答・解?収?

加藤隆. 東京電機大学出版局
2009

ケータイで人はどうなる : IT 世代の行方 斎藤正男 東京電機大学出版局 2009
StarLogo プログラミング : 情報教育にいかす分散
処理シミュレーション

本?健-堀口真史.-須藤崇夫.-斎藤実. 東京電機大学出版局
2009

工学のための VBA プログラミング基礎 : Visual 
Basic for applications

村木正芳. 東京電機大学出版局
2009

ITパスポート試験午前精選予想 400題 + 最新 200
題試験問題集 : 平成 22年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2009

基本情報技術者試験午前精選予想 400題 + 最新 
160題試験問題集 : 平成 22年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2009

応用情報技術者試験午前精選予想 500題 + 最新160
題試験問題集 : 平成 22年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2009

情報セキュリティスペシャリスト試験午前精選予想 
500題 + 最新 110題試験問題集 : 平成 22年度版 東京電機大学. 東京電機大学出版局

2009

電験三種理論 : 平成 22年度版 合格マスター 東京電機大学電験研究会. 東京電機大学出版局 2009
電験三種電力 : 平成 22年度版 合格マスター 東京電機大学電験研究会. 東京電機大学出版局 2009
電験三種機械 : 平成 22年度版 合格マスター 東京電機大学電験研究会. 東京電機大学出版局 2009
電験三種法規 : 平成 22年度版 合格マスター 東京電機大学電験研究会. 東京電機大学出版局 2009
第一級陸上特殊無線技士試験 : 一陸特集中ゼミ 吉川忠久. 東京電機大学出版局 2009
一流の科学者が書く英語論文 : Catalyst for a 
successful scientific career

Korner, Ann M.-瀬野悍二 東京電機大学出版局
2010

3次元画像処理入門 : Introduction to 3D image 
processing

村上伸一.-鳥脇純一郎. 東京電機大学出版局
2010

化学工学の基礎 鈴木善孝. 東京電機大学出版局 2010
早わかり第一種電気工事士受験テキスト : 筆記試験
対策

清水国稔. 東京電機大学出版局
2010



電気法規と電気施設管理 : 平成 22年度版 竹野正二. 東京電機大学出版局 2010
材料力学考え方解き方 わかりやすい機械教室 萩原国雄. 東京電機大学出版局 2010
電気設備技術基準・解釈 : 電気事業法・電気工事士
法・電気工事業法, 平成 22/23年版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2010

生体機能代行装置学血液浄化 : 臨床工学テキスト 海本浩一.-平井康裕.-岩谷博次.-北村洋. 東京電機大学出版局 2010
科学技術ジャーナリズムはどう実践されるか : 早稲
田大学科学技術ジャーナリスト養成プログラム 
MAJESTy

科学コミュニケーション叢書 小林宏一. 東京電機大学出版局
2010

これ一冊でわかる eラーニング専門家の基本 : 
ICT・ID・著作権から資格取得準備まで

青山学院大学総合研究所叢書 大沼博靖.-玉木欽也. 東京電機大学出版局
2010

実用オペアンプ回路 角田秀夫. 東京電機大学出版局 1983
実用電子回路 : I 岩崎臣男. 東京電機大学出版局 1983
実用電子回路 : II 岩崎臣男. 東京電機大学出版局 1983
実用ディジタル回路 角田秀夫. 東京電機大学出版局 1984
図解シーケンスディジタル回路の考え方・読み方 大浜庄司. 東京電機大学出版局 1987
トランジスタ開発物語 : 研究者の創造と感性 中野朝安 東京電機大学出版局 1993
アナログ IC の基礎 白土義男 東京電機大学出版局 1993
ディジタルICの基礎 : ポイントスタディ 白土義男 東京電機大学出版局 1993
よくわかる電子基礎 : 電気と電子の基礎知識 伊藤恭史.-菅原彪.-秋富勝. 東京電機大学出版局 1994
図解電子回路の基礎 : ポイントスタディ 秋富勝 東京電機大学出版局 1995
解説IC の基礎 赤羽進.-岩崎臣男. 東京電機大学出版局 1996
PC シーケンス制御 : 入門から活用へ 吉本久泰. 東京電機大学出版局 1996
ディジタルアナログ違いのわかる IC 回路セミナー

白土義男 東京電機大学出版局
1999

光学・光通信のための波動光学入門 会田軍太夫 東京電機大学出版局 1980
衛星通信 : 最新衛星・ディジタル通信・将来の展望

宮内一洋.-山本平一.-更田博昭. 東京電機大学出版局
1985

電気通信技術者のための図解トラヒック理論 大久保弘六. 東京電機大学出版局 1987
図解入門データ通信 : 情報と通信の基礎知識 黒田康太. 東京電機大学出版局 1987
ニューラルシステムにおけるカオス 合原一幸. 東京電機大学出版局 1993



例解データ通信 倉石源三郎. 東京電機大学出版局 1993
ネットワークエンジニアのための TCP/IP 入門 都丸敬介. 東京電機大学出版局 1996
ネットワーカーのためのイントラネット入門 日本ユニシス株式会社. 東京電機大学出版局 1997
ネットワーカーのための IPv6 と WWW 都丸敬介. 東京電機大学出版局 1997
ギガビット時代の LAN テキスト 日本ユニシス. 東京電機大学出版局 1997
通信ネットワーク技術と標準化 肥田俊. 東京電機大学出版局 1997
モバイルコンピュータのデータ通信 山?雪路. 東京電機大学出版局 1998
高周波計測 : マイクロ波通信からデバイスまで 森屋俶昌.-関和雄. 東京電機大学出版局 1998
ISO 15408 情報セキュリティ入門 内山政人. 東京電機大学出版局 2000
鉄道・航空機事故全史 日外選書Fontana . シリーズ災

害・事故史
日外アソシエーツ-災害情報センター. 日外アソシエーツ

2007

地震・噴火災害全史 : Earthquake + eruption 日外選書Fontana . シリーズ災
害・事故史

日外アソシエーツ-災害情報センター. 日外アソシエーツ
2008

台風・気象災害全史 : Typhoon + meteorology 日外選書Fontana . シリーズ災
害・事故史

宮澤清治-日外アソシエーツ 日外アソシエーツ
2008

産業災害全史 : Industrial disasters 日外選書Fontana . シリーズ災
害・事故史

日外アソシエーツ 日外アソシエーツ
2010

海外交流史事典 富田仁 日外アソシエーツ 1989
事典外国人の見た日本 富田仁 日外アソシエーツ 1992
日本人のからだ : 健康・身体データ集 鈐木隆雄 朝倉書店 1996
薬の事典 朝長文彌.-宮崎利夫 朝倉書店 2007
元素の事典 馬淵久夫. 朝倉書店 1994
分離分析化学事典 日本分析化学会. 朝倉書店 2001
塗装ハンドブック 中道敏彦.-石塚末豊 朝倉書店 1996
足の事典 鈴木隆雄-山崎信寿 朝倉書店 1999
化学工学ハンドブック 小森悟-荻野文丸 朝倉書店 2004
日中英医学対照用語辞典 : Japanese-Chinese-
English medical dictionary

日中英医学対照用語辞典編集委員会. 朝倉書店
1994

医学略語辞典 山崎信行.-藤田俊一.-和田攻-長橋捷 朝倉書店 2000
ホルモンの事典 清野裕 朝倉書店 2004



生活害虫の事典 佐藤仁彦 朝倉書店 2003
スポーツ基礎数理ハンドブック 深代千之-柴山明 朝倉書店 2000
Clinical 3D Echocardiography : A Comparison 
with 2D Echocardiography, Case Presentations Shiota, Takahiro. ベクトル・コア

2010

消化器・呼吸器・縦隔・心臓・血管 清水道生. ベクトル・コア 2009
乳腺・骨軟部・皮膚・内分泌臓器・唾液腺 村田晋一. ベクトル・コア 2010
婦人科・泌尿器・骨髄・リンパ系器官・脳・その他

安田政実. ベクトル・コア
2010

自然保護ハンドブック 沼田真 朝倉書店 1998
統計解析ハンドブック 武藤真介 朝倉書店 1995
岩石学辞典 鈴木淑夫 朝倉書店 2005
日中英機械対照用語辞典 : Japanese-Chinese-
English mechanical engineering dictionary

日中英用語辞典編集委員会. 朝倉書店
1996

顔料の事典 伊藤征司郎 朝倉書店 2000
金融工学事典 : Encyclopedia of financial 
engineering

木島正明-刈屋武昭.-今野浩 朝倉書店
2004

ストレスの事典 石川俊男-河野友信. 朝倉書店 2005
和漢薬の事典 難波恒雄-富山医科薬科大学. 朝倉書店 2002
畜産食品の事典 細野明義 朝倉書店 2002
栄養・生化学辞典 野口忠 朝倉書店 2002
日本語学キーワード事典 小池清治 朝倉書店 1997
現代心理学「理論」事典 中島義明 朝倉書店 2001
家政学事典 日本家政学会. 朝倉書店 2004
身体のからくり事典 杉崎紀子 朝倉書店 2001
岩波講座哲学1　いま〈哲学する〉ことへ 岩波講座哲学 飯田隆／伊藤邦武／井上達夫／川本隆史 他岩波書店 2008
岩波講座哲学2　形而上学の現在 岩波講座哲学 飯田隆／伊藤邦武／井上達夫／川本隆史 他岩波書店 2008
岩波講座哲学3　言語／思考の哲学 岩波講座哲学 飯田隆／伊藤邦武／井上達夫／川本隆史 他岩波書店 2009
岩波講座哲学4　知識／情報の哲学 岩波講座哲学 飯田隆／伊藤邦武／井上達夫／川本隆史 他岩波書店 2008
岩波講座哲学5　心／脳の哲学 岩波講座哲学 飯田隆／伊藤邦武／井上達夫／川本隆史 他岩波書店 2008



岩波講座哲学6　モラル／行為の哲学 岩波講座哲学 飯田隆／伊藤邦武／井上達夫／川本隆史 他岩波書店 2008
岩波講座哲学7　芸術／創造性の哲学 岩波講座哲学 飯田隆／伊藤邦武／井上達夫／川本隆史 他岩波書店 2008
岩波講座哲学8　生命／環境の哲学 岩波講座哲学 飯田隆／伊藤邦武／井上達夫／川本隆史 他岩波書店 2009
岩波講座哲学9　科学／技術の哲学 岩波講座哲学 飯田隆／伊藤邦武／井上達夫／川本隆史 他岩波書店 2008
岩波講座哲学10　社会／公共性の哲学 岩波講座哲学 飯田隆／伊藤邦武／井上達夫／川本隆史 他岩波書店 2009
岩波講座哲学11　歴史／物語の哲学 岩波講座哲学 飯田隆／伊藤邦武／井上達夫／川本隆史 他岩波書店 2009
岩波講座哲学12　性／愛の哲学 岩波講座哲学 飯田隆／伊藤邦武／井上達夫／川本隆史 他岩波書店 2009
岩波講座哲学13　宗教／超越の哲学 岩波講座哲学 飯田隆／伊藤邦武／井上達夫／川本隆史 他岩波書店 2008
岩波講座哲学14　哲学史の哲学 岩波講座哲学 飯田隆／伊藤邦武／井上達夫／川本隆史 他岩波書店 2009
岩波講座哲学15　変貌する哲学 岩波講座哲学 飯田隆／伊藤邦武／井上達夫／川本隆史 他岩波書店 2009
ジェイムズの多元的宇宙論 伊藤邦武 岩波書店 2009
パースの宇宙論 伊藤邦武 岩波書店 2006
コズミック・マインド 西垣通 岩波書店 2009
西田幾多郎の憂鬱 小林敏明 岩波書店 2003
デカルトの自然哲学 小林道夫 岩波書店 1996
解体する言葉と世界：仏教からの挑戦 末木文美士 岩波書店 1998
仏教：言葉の思想史 末木文美士 岩波書店 1996
普遍の再生 井上達夫 岩波書店 2003
【岩波モダンクラシックス】　日本思想という問
題：翻訳と主体

岩波モダンクラシックス 酒井直樹 岩波書店
2007

他者／死者／私：哲学と宗教のレッスン 末木文美士 岩波書店 2007
レヴィナス：移ろいゆくものへの視線 熊野純彦 岩波書店 1999
境界線の政治学 杉田敦 岩波書店 2005
文化とレイシズム：統一ドイツの知的風土 三島憲一 岩波書店 1996
可能性としての歴史：越境する物語り理論 鹿島徹 岩波書店 2006
【双書 現代の哲学】　偶然の宇宙 双書現代の哲学 伊藤邦武 岩波書店 2002
【双書 現代の哲学】　色彩の哲学 双書現代の哲学 村田純一 岩波書店 2002
差異と隔たり：他なるものへの倫理 熊野純彦 岩波書店 2003
【双書 現代の哲学】　現代の貧困 双書現代の哲学 井上達夫 岩波書店 2001
【双書 現代の哲学】　臨床的理性批判 双書現代の哲学 中岡成文 岩波書店 2001



【双書 現代の哲学】　パウロの言語哲学 双書現代の哲学 清水哲郎 岩波書店 2001
【双書 現代の哲学】　意識の哲学：クオリア序説 双書現代の哲学 信原幸弘 岩波書店 2002
現代哲学の戦略：反自然主義のもう一つ別の可能性

門脇俊介 岩波書店
2007

肖像のエニグマ：新たなイメージ論に向けて 岡田温司 岩波書店 2008
権力の系譜学：フーコー以後の政治理論に向けて 杉田敦 岩波書店 1998
政治への想像力 杉田敦 岩波書店 2009
政治と複数性：民主的な公共性にむけて 齋藤純一 岩波書店 2008
【双書 現代の哲学】　対話という思想：プラトンの
方法叙説

双書現代の哲学 内山勝利 岩波書店
2004

【双書 現代の哲学】　天使の記号学 双書現代の哲学 山内志朗 岩波書店 2001
デカルト研究：理性の境界と周縁 谷川多佳子 岩波書店 1995
中国民族主義の神話：人種・身体・ジェンダー 坂元ひろ子 岩波書店 2004
所有という神話：市場経済の倫理学 大庭健 岩波書店 2004
進化する環境会計 : The environmental 
accountancy of the evolving process

柴田英樹.-梨岡英理子. 中央経済社
2009

最適課稅と環境稅の経済分析 鎌苅宏司.-村田安雄. 中央経済社 2005
環境情報の公開と評価 : 環境コミュニケーションと
CSR

勝田悟 中央経済社
2004

環境槪論 勝田悟 中央経済社 2006
廃棄物とリサイクルの公共政策 山谷修作 中央経済社 2000
都市政府のマネジメント 地方自治・新世紀 吉田民雄. 中央経済社 2003
東海地域の産業クラスターと金融構造 : 躍進する名
古屋経済の強さを探る

家森信善-多和田真. 中央経済社
2005

Eビジネス用語英和辞典 : Dictionary of e-business 
terms

菊地義明 中央経済社
2002

ベーシック経営学辞典 : Dictionary of business & 
management for beginners

片岡信之 中央経済社
2004

会計基準の国際的統一 : 国際会計基準への各国の対
応

徳賀芳弘-平松一夫 中央経済社
2005



国際会計論 : 相違と調和 = International 
accounting

徳賀芳弘 中央経済社
2000

企業不正支出とコーポレート・ガバナンス 宮本幸平 中央経済社 2002
経営学入門 : Fundamentals of management 経営学イノベーション 十川広国 中央経済社 2006
経営戦略論 : Corporate stragegy 経営学イノベーション 十川広国 中央経済社 2006
経営組織論 : Organization theory 経営学イノベーション 十川広国 中央経済社 2006
新会社法と中小会社会計 : Corporate law & 
accounting

武田隆二. 中央経済社
2006

心理学の本全情報 : 1998-2002 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2003
心理学の本全情報 : 2003-2007 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2008
新訂増補同名異人事典 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2002
同名異人事典 : 外国人編 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2005
科学技術 45万語英和対訳大辞典 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2001
災害・防災の本 : 全情報45/95 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 1995
災害・防災の本全情報 : 1995-2004 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2005
最新科学賞事典 1997-2002 日外アソシエ一ツ. 日外アソシエーツ 2003
最新科学賞事典. 日外アソシエ一ツ. 日外アソシエーツ 2008
人文社会 37万語英和対訳大辞典 人文社会対訳大辞典編集委員会. 日外アソシエーツ 2005
英米小說原題邦題事典 日外アソシエ－ツ. 日外アソシエーツ 2003
心臓超音波診断アトラス. : Atlas of pediatric & 
fetal cardiac ultrasound

Atlas series 超音波編 里見元義 ベクトル・コア
2008

心臓超音波診断アトラス. Atlas series 超音波編 中村憲司. ベクトル・コア 2008
菅江真澄の旅と日記 內田武志 未來社 1991
上総掘りの民俗 : 民俗技術論の課題 大島暁雄. 未來社 2006
日本古代官僚制の研究  【書物復権連動企画】 早川庄八 岩波書店 1986
言語・知覚・世界  【書物復権連動企画】 大森荘蔵 岩波書店 1971
古典派経済学と近代経済学  【書物復権連動企画】

根岸隆 岩波書店
1981

ヘーゲル精神現象学の生成と構造（上）  【書物復
権連動企画】

イポリット著／市倉宏祐訳 岩波書店
1972



ヘーゲル精神現象学の生成と構造（下）  【書物復
権連動企画】

イポリット著／市倉宏祐訳 岩波書店
1973

道教思想史研究  【書物復権連動企画】 福永光司 岩波書店 1987
近衛新体制と大政翼賛会  【書物復権連動企画】 赤木須留喜 岩波書店 1984
経済学と歴史認識  【書物復権連動企画】 平田清明 岩波書店 1971
コメディア・デラルテ Mic, Constant.-梁木靖弘 未來社 1987
ドラッカー : 自由・社会・管理 三戶公 未來社 1971
臨床3次元心エコー : 症例から学ぶ2次元心エコーと
の比較 = Clinical 3D echocardiography

塩田隆弘. ベクトル・コア
2011

病理像との対比と参考症例に学ぶ胸部の画像診断. : 
Imaging diagnosis of chest.

Atlas Series CT/MRI編 芦沢和人. ベクトル・コア
2011

化粧にみる日本文化 : だれのためによそおうのか?
平松隆円 水曜社

2009

固有価値の地域観光論 : 京都の文化政策と市民によ
る観光創造

富本真理子. 水曜社
2011

変動する家族 : 子ども・ジェンダー・高齢者 = Changing 
families : children, gender and the elderly

牧野カツコ-伊藤セツ-袖井孝子-日本家政学建帛社 1999

調理文化学 21世紀の調理学 川端晶子-大塚滋-島田淳子. 建帛社 1996
献立学 21世紀の調理学 川端晶子-熊倉功夫.-伊藤和枝. 建帛社 1997
美味学 21世紀の調理学 川端晶子-増成隆士-山本隆. 建帛社 1997
食品調理機能学 21世紀の調理学 川端晶子-田村真八郎-安本教伝. 建帛社 1997
臨床調理学 21世紀の調理学 川端晶子-豊川裕之-中村丁次. 建帛社 1997
調理工学 21世紀の調理学 川端晶子-矢野俊正.-澤山茂. 建帛社 1996
環境調理学 21世紀の調理学 山口貴久男-川端晶子-黒田節子.-木村修一 建帛社 1997
ネットワークスペシャリスト午前試験問題集 : 合格
精選500題

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2010

合格精選500題 ITサービスマネージャ午前試験問題
集

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2010

合格精選500題システムアーキテクト午前試験問題
集

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2010



合格精選500題 ITストラテジスト午前試験問題集 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2010
燃料電池の技術 : 固体高分子形の課題と対策 西川尚男. 東京電機大学出版局 2010
看護・介護を助ける姿勢と動作 : イラストで学ぶボ
ディメカニクス

小川鉱一. 東京電機大学出版局
2010

科学技術政策に市民の声をどう届けるか : コンセン
サス会議、シナリオ・ワークショップ、ディープ・
ダイアローグ

科学コミュニケーション叢書 若松征男 東京電機大学出版局
2010

線形代数行列と行列式 : 大学入門ドリル 大学入門ドリル 丸井洋子. 東京電機大学出版局 2010
数学eラーニング : 数式解答評価システムSTACKと
Moodleによる理工系教育

中村泰之 東京電機大学出版局
2010

よくわかる情報通信ネットワーク 山内雪路. 東京電機大学出版局 2010
しっかり学ぶフーリエ解析 田沢義彦. 東京電機大学出版局 2010
初めて学ぶ基礎電子工学 小川鉱一. 東京電機大学出版局 2010
合格精選500題データベーススペシャリスト午前試
験問題集

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2010

合格精選500題エンベデッドシステムスペシャリス
ト午前試験問題集

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2010

合格精選500題プロジェクトマネージャ午前試験問
題集

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2010

合格精選500題システム監査技術者午前試験問題集
東京電機大学. 東京電機大学出版局

2010

消費者行動の科学 : サービス工学のための理論と実
践

内藤耕.-北島宗雄. 東京電機大学出版局
2010

室内環境学概論 : Indoor environment 室内環境学会. 東京電機大学出版局 2010
電験三種理論考え方解き方 : 合格への近道 電験三種考え方解き方研究会. 東京電機大学出版局 2010
電験三種電力考え方解き方 : 合格への近道 電験三種考え方解き方研究会. 東京電機大学出版局 2010
電験三種機械考え方解き方 : 合格への近道 電験三種考え方解き方研究会. 東京電機大学出版局 2010
電験三種法規考え方解き方 : 合格への近道 電験三種考え方解き方研究会. 東京電機大学出版局 2010
食品表示を裏づける分析技術 : 科学の目で偽装を見
破る

日本分析化学会. 東京電機大学出版局
2010



ITパスポート試験精選予想424題+最新200題試験問
題集 : 平成23年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2010

基本情報技術者試験午前精選予想400題+最新160題
試験問題集 : 平成23年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2010

応用情報技術者試験午前精選予想500題+最新160題
試験問題集 : 平成23年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2010

情報セキュリティスペシャリスト試験午前精選予想
500題+最新110題試験問題集 : 平成23年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2010

電験三種理論 : 平成23年度版 合格マスター 東京電機大学電験研究会. 東京電機大学出版局 2010
電験三種電力 : 平成23年度版 合格マスター 東京電機大学電験研究会. 東京電機大学出版局 2010
電験三種機械 : 平成23年度版 合格マスター 東京電機大学電験研究会. 東京電機大学出版局 2010
電験三種法規 : 平成23年度版 合格マスター 東京電機大学電験研究会. 東京電機大学出版局 2010
一陸特合格精選 470題試験問題集. : 第一級陸上特
殊無線技士

吉川忠久 東京電機大学出版局
2011

環境科学の基礎 : Basics of environmental science
岡本博司. 東京電機大学出版局

2011

電気法規と電気施設管理 : 平成23年度版 竹野正二. 東京電機大学出版局 2011
学生のための情報リテラシー. 若山芳三郎. 東京電機大学出版局 2011
「工学」のおもしろさを学ぶ 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2011
線形代数ベクトルと固有値 : 大学入門ドリル 大学入門ドリル 丸井洋子. 東京電機大学出版局 2011
画像電子情報ハンドブック : Image electronics 
and informatics handbook

画像電子学会 (Japan) 東京電機大学出版局
2008

学びとコンピュータハンドブック : Learning and 
ICT handbook

佐伯胖-CIEC. 東京電機大学出版局
2008

教科教育百年史 奥田真丈.-生江義男. 建帛社 1985
日本人の生活 : 50年の軌跡と 21世紀への展望 日本家政学会 建帛社 1998
造形教育事典 宮脇理-真鍋一男 建帛社 1991
服飾史・服飾美学関連論文要旨集 : 1950-1998 日本家政学会. 建帛社 2001
服飾史・服飾美学関連論文要旨集 : 1998-2008 日本家政学会. 建帛社 2010
新食品分析ハンドブック 前川昭男.-菅原竜幸 建帛社 2000



調理科学実験ハンドブック 宮川金二郎-福場博保 建帛社 1986
食品保蔵・流通技術ハンドブック 木村進-三浦洋.-日本食品保蔵科学会. 建帛社 2006
一問一答改正会社法 法務省民事局参事官室【編】 商事法務 1990
一問一答平成 5年改正商法 法務省民事局参事官室【編】 商事法務 1993
一問一答平成9年改正商法 法務省民事局参事官室【編】 商事法務 1998
一問一答個人再生手続 : 平成 12年民事再生法改正
の解說

始関正光 商事法務
2001

一問一答民事再生法 深山卓也.-Japan. 商事法務 2000
一問一答中間法人法 杉浦正典.-相澤哲. 商事法務 2002
会社分割法制 : 平成12年改正商法 原田晃治.-Japan. 商事法務 2000
平成13年改正商法 Q & A 株式制度の改善会社運営
の電子化

原田晃治.-Japan. 商事法務
2002

大規模災害と借地借家 Q & A 法務省民事局参事官室【編】 商事法務 1995
被災マンション法 Q & A 法務省民事局参事官室【編】 商事法務 1995
ジャパンスタディ「日本研究」人物事典 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2008
「日本研究」図書目錄 1985-2004 : 世界の中の日
本

日外アソシエーツ 日外アソシエーツ
2005

事典, 日本人の見た外国 富田仁 日外アソシエーツ 2008
文献目錄日本論・日本人論, 1996-2006 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2007
文献目錄日本論・日本人論の 50年・1945-1995 日外アソシエ－ツ. 日外アソシエーツ 1996
作家芸術家 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 1997
政治家思想家 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 1998
環境史事典 : トピックス 1927-2006 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2007
同姓異読み人名辞典 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2009
同姓異読み人名辞典, 西洋人編 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2005
高効率化技術 (絶縁型) ネオテクノロジー. ネオテクノロジー 2009
高効率化技術 (非絶縁型) ネオテクノロジー. ネオテクノロジー 2008
小型・薄型化技術 ネオテクノロジー. ネオテクノロジー 2009
高信頼性化技術 ネオテクノロジー. ネオテクノロジー 2009
低ノイズ化技術 ネオテクノロジー. ネオテクノロジー 2010



ソフトスイッチング ネオテクノロジー. ネオテクノロジー 2009
同期整流 ネオテクノロジー. ネオテクノロジー 2009
力率改善 ネオテクノロジー. ネオテクノロジー 2009
高速応答 ネオテクノロジー. ネオテクノロジー 2008
多出力電源 ネオテクノロジー. ネオテクノロジー 2010
マルチフェーズ ネオテクノロジー. ネオテクノロジー 2009
デジタル制御 ネオテクノロジー. ネオテクノロジー 2009
省電力/待機電力 ネオテクノロジー. ネオテクノロジー 2008
冗長運転 (並列運転) ネオテクノロジー. ネオテクノロジー 2009
カレントモード制御 ネオテクノロジー. ネオテクノロジー 2008
非接触電力伝送 ネオテクノロジー. ネオテクノロジー 2009
自励コンバータ ネオテクノロジー. ネオテクノロジー 2009
双方向性コンバータ ネオテクノロジー. ネオテクノロジー 2009
駆動回路 ネオテクノロジー. ネオテクノロジー 2009
補助電源回路/起動回路 ネオテクノロジー. ネオテクノロジー 2009
保護回路 ネオテクノロジー. ネオテクノロジー 2009
突入電流防止回路, ソフトスタート ネオテクノロジー. ネオテクノロジー 2009
スナバ回路 ネオテクノロジー. ネオテクノロジー 2009
数学解析 : 上 数理解析シリーズ 溝畑茂 朝倉書店 1973
地球ダイナミクスとトモグラフィー 地球科学の新展開 川勝均.-東京大学. 朝倉書店 2002
地殻ダイナミクスと地震発生 地球科学の新展開 菊地正幸.-東京大学. 朝倉書店 2002
マグマダイナミクスと火山噴火 地球科学の新展開 鍵山恒臣.-東京大学. 朝倉書店 2003
現代光科学 : 1, 光の物理的基礎 現代光科学 Otsu, Motoichi 朝倉書店 1994
光科学への招待 大津元一 朝倉書店 1999
小麦の科学 シリーズ《食品の科学》 長尾精一 朝倉書店 1995
日本人と日本文化の形成 埴原和郎 朝倉書店 1993
群上の調和解析 すうがくの風景 Kawazoe, T. 朝倉書店 2000
特異点とルート系 すうがくの風景 松澤淳一. 朝倉書店 2002
超幾何関数 すうがくの風景 原岡喜重. 朝倉書店 2002
グレブナー基底 すうがくの風景 日比孝之 朝倉書店 2003



モンテカルロ・シミュレーション : Monte Carlo 
cimulation

分子シミュレーション講座 神山新一.-佐藤明 朝倉書店
1997

分子動力学シミュレーション : Molecular dynamics 
simulation

分子シミュレーション講座 神山新一.-佐藤明 朝倉書店
1997

流体ミクロ・シミュレーション : Microsimulation 
of colloidal dispersions

分子シミュレーション講座 神山新一.-佐藤明 朝倉書店
1997

物理学大事典 : Encyclopedia of physics 和達三樹-荒船次郎-鈴木増雄 朝倉書店 2005
地震の事典 : Encyclopedia of earthquakes 宇津徳治 朝倉書店 2010
タンパク質の事典 猪飼篤. 朝倉書店 2008
酒の科学 食品の科学 吉沢淑 朝倉書店 1995
糖質の科学 食品成分シリーズ 新家竜. 朝倉書店 1996
タンパク質の科学 食品成分シリーズ 鈴木敦士.-中川弘毅.-渡部終五. 朝倉書店 1998
木材科学ハンドブック 祖父江信夫-岡野健 朝倉書店 2006
いま流通消費都市の時代 : 福岡モデルでみた大都市
の未来

阿部真也 中央経済社
2006

これからの都市・地域政策 : 「実験型都市」が未来
を創る

山崎朗-朝倉康夫.-小林潔司 中央経済社
2005

テキスト流通の構図 増田大三-玉置了. 中央経済社 2005
環境経済学の新世紀 : Environmental economics

室田武 中央経済社
2003

企業経営の社会性研究 : 社会貢献・地球環境・高齢
化への対応 = A study on the social context of 
corporate management

丹下博文 中央経済社
2001

現代ファイナンス入門 岸本光永-阿部正樹-津森信也 中央経済社 1999
ポートフォリオ理論 : 基礎と応用 仁科一彦-倉沢資成 中央経済社 2009
資本市場とコーポレート・ファイナンス 新井富雄-太田智之.-渡辺茂 中央経済社 1999
資産運用の理論と実際 浅野幸弘-宮脇卓. 中央経済社 1999
現代公共政策の経済分析 三浦功-細江守紀 中央経済社 2005
現代都市流通とまちづくり 宇野史郎 中央経済社 2005



次世代マーケティング : エンジョイ型生活業態革命
市川貢-菅原正博 中央経済社

2000

次世代流通企業 : リテール・マーケティング革命 吉田裕之-増田大三-菅原正博 中央経済社 1998
次世代広告コミュニケーション : アウトサイドイン
革命

増田大三-市川貢-菅原正博 中央経済社
1998

次世代ショッピング・センター : SCマーケティング
革命

吉田裕之-田中道雄-菅原正博 中央経済社
2000

次世代流通サプライチェーン : ITマーチャンダイジ
ング革命

次世代MBAシリーズ 弘津真澄-吉田裕之-菅原正博 中央経済社
2001

新会社法が求める内部統制とその開示 長谷川俊明 中央経済社 2006
大学は地域を活性化できるか : 社会に役立つ経営学
敎育の実践

渡辺峻-藤永弘-斎藤毅憲-全国四系列(経営学中央経済社
2005

地域の経済学 原勲. 中央経済社 2000
都市と環境の公共政策 : 日本経済再生に向けて 田中啓一 中央経済社 2002
日本の小売業と流通政策 南方建明 中央経済社 2005
日本的流通の再生 木綿良行.-三村優美子. 中央経済社 2003
トーリック多様体入門 : 扇の代数幾何 すうがくの風景 石田正典. 朝倉書店 2000
結び目と量子群 すうがくの風景 村上順 朝倉書店 2000
パンルヴェ方程式 : 対祢性からの入門 すうがくの風景 野海正俊 朝倉書店 2000
D加群と計算数学 すうがくの風景 大阿久俊則 朝倉書店 2002
経営哲学を展開する : 株主市場主義を超えて 京都大学. 文眞堂 2009
現代アジア事典 上原秀樹-長谷川啓之 文眞堂 2009
やさしい法律情報の調べ方・引用の仕方 小林成光. 文眞堂 2010
経営・商学系大学院生のための論文作成ガイドブッ
ク

片岡信之 文眞堂
2010

複雑系のカオス的シナリオ 複雑系双書 金子邦彦.-津田一郎. 朝倉書店 1996
複雑系の進化的シナリオ : 生命の発展様式 複雑系双書 金子邦彦.-池上高志 朝倉書店 1998
数学解析 : 下 数理解析シリーズ 溝畑茂 朝倉書店 1973
現代光科学 : II, 光と量子 現代光科学 大津元一 朝倉書店 1994
香りの百科 日本香料協会. 朝倉書店 2009



診療科目別正しい診療?の書き方 福本陽平-阿部好文 朝倉書店 2004
畜産加工 新農学シリーズ 細野明義.-鈴木敦士 朝倉書店 1990
害虫防除 新農学シリーズ 中筋房夫.-藤家梓.-大林延夫 朝倉書店 1997
植物の遺伝と育種 新農学シリーズ 米沢勝衛.-福井希一.-向井康比己 朝倉書店 1997
植物保護 新農学シリーズ 一谷多喜郎-中筋房夫. 朝倉書店 2000
大豆の科学 シリーズ《食品の科学》 大久保一良-山内文男 朝倉書店 1992
魚の科学 食品の科学 福家眞也.-阿部宏喜. 朝倉書店 1994
米の科学 シリーズ《食品の科学》 大坪研一.-石谷孝佑.-竹生新治郎. 朝倉書店 1995
卵の科学 シリーズ《食品の科学》 中村良. 朝倉書店 1998
塩の科学 食品の科学 橋本寿夫-村上正祥 朝倉書店 2003
おいしさの科学事典 相島鉄郎-山野, 善正 朝倉書店 2003
乳房超音波トレーニングブック : Breast 
ultrasound training book : listening to the voices 
of 150 cases

佐久間浩. ベクトル・コア
2011

手にとるようにわかるマンモグラフィ. : 読影力を
アップさせる厳選62例 = Mommography. II

手にとるようにわかる 松永忠東. ベクトル・コア
2011

手にとるようにわかる関節リウマチにおける生物学
的製剤の実際 : 5剤の臨床データによる治療最前線 
= Practical biologics for rheumatoid arthritis

手にとるようにわかる 神戶克明. ベクトル・コア

2011

病理像・関節鏡像との対比と参考症例に学ぶ骨軟部
の画像診断 : Imaging diagnosis of bone and soft 
tissue : learning from radiologic-pathologic 
arthroscopic correlation and referential cases

Atlas Series CT/MRI編 青木隆敏. ベクトル・コア

2011

近代日中関係史年表 近代日中関係史年表編集委員会編 岩波書店 2005
現代中国年表　1941～2008 安藤正士著 岩波書店 2010
岩波　数学入門辞典 青本和彦，上野健爾，加藤和也他編著 岩波書店 2005
日本陸軍とアジア政策　陸軍大将宇都宮太郎日記　
第1巻

宇都宮太郎関係資料研究会編 岩波書店
2007



日本陸軍とアジア政策　陸軍大将宇都宮太郎日記　
第2巻

宇都宮太郎関係資料研究会編 岩波書店
2007

日本陸軍とアジア政策　陸軍大将宇都宮太郎日記　
第3巻

宇都宮太郎関係資料研究会編 岩波書店
2007

昭和初期の天皇と宮中──侍従次長河井弥八日記　
第1巻　1926～27年（大正15年～昭和2年）

高橋紘，粟屋憲太郎，小田部雄次編 岩波書店
1993

昭和初期の天皇と宮中──侍従次長河井弥八日記　
第2巻　1928年（昭和3年）

高橋紘，粟屋憲太郎，小田部雄次編 岩波書店
1993

昭和初期の天皇と宮中──侍従次長河井弥八日記　
第3巻　1929年（昭和4年）

高橋紘，粟屋憲太郎，小田部雄次編 岩波書店
1994

昭和初期の天皇と宮中──侍従次長河井弥八日記　
第4巻　1930年（昭和5年）

高橋紘，粟屋憲太郎，小田部雄次編 岩波書店
1994

昭和初期の天皇と宮中──侍従次長河井弥八日記　
第5巻　1931年（昭和6年）

高橋紘，粟屋憲太郎，小田部雄次編 岩波書店
1994

昭和初期の天皇と宮中──侍従次長河井弥八日記　
第6巻　1932年（昭和7年）・関連資料・索引

高橋紘，粟屋憲太郎，小田部雄次編 岩波書店
1994

明治維新の政治過程 大久保利謙歴史著作集 大久保利謙-佐々木克 吉川弘文館 1986
明治国家の形成 大久保利謙歴史著作集 大久保利謙 吉川弘文館 1986
華族制の創出 大久保利謙歴史著作集 大久保利謙 吉川弘文館 1993
明治維新と教育 大久保利謙歴史著作集 大久保利謙 吉川弘文館 1987
アメリカ関係図書目錄 地域別図書目録 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 1995
ヨーロッパ関係図書目錄 地域別図書目録 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 1995
アメリカヨーロッパ関係図書目錄, 94/98 地域別図書目録 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 1999
アメリカ・ヨーロッパ関係図書目錄 : 1999-2003 地域別図書目録 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2004
アジア・アフリカ関係図書目錄, 上 地域別図書目録 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 1995
アジア・アフリカ関係図書目錄, 下 地域別図書目録 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 1995
アジア・アフリカ関係図書目錄 : 94/98 地域別図書目録 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 1999
アジア・アフリカ関係図書目錄, 1999-2003 地域別図書目録 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2004
環境問題情報事典 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2001
20世紀西洋人名事典 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 1995



法華義疏外三部 大日本佛教全書 聖德太子-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
天台法華玄義釈籤要決外二部 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
法華略義見聞外二部 大日本佛教全書 中尋-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
幕末維新の洋学 大久保利謙歴史著作集 大久保利謙 吉川弘文館 1986
明治の思想と文化 大久保利謙歴史著作集 大久保利謙 吉川弘文館 1988
日本近代史学の成立 大久保利謙歴史著作集 大久保利謙 吉川弘文館 1988
明治維新の人物像 大久保利謙歴史著作集 大久保利謙 吉川弘文館 1989
仏教書籍目錄 : 第一 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
仏教書籍目錄 : 第ニ 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
諸宗要義集 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
勝鬘経義疏外三部 大日本佛教全書 聖徳太子-佛書刊行會. 大法輪閣 2007
維摩経義疏 大日本佛教全書 聖徳太子-凝然-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
仁王護国経疏外十部 大日本佛教全書 行信.-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
華厳孔目章抄外三部 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
華厳探玄記発揮鈔 大日本佛教全書 普寂-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
五教章通路記 : 第一 大日本佛教全書 凝然-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
五教章通路記 : 第ニ 大日本佛教全書 凝然-寿霊.-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
五教章纂釈 : 第一 大日本佛教全書 湛睿-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
五教章纂釈 : 第ニ 大日本佛教全書 湛睿-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
漢光類聚 : 玄義私類聚 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
文句略大綱私見聞 : 天台名匠口決抄 大日本佛教全書 尊舜.-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
法華素怛攬略頌 大日本佛教全書 貞慶-真興-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
法華開示抄第二外二部 大日本佛教全書 貞慶-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
法華三大部私記 : 第一 大日本佛教全書 證眞.-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
法華三大部私記 : 第ニ 大日本佛教全書 證眞.-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
法華三大部復真鈔 大日本佛教全書 普寂-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
天台法華宗義集, 天台小部集釈 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
智証大師全集 : 第一 大日本佛教全書 円珍-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
智証大師全集 : 第ニ 大日本佛教全書 円珍-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
智証大師全集 : 第三 大日本佛教全書 円珍-仏書刊行会. 大法輪閣 2007



智証大師全集 : 第四 大日本佛教全書 円珍-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
摩訶止観見聞添註 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
悉曇具書 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
往生要集外二十四部 大日本佛教全書 源信.-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
一乗要決外十四部 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
妙行心要集外十七部 大日本佛教全書 源信-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
自在金剛集 大日本佛教全書 覚千-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
華厳小部集 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
阿娑縛抄 : 第一 大日本佛教全書 承澄-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
阿娑縛抄 : 第ニ 大日本佛教全書 承澄-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
阿娑縛抄 : 第三 大日本佛教全書 承澄-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
阿娑縛抄 : 第四 大日本佛教全書 承澄-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
阿娑縛抄 : 第五 大日本佛教全書 承澄-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
阿娑縛抄 : 第六 大日本佛教全書 承澄-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
阿娑縛抄 : 第七 大日本佛教全書 承澄-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
大日経疏鈔外三部 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
金剛頂大教王経疏 : 蘇悉地羯羅経略疏 大日本佛教全書 圓仁-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
諸?不同記外五部 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
覚禪鈔 : 第一 大日本佛教全書 覺禪-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
覚禪鈔 : 第ニ 大日本佛教全書 覺禪-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
覚禅鈔 : 第三 大日本佛教全書 覚禅-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
覚禅鈔 : 第四 大日本佛教全書 覚禅-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
覚禅鈔 : 第五 大日本佛教全書 覚禅-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
覚禪鈔 : 第六 大日本佛教全書 覚禪-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
覚禅鈔 : 第七 大日本佛教全書 覚禅-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
[シンジャ]要秘鈔 大日本佛教全書 栄海-弘融.-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
無量壽経集解 大日本佛教全書 白瓣.-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
観経秘決集 大日本佛教全書 證空-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
観門要義鈔 : 第一 大日本佛教全書 証空-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
観門要義鈔 : 第ニ 大日本佛教全書 証空-仏書刊行会. 大法輪閣 2007



観経疏他筆鈔 : 第ニ 大日本佛教全書 了音.-証空-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
観経疏六角鈔 : 第ニ 大日本佛教全書 了音.-顕意-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
観経疏楷定記 : 第ニ 大日本佛教全書 顕意-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
観経疏康永鈔外二部 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
観経疏伝通記見聞 大日本佛教全書 聖聡-寂慧.-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
三部仮名鈔並諺註外二部 大日本佛教全書 湛澄-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
当麻曼荼羅註外六部 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
融通円門章外三部 : 融通円門章幽玄記, 第一 大日本佛教全書 融観-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
融通円門章幽玄記 : 第ニ 大日本佛教全書 竜潭.-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
一遍上人語?外四部 大日本佛教全書 一遍-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
他阿上人法語外六部 大日本佛教全書 他阿.-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
防非鈔外六部 大日本佛教全書 解阿彌陀佛.-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
一遍上人念仏安心鈔外五部 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
真言念仏集外八部 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
菩薩戒義疏鈔外二部 大日本佛教全書 円琳.-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
授菩薩戒儀則外十七部 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
服具叢書 : 第一 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
服具叢書 : 第ニ 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
大乗三論大義鈔 大日本佛教全書 玄叡.-珍海-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
唯識論同学鈔 : 第一 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
唯識論同学鈔 : 第ニ 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
注三十頌 大日本佛教全書 善念-貞慶-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
唯識論泉鈔 : 第二 大日本佛教全書 善念.-聞証-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
大乗法相研神章 大日本佛教全書 善珠-護命-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
法苑義鏡外二部 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
大乗法相宗名目 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
因明論疏明燈抄 大日本佛教全書 善珠-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
明本抄外四部 大日本佛教全書 貞慶-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
大乗対倶舎抄 大日本佛教全書 源信-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
俱舎論明思抄 : 第一 大日本佛教全書 珍海-宗性-仏書刊行会. 大法輪閣 2007



俱舎論明思抄 : 第ニ 大日本佛教全書 宗性-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
俱舎論明思抄 : 第三 大日本佛教全書 宗性-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
阿毘達磨?舎論要解 大日本佛教全書 普寂-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
倶舎論法義 : 第一 大日本佛教全書 快道林常-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
倶舎論法義 : 第二 大日本佛教全書 快道林常-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
起信論本疏聴集記 : 第一 大日本佛教全書 順高.-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
起信論本疏聴集記, 第ニ : 起信論別記聴集記 大日本佛教全書 順高.-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
起信論義記教理抄 : 起信決疑鈔 大日本佛教全書 湛[ei]-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
大覚禅師語?并拾遺外五部 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
大気環境学 : 地球の気象環境と生物環境 真木太一 朝倉書店 2000
図解電気工学事典 岩本洋. 朝倉書店 2006
乳の科学 シリーズ《食品の科学》 Kaminogawa, S. 朝倉書店 1996
肉の科学 シリーズ《食品の科学》 沖谷明紘 朝倉書店 1996
トウモロコシの科学 シリーズ《食品の科学》 大坪研一.-中久喜輝夫.-貝沼圭二. 朝倉書店 2009
澱粉科学の事典 不破英次 朝倉書店 2010
食物繊維の科学 食品成分シリーズ 森文平.-辻啓介. 朝倉書店 1997
一問一答新民事訴訟法 法務省民事局参事官室【編】 商事法務 1996
水圈の富栄養化と水産増養殖 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1973
のりの病気 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1973
食品の水 : 水分活性と水の挙動 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1973
魚の品質 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1974
対馬暖流 : 海洋構造と漁業 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1974
魚類の成熟と産卵 : その基礎と応用 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1974
魚類とアニサキス 日本水産学会 恒星社厚生閣 1974
稚魚の摂餌と発育 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1975
魚類種族の生化学的判別 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1975
海洋の生態系と微生物 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1975
南方カツオ漁業 : その資源と技術 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1975
種苗の放流効果 : アワビ・クルマエビ・マダイ 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1976
白身の魚と赤身の魚 : 肉の特性 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1976



水産資源の有効利用 : 資源管理から利用加工まで 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1976
水産動物のホルモン 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1976
石油污染と水産生物 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1976
海の生態学と測定 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1977
海洋生物のPCB污染 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1977
イワシ・アジ・サバまき網漁業 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1977
魚肉タンパク質 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1977
浅海養殖と自家污染 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1977
養魚と飼料脂質 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1978
増殖技術の基礎と理論 : その発展の糸口として 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1978
魚の呼吸と循環 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1978
水産動物のカロテノイド 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1978
水産生物の遺伝と育種 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1979
海洋の生化学資源 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1979
漁具の漁獲選択性 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1979
水産食品の鑑定 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1979
水域の自浄作用と浄化 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1979
ホタテガイの増養殖と利用 : 増養殖の体系化に向け
て

日本水産学会. 恒星社厚生閣
1980

淡水養魚と用水 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1980
水産加工食品の保全 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1980
赤潮 : 発生機構と対策 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1980
多獲性赤身魚の有効利用 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1981
かご漁業 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1981
花粉学事典 日本花粉学会. 朝倉書店 2008
家畜繁殖 新農学シリーズ 加藤征史郎 朝倉書店 1994
ゴマの科学 シリーズ《食品の科学》 小林貞作-並木満夫 朝倉書店 1989
茶の科学 食品の科学 村松敬一郎 朝倉書店 1991
セルロースの事典 セルロース学会. 朝倉書店 2008
魚類の化学感覚と摂餌促進物質 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1981



藻場・海中林 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1981
活魚輸送 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1982
海洋動物の非グリセリド脂質 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1982
魚介類の成熟・産卵の制御 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1982
有毒プランクトン : 発生・作用機構・毒成分 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1982
沿岸海域の富栄養化と生物指標 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1982
シオミズツボワムシ : 生物学と大量培養 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1983
海藻の生化学と利用 日本水産学会. 恒星社厚生閣 1983
水産資源の解析と評価 : その手法と適用例 石井丈夫-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1983
魚類の物質代謝 永山文男-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1983
漁業環境アセスメント 吉田多摩夫-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1983
資源生物としてのサメ・エイ類 須山三千三-谷内透-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1984
魚肉ねり製品 : 研究と技術 志水寬-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1984
人工魚礁 佐藤修-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1984
水産食品と栄養 鴻巣章二-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1984
漁業と環境 : 水域別の現状と問題点 吉田陽一.-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1984
養魚飼料 : 基礎と応用 米康夫-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1985
秋サケの資源と利用 高橋裕哉-座間宏一-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1985
貝毒プランクトン : 生物学と生態学 福代康夫 恒星社厚生閣 1985
水産動物の筋肉脂質 鹿山光 恒星社厚生閣 1985
環境化学物質と沿岸生態系 吉田多摩夫-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1986
マダイの資源培養技術 松宮義晴-田中克-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1986
魚の低温貯蔵と品質評価法 小泉千秋.-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1986
水産増養殖と微生物 河合章-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1986
漁業からみた閉鎖性海域の窒素・リン規制 村上彰男-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1986
魚のスーパーチリング 小嶋秩夫-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1986
海産付着生物と水産増養殖 梶原武.-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1987
海産有用生理活性物質 神谷久男-安元健-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1987
資源評価のための数値解析 嶋津靖彦.-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1987
水産食品のテクスチュアー 丹羽栄二-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1987



下水処理水と魚場環境 渡辺競. 恒星社厚生閣 1987
水産動物の日周活動 田畑満生-羽生功.-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1988
フグ毒研究の最近の進步 橋本周久-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1988
エビ・カニ類の種苗生産 Hirano, R.-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1988
魚介類のエキス成分 坂口守彦 恒星社厚生閣 1988
漁具に対する魚群行動の研究方法 小池篤-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1989
水産物のにおい 小泉千秋.-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1989
水産増養殖と染色体操作 鈴木亮-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1989
水産動物筋肉タンパク質の比較生化学 新井健一.-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1989
魚貝類の生息環境と着臭 元廣輝重-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1989
養殖魚の価格と品質 平山和次-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1990
海洋微生物の生物活性物質 安元健-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1990
テレメトリーによる水生動物の行動解析 添田秀男.-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1990
魚肉の栄養成分とその利用 竹內昌昭.-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1990
海面養殖と養魚場環境 渡辺競.-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1990
魚類の初期発育 田中克-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1991
水産加工とタンパク質の変性制御 新井健一.-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1991
海産魚の産卵・成熟リズム 広瀬慶二-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1991
魚類の死後硬直 山中英明-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1991
漁場環境容量 平野敏行-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1992
食用藻類の栽培 三浦昭雄.-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1992
海洋生理活性物質研究法 幹涉-神谷久男-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1992
東南アジアの水産養殖 吉田陽一-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1992
微細藻類の利用 山口勝己-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1992
有機スズ污染と水生生物影響 清水誠-里見至弘. 恒星社厚生閣 1992
放流魚の健苗性と育成技術 北島力-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1993
海洋生物のカロテノイド : 代謝と生物活性 幹涉-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1993
水域の窒素リン比と水産生物 吉田陽一-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1993
水産学シリーズ96 水産脂質 藤本健四郎-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1993
水産学シリーズ97 水産資源解析と統計モデル 松宮義晴-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1993



水産学シリーズ98 魚類の初期減耗研究 渡辺良朗-田中克-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1994
水産学シリーズ99 赤潮と微生物 菅原庸-石田祐三郎-日本水産学会. 恒星社厚生閣 1994
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興福寺叢書第二 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
天台霞標第一 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
天台霞標第二 : 延暦寺護国縁起 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
園城寺伝記 : 寺門伝記補? 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
華頂要略門主伝第一 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
華頂要略門主伝第二 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
華頂要略門主伝第三 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
高野春秋編年輯? 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
大谷本願寺通紀外三部 大日本佛教全書 仏書刊行会. 大法輪閣 2007
蔭涼軒日?第一 大日本佛教全書 季瓊真蘂-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
蔭涼軒日?第二 大日本佛教全書 季瓊真蘂-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
蔭涼軒日?第三 大日本佛教全書 季瓊真蘂-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
蔭涼軒日?第四 大日本佛教全書 季瓊真蘂-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
蔭涼軒日?第五 大日本佛教全書 季瓊真蘂-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
本光国師日記第一 大日本佛教全書 崇伝-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
本光国師日記第二 大日本佛教全書 崇伝-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
本光国師日記第三 大日本佛教全書 崇伝-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
本光国師日記第四 大日本佛教全書 崇伝-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
本光国師日記第五 大日本佛教全書 崇伝-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
貞和類聚租苑[聯]芳集 : 新撰貞和集 大日本佛教全書 義堂周信-仏書刊行会. 大法輪閣 2007



翰林五鳳集第一 大日本佛教全書 崇伝-仏書刊行会. 大法輪閣 2007
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華嚴經 : 第三 昭和新纂國譯大藏經編輯部編 昭和新纂国訳大蔵経編輯部. 大法輪閣 2009
因果經・佛所行讃・法句經 昭和新纂國譯大藏經編輯部編 馬鳴.-昭和新纂国訳大蔵経編輯部. 大法輪閣 2009
倶舍論 : 第一 昭和新纂國譯大藏經編輯部編 Vasubandhu.-昭和新纂国訳大蔵経編輯部. 大法輪閣 2009
倶舍論 : 第二・入阿毘達磨論・異部宗輪論 昭和新纂國譯大藏經編輯部編 昭和新纂国訳大蔵経編輯部. 大法輪閣 2009
大智度論 : 第一 昭和新纂國譯大藏經編輯部編 Nāgārjuna; 昭和新纂国訳大蔵経編輯部 大法輪閣 2009



大智度論 : 第ニ 昭和新纂國譯大藏經編輯部編 Nāgārjuna; 昭和新纂国訳大蔵経編輯部 大法輪閣 2009
大智度論 : 第三 昭和新纂國譯大藏經編輯部編 Nāgārjuna; 昭和新纂国訳大蔵経編輯部 大法輪閣 2009
大智度論 : 第四 昭和新纂國譯大藏經編輯部編 Nāgārjuna; 昭和新纂国訳大蔵経編輯部 大法輪閣 2009
大智度論 : 第五 昭和新纂國譯大藏經編輯部編 Nāgārjuna; 昭和新纂国訳大蔵経編輯部 大法輪閣 2009
大智度論第六・中論・百論・十二門論 昭和新纂國譯大藏經編輯部編 Nāgārjuna; 昭和新纂国訳大蔵経編輯部 大法輪閣 2009
成唯識論・大乗起信論・外三書 昭和新纂國譯大藏經編輯部編 昭和新纂国訳大蔵経編輯部. 大法輪閣 2009
四分律 昭和新纂國譯大藏經編輯部編 昭和新纂国訳大蔵経編輯部. 大法輪閣 2009
四分律 昭和新纂國譯大藏經編輯部編 昭和新纂国訳大蔵経編輯部. 大法輪閣 2009
四分律 昭和新纂國譯大藏經編輯部編 昭和新纂国訳大蔵経編輯部. 大法輪閣 2009
佛像解說 昭和新纂國譯大藏經編輯部編 昭和新纂国訳大蔵経編輯部. 大法輪閣 2009
佛像解說 昭和新纂國譯大藏經編輯部編 昭和新纂国訳大蔵経編輯部. 大法輪閣 2009
工学倫理 : 実例で学ぶ技術者の行動規範 河村尚登. 東京電機大学出版局 2011
はじめての脱臭技術 川瀬義矩. 東京電機大学出版局 2011
Excel で解く水処理技術 徳村雅弘.-川瀬義矩. 東京電機大学出版局 2011
学生のためのPHP言語 : 基礎からウェブシステムま
で

山本昌弘. 東京電機大学出版局
2011

はじめてのセンサ技術 増田良介 東京電機大学出版局 2011
ジャイロセンサ技術 : ポイント解? 多摩川精機株式会社. 東京電機大学出版局 2011
はじめての VHDL 坂卷佳寿美. 東京電機大学出版局 2011
シリコン貫通電極TSV : 半導体の高機能化技術 傳田精一 東京電機大学出版局 2011
精密工学 理工学講座 中沢弘 東京電機大学出版局 2011
はじめての研磨加工 安永暢男. 東京電機大学出版局 2011
フォトマスク : 電子部品製造の基幹技術 = 
Photomask technology

田邉功-法元盛久.-竹花洋一. 東京電機大学出版局
2011

たのしくできるブレッドボード電子工作 西田和明. 東京電機大学出版局 2011
水を科学する 川瀬義矩. 東京電機大学出版局 2011
用水・排水の産業別処理技術 : ポイント解説 和田洋六 東京電機大学出版局 2011
水処理技術 : ポイント解説 和田洋六 東京電機大学出版局 2011
間メディア社会における世論と選挙 : 日米政権交代
に見るメディア・ポリティクス

遠藤薰 東京電機大学出版局
2011



半導体真空技術 : ポイント解説 宇津木勝. 東京電機大学出版局 2011
学生のための基礎 Java 照井博志. 東京電機大学出版局 2011
熱とエネルギーを科学する 化学工学会. 東京電機大学出版局 2011
アマゾン・コムの野望 : ジェフ・ベゾスの経営哲学

脇英世 東京電機大学出版局
2011

ユニコード戦記 : 文字符号の国際標準化バトル 小林竜生 東京電機大学出版局 2011
粉粒体装置 : ポイント解説 伊藤光弘 東京電機大学出版局 2011
第4級ハム集中ゼミ : アマチュア無線技士国家試験

アマチュア無線技士国家試験 吉川忠久. 東京電機大学出版局
2012

電験三種理論 : 平成24年度版 合格マスター 東京電機大学電験研究会. 東京電機大学出版局 2011
電験三種法規 : 平成24年度版 合格マスター 東京電機大学電験研究会. 東京電機大学出版局 2011
自動車の運動と制御 : 車両運動力学の理論形成と応
用 = Automotive vehicle dynamics : theory and 
applications

安部正人 東京電機大学出版局
2012

電気法規と電気施設管理 : 平成24年度版 竹野正二. 東京電機大学出版局 2012
技術者・研究者のための特許の取り方 宮保憲治.-岡田賢治. 東京電機大学出版局 2012
技術士第一次・第二次試験「機械部門」要点解? : 一
冊でマスター!

飯島拓也. 東京電機大学出版局
2012

電気設備技術基準・解釈 : 電気事業法・電気工事士
法・電気工事業法 : 平成24/25年版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2012

メディアは大震災・原発事故をどう語ったか : 報
道・ネット・ドキュメンタリーを検証する

遠藤薰 東京電機大学出版局
2012

大学力を高める eポートフォリオ : エビデンスに基
づく教育の質保証をめざして

小村道昭.-小川賀代. 東京電機大学出版局
2012

電気の歴史 : 人と技術のものがたり = A history of 
electrical engineering

高橋雄造. 東京電機大学出版局
2011

静電気を科学する 高橋雄造. 東京電機大学出版局 2011
ITパスポート試験精選予想424題+最新200題試験問
題集 : 平成24年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2011



基本情報技術者試験午前精選予想420題+最新160題
試験問題集 : 平成24年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2011

応用情報技術者試験午前精選予想500題+最新160題
試験問題集 : 平成24年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2011

ISO9001:2008 を正しく理解しよう : QMS の効果
的な運用のために

加藤重信. 東京電機大学出版局
2011

自動車工学 : Engineering of Automobile 横森求.-樋口健治-自動車工学編集委員会. 東京電機大学出版局 2011
内燃機関 : Internal combustion engine 古浜庄一.-内燃機関編集委員会. 東京電機大学出版局 2011
情報セキュリティスペシャリスト試験午前精選予想
500題+最新110題試験問題集 : 平成24年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2011

電験三種電力 : 平成24年度版 合格マスター 東京電機大学電験研究会. 東京電機大学出版局 2011
電験三種機械 : 平成24年度版 合格マスター 東京電機大学電験研究会. 東京電機大学出版局 2011
最新工業化学 : 革新技術の創出と製品化 深瀬康司.-阿部隆夫 東京電機大学出版局 2012
中国善書の研究 : 増補, 上 酒井忠夫 国書刊行会 1999
中国善書の研究 : 増補, 下 酒井忠夫 国書刊行会 2000
台湾商工銀行誌 : 台湾商工銀行十年誌 ; 台湾商工銀
行 : 現況おしらせ　第1巻

社史で見る日本経済史 台湾商工銀行. ゆまに書房
2001

朝鮮運送株式会社十年史　第3巻 社史で見る日本経済史 淵野榮. ゆまに書房 2001
満洲市場株式会社二十年史　第4巻 社史で見る日本経済史 満洲市場株式会社. ゆまに書房 2001
満洲中央銀行十年史　第5巻 社史で見る日本経済史 波形昭一-満洲中央銀行.-木村健二-須永徳武ゆまに書房 2001
台湾倉庫株式会社二十年史　第6巻 社史で見る日本経済史 台湾拓殖株式会社.-台湾倉庫株式会社. ゆまに書房 2002
鞍山製鉄所事業概観　第13巻 社史で見る日本経済史 波形昭一-南滿洲鐵道株式會社.-木村健二-須ゆまに書房 2002
満洲電線株式会社開業五周年　第14巻 社史で見る日本経済史 須永徳武-木村健二-波形昭一-満洲電線株式ゆまに書房 2002
新高略史 : 昭和製糖株式会社十年誌　第16巻 社史で見る日本経済史 波形昭一-新高製糖株式會社.-木村健二-昭和ゆまに書房 2003
平壌電気府営誌 : 新義州電気株式会社二十五年史 　
第18巻

社史で見る日本経済史 波形昭一-平壌電気株式会社.-新義州電気株 ゆまに書房
2003

咸南合同電気株式会社沿革史 : 江界水力電気株式会
社沿革史 　第19巻

社史で見る日本経済史 咸南合同電気株式会社.-江界水力電気株式会ゆまに書房
2003

撫順炭坑 　第20巻 社史で見る日本経済史 波形昭一-撫順炭坑.-木村健二-須永徳武 ゆまに書房 2003
大連汽船株式会社二十年略史 　第21巻 社史で見る日本経済史 波形昭一-大連汽船株式会社.-木村健二.-須永ゆまに書房 2003



満業並在満関係会社事業概要 : 満業ノ概要. 大陸に
雄飛する満業と関係諸会社之全貌. 満洲重工業資源
開発の現状 　第29巻

社史で見る日本経済史 満洲重工業開發株式会社. ゆまに書房
2004

台湾日日三十年史 : 附台湾の言論界　第34巻 社史で見る日本経済史 臺灣日日新報社. ゆまに書房 2004
味の素沿革史　第1巻 社史で見る日本のモノづくり 味の素株式会社. ゆまに書房 2003
めんづくり味づくり, 明星食品 30年のあゆみ　第2
巻

社史で見る日本のモノづくり エーシーシー株式会社. ゆまに書房
2003

野田醤油株式会社二十年史　第3巻 社史で見る日本のモノづくり 市山盛雄 ゆまに書房 2003
神鋼三十年史　第4巻 社史で見る日本のモノづくり 神?製鋼所. ゆまに書房 2003
松下電器産業株式会社創業三十五年史　第5巻 社史で見る日本のモノづくり 松下電器産業. ゆまに書房 2003
川崎造船所四十年史　第6巻 社史で見る日本のモノづくり 阿部市助 ゆまに書房 2003
日本鋼管株式会社三十年史　第7巻 社史で見る日本のモノづくり 小島精一 ゆまに書房 2003
七十五年の歩み, 大日本印刷株式会社史　第8巻 社史で見る日本のモノづくり 大日本印刷株式会社. ゆまに書房 2003
日本オペラ史, -1952 増井敬二-昭和音楽大学. 水曜社 2003
日本オペラ史, 1953- 関根礼子-昭和音楽大学オペラ研究所. 水曜社 2011
明治年間法令全書 : 第1卷 内閣官報局. 原書房 2004
明治年間法令全書 : 明治五年. 2 内閣官報局. 原書房 1974
明治年間法令全書 : 明治十八年. 1 内閣官報局. 原書房 1982
明治年間法令全書 : 明治三十二年. 1 内閣官報局. 原書房 1982
明治年間法令全書 : 明治三十二年. 2 内閣官報局. 原書房 1982
明治年間法令全書 : 明治三十二年. 3 内閣官報局. 原書房 1982
明治年間法令全書 : 明治三十二年. 4 内閣官報局. 原書房 1982
明治年間法令全書 : 明治三十二年. 5 内閣官報局. 原書房 1982
明治年間法令全書 : 明治三十二年. 6 内閣官報局. 原書房 1982
明治年間法令全書 : 明治三十二年. 7 内閣官報局. 原書房 1982
明治年間法令全書 : 明治三十二年. 8 内閣官報局. 原書房 1982
明治年間法令全書 : 明治三十二年. 9 内閣官報局. 原書房 1982
明治年間法令全書 : 明治三十二年. 10 内閣官報局. 原書房 1983
明治年間法令全書 : 明治三十三年. 1 内閣官報局. 原書房 1983
明治年間法令全書 : 明治三十三年. 2 内閣官報局. 原書房 1983



明治年間法令全書 : 明治三十三年. 3 内閣官報局. 原書房 1983
明治年間法令全書 : 明治三十三年. 4 内閣官報局. 原書房 1983
明治年間法令全書 : 明治三十三年. 5 内閣官報局. 原書房 1983
明治年間法令全書 : 明治三十三年. 6 内閣官報局. 原書房 1983
明治年間法令全書 : 明治三十三年. 7 内閣官報局. 原書房 1983
明治年間法令全書 : 明治三十三年. 8 内閣官報局. 原書房 1983
明治年間法令全書 : 明治三十三年. 9 内閣官報局. 原書房 1983
明治年間法令全書 : 明治三十三年. 10 内閣官報局. 原書房 1983
明治年間法令全書 : 明治三十三年. 11 内閣官報局. 原書房 1983
明治年間法令全書 : 明治三十四年. 1 内閣官報局. 原書房 1984
明治年間法令全書 : 明治三十四年. 2 内閣官報局. 原書房 1984
明治年間法令全書 : 明治三十四年. 3 内閣官報局. 原書房 1984
明治年間法令全書 : 明治三十四年. 4 内閣官報局. 原書房 1984
明治年間法令全書 : 明治三十四年. 5 内閣官報局. 原書房 1984
明治年間法令全書 : 明治三十四年. 6 内閣官報局. 原書房 1984
明治年間法令全書 : 明治三十四年. 7 内閣官報局. 原書房 1984
明治年間法令全書 : 明治三十四年. 8 内閣官報局. 原書房 1984
明治年間法令全書 : 明治三十四年. 9 内閣官報局. 原書房 1984
京城日報社誌 : 朝鮮郵船株式会社二十五年史. 朝鮮
米殻倉庫株式会社　第2巻

社史で見る日本経済史 京城日報社.-朝鮮郵船株式会社.-朝鮮米殻倉ゆまに書房
2001

裏南洋開拓ト南洋興発株式会社 : 南洋開拓拾年誌 ; 
南洋開拓と南洋興発株式会社の現況 ; 南洋興発株式
会社二十週年　第7巻

社史で見る日本経済史 南洋興発株式会社. ゆまに書房
2002

(朝鮮興業株式会社) 既往十五年事業概? : 朝鮮興業
株式会社二十五年誌 ; 朝鮮興業株式会社三十周年記
念誌　　第8巻

社史で見る日本経済史 朝鮮興業株式会社. ゆまに書房
2002



朝鮮勧農株式会社々誌 : 朝鮮勧農信託株式会社 : 増
資改造趣意書, 増資改造目論見書, 営業収支予算書, 
定款. 朝鮮土地改良株式会社誌. 朝鮮開拓株式会社沿
革. 羅津雄基土地興業株式会社) 営業案内　第9巻

社史で見る日本経済史 朝鮮勧農株式会社. ゆまに書房

2002

東亜煙草株式会社小史 : 朝鮮煙草元売捌株式会社誌　
第10巻

社史で見る日本経済史 朝鮮煙草元売捌株式会社.-東亜煙草株式会社ゆまに書房
2002

鴨緑江林業誌　第12巻 社史で見る日本経済史 鴨綠江採木公司 (Andong Xian, China) ゆまに書房 2002
鮮満拓殖株式会社, 満鮮拓殖株式会社五年史　第15
巻

社史で見る日本経済史 満鮮拓殖株式会社. ゆまに書房
2002

京城電気株式会社二十年沿革史 : 伸び行く京城電気 
; 開城電気株式会社沿革史　第17巻

社史で見る日本経済史 開城電気株式会社.-京城電気株式会社. ゆまに書房
2003

国際運輸株式会社二十年史 　第22巻 社史で見る日本経済史 波形昭一-國際運輸株式會社.-木村健二.-須永ゆまに書房 2003
大田電気株式会社沿革史. : 朝鮮瓦斯電気株式会社発
達史 　第23巻

社史で見る日本経済史 大田電気株式会社.-朝鮮瓦斯電気株式会社. ゆまに書房
2004

大興電気株式会社発達史 : 大興電気株式会社沿革史 　
第24巻

社史で見る日本経済史 大興電気株式会社. ゆまに書房
2004

株式会社朝鮮商業銀行沿革史 : 朝鮮信託株式会社十
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明治年間法令全書 : 明治四年 内閣官報局. 原書房 1974
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明治年間法令全書 : 明治二十年. 3 内閣官報局. 原書房 1977
明治年間法令全書 : 明治二十一年. 1 内閣官報局. 原書房 1978
明治年間法令全書 : 明治二十一年. 2 内閣官報局. 原書房 1978
明治年間法令全書 : 明治二十三年. 1 内閣官報局. 原書房 1978
明治年間法令全書 : 明治二十三年. 2 内閣官報局. 原書房 1978
明治年間法令全書 : 明治二十三年. 3 内閣官報局. 原書房 1978
明治年間法令全書 : 明治二十三年. 4 内閣官報局. 原書房 1978
明治年間法令全書 : 明治二十三年. 5 内閣官報局. 原書房 1978
明治年間法令全書 : 明治二十三年. 6 内閣官報局. 原書房 1978
明治年間法令全書 : 明治二十四年. 1 内閣官報局. 原書房 1978
明治年間法令全書 : 明治二十四年. 2 内閣官報局. 原書房 1979
明治年間法令全書 : 明治二十四年. 3 内閣官報局. 原書房 1979
明治年間法令全書 : 明治二十四年. 4 内閣官報局. 原書房 1979
明治年間法令全書 : 自慶応三年十月至明治十七年十
二月. 別卷 1

内閣官報局. 原書房
1976

明治年間法令全書 : 自慶応三年十月至明治十七年十
二月. 別卷 2

内閣官報局. 原書房
1976
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ナノインプリントの用途開拓・将来展望 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2006
ナノインプリント用樹脂 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2011
ナノインプリントの全体俯瞰 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2011
ナノインプリントとロールインプリント ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2009
有機ELの透明電極. ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2010
有機ELの有機TFT技術 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2006
有機ELバックライト編 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2007
有機ELパネルの封止技術 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2007
有機ELの接着技術編 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2007
海を越えた日本人名事典 富田仁 日外アソシエーツ 2005
近代日本の先駆者 : 事典 富田仁 日外アソシエーツ 1995
医療問題の本全情報 45/96 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 1996
医療問題の本全情報, 1996-2003 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2004
現代史図書目錄, 45/99. 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2000
現代史図書目錄, 45/99. 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2000
経済・社会 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2001



学術・文化 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2001
3D立体映像表現の基礎 : 基本原理から制作技術まで

河合隆史. オーム社
2010

Cによる数値計算とシミュレーション 小高知宏. オーム社 2009
Excelで学ぶゲーム理論 中野明 オーム社 2010
Rによる統計解析 青木繁伸. オーム社 2010
デザインのための数学 牟田淳 オーム社 2010
宇宙と物理をめぐる十二の授業 牟田淳 オーム社 2010
はじめてのAIアプリケーション : C言語で作るネッ
トワークエージェントと機械学習

小高知宏. オーム社
2010

映像編集入門 : 動画を自在に操るコツ 岡村征夫 オーム社 2010
自然エネルギーの可能性と限界 : 風力・太陽光発電
の実力と現実解

石川憲二 オーム社
2010

奈良時代医学史の研究 服部敏良 吉川弘文館 1988
平安時代医学史の研究 服部敏良 吉川弘文館 1988
鎌倉時代医学史の研究 服部敏郎 吉川弘文館 2007
室町安土桃山時代医学史の研究 服部敏良 吉川弘文館 2007
江戶時代医学史の研究 服部敏良 吉川弘文館 1978
織田信長文書の研究　（上）-OD版 奥野高廣 吉川弘文館 1988
織田信長文書の研究　（下）-OD版 奥野高廣 吉川弘文館 1988
織田信長文書の研究　　索引-OD版 奥野高廣 吉川弘文館 1988
和名類聚抄郡鄉里驛名考證 池邊彌-源順 吉川弘文館 1981
新撰姓氏録の研究（本文篇）-OD版 佐伯有淸. 吉川弘文館 1962
新撰姓氏録の研究（研究篇）-OD版 佐伯有淸. 吉川弘文館 1963
新撰姓氏録の研究（考證篇一）-OD版 佐伯有淸. 吉川弘文館 1981
新撰姓氏録の研究（考證篇二）-OD版 佐伯有淸. 吉川弘文館 1982
新撰姓氏録の研究（考證篇三）-OD版 佐伯有淸. 吉川弘文館 1982
新撰姓氏録の研究（考證篇四）-OD版 佐伯有淸. 吉川弘文館 1982
新撰姓氏録の研究（考證篇五）-OD版 佐伯有淸. 吉川弘文館 1983
新撰姓氏録の研究（考證篇六）-OD版 佐伯有淸. 吉川弘文館 1983



新撰姓氏録の研究（索引・論考篇）-OD版 佐伯有淸. 吉川弘文館 1984
新撰姓氏録の研究（拾遺篇） 佐伯有淸. 吉川弘文館 2001
岩波講座東アジア近現代通史　第1巻　東アジア世界
の近代 19世紀

岩波講座東アジア近現代通史 和田春樹，後藤乾一，木畑洋一，山室信一 　岩波書店
2010

岩波講座東アジア近現代通史　第2巻　日露戦争と韓
国併合 19世紀末-1900年代

岩波講座東アジア近現代通史 和田春樹，後藤乾一，木畑洋一，山室信一 　岩波書店
2010

岩波講座東アジア近現代通史　第3巻　世界戦争と改
造 1910年代

岩波講座東アジア近現代通史 和田春樹，後藤乾一，木畑洋一，山室信一 　岩波書店
2010

岩波講座東アジア近現代通史　第4巻　社会主義とナ
ショナリズム 1920年代

岩波講座東アジア近現代通史 和田春樹，後藤乾一，木畑洋一，山室信一 　岩波書店
2011

岩波講座東アジア近現代通史　第5巻　新秩序の模索 
1930年代

岩波講座東アジア近現代通史 和田春樹，後藤乾一，木畑洋一，山室信一 　岩波書店
2011

岩波講座東アジア近現代通史　第6巻　アジア太平洋
戦争と「大東亜共栄圏」 1935-1945年

岩波講座東アジア近現代通史 和田春樹，後藤乾一，木畑洋一，山室信一 　岩波書店
2011

岩波講座東アジア近現代通史　第7巻　アジア諸戦争
の時代 1945-1960年

岩波講座東アジア近現代通史 和田春樹，後藤乾一，木畑洋一，山室信一 　岩波書店
2011

岩波講座東アジア近現代通史　第8巻　ベトナム戦争
の時代 1960-1975年

岩波講座東アジア近現代通史 和田春樹，後藤乾一，木畑洋一，山室信一 　岩波書店
2011

岩波講座東アジア近現代通史　第9巻　経済発展と民
主革命 1975-1990年

岩波講座東アジア近現代通史 和田春樹，後藤乾一，木畑洋一，山室信一 　岩波書店
2011

岩波講座東アジア近現代通史　第10巻　和解と協力
の未来へ 1990年以降

岩波講座東アジア近現代通史 和田春樹，後藤乾一，木畑洋一，山室信一 　岩波書店
2011

岩波講座東アジア近現代通史　別巻　アジア研究の
来歴と展望

岩波講座東アジア近現代通史 和田春樹，後藤乾一，木畑洋一，山室信一 　岩波書店
2011

数学史 佐々木力 岩波書店 2010
新編 原典中国近代思想史　第1巻　開国と社会変容　
―清朝体制・太平天国・反キリスト教

新編原典中国近代思想史 並木頼寿　編 岩波書店
2010

新編 原典中国近代思想史　第2巻　万国公法の時代　
―洋務・変法運動

新編原典中国近代思想史 村田雄二郎　編 岩波書店
2010



新編 原典中国近代思想史　第3巻　民族と国家　―
辛亥革命

新編原典中国近代思想史 村田雄二郎　編 岩波書店
2010

新編 原典中国近代思想史　第4巻　世界大戦と国民
形成　―五四新文化運動

新編原典中国近代思想史 坂元ひろ子　編 岩波書店
2010

新編 原典中国近代思想史　第5巻　国家建設と民族
自救　―国民革命・国共分裂から一致抗日へ

新編原典中国近代思想史 野村浩一，近藤邦康，村田雄二郎　編 岩波書店
2010

新編 原典中国近代思想史　第6巻　救国と民主　―
抗日戦争から第二次世界大戦へ

新編原典中国近代思想史 野村浩一，近藤邦康，砂山幸雄　編 岩波書店
2011

新編 原典中国近代思想史　第7巻　世界冷戦のなか
の選択　―内戦から社会主義建設へ

新編原典中国近代思想史 砂山幸雄　編 岩波書店
2011

統計科学のフロンティア　1　統計学の基礎 I　―線
形モデルからの出発

統計科学のフロンティア 竹村彰通，谷口正信 岩波書店
2003

統計科学のフロンティア　2　統計学の基礎 II　―
統計学の基礎概念を見直す

統計科学のフロンティア 竹内啓，広津千尋，公文雅之，甘利俊一 岩波書店
2003

統計科学のフロンティア　3　モデル選択　―予測・
検定・推定の交差点

統計科学のフロンティア 竹内啓，下平英寿，伊藤秀一，久保川達也 岩波書店
2004

統計科学のフロンティア　4　階層ベイズモデルとそ
の周辺　―時系列・画像・認知への応用

統計科学のフロンティア 松本隆，石黒真木夫，乾敏郎，田邉國士 岩波書店
2004

統計科学のフロンティア　5　多変量解析の展開　―
隠れた構造と因果を推理する

統計科学のフロンティア 甘利俊一，狩野裕，佐藤俊哉，松山裕，竹内岩波書店
2002

統計科学のフロンティア　6　パターン認識と学習の
統計学　―新しい概念と手法

統計科学のフロンティア 麻生英樹，津田宏治，村田昇 岩波書店
2003

統計科学のフロンティア　7　特異モデルの統計学　
―未解決問題への新しい視点

統計科学のフロンティア 福水健次，栗木哲，竹内啓，赤平昌文 岩波書店
2004

統計科学のフロンティア　8　経済時系列の統計　―
その数理的基礎

統計科学のフロンティア 刈屋武昭，矢島美寛，田中勝人，竹内啓 岩波書店
2003

統計科学のフロンティア　9　生物配列の統計　―核
酸・タンパクから情報を読む

統計科学のフロンティア 岸野洋久，浅井潔 岩波書店
2003

統計科学のフロンティア　10　言語と心理の統計　
―ことばと行動の確率モデルによる分析

統計科学のフロンティア 金明哲，村上征勝，永田昌明，大津起夫，山岩波書店
2003



統計科学のフロンティア　11　計算統計 I　―確率
計算の新しい手法

統計科学のフロンティア 汪金芳，田栗正章，手塚集，樺島祥介，上 岩波書店
2003

統計科学のフロンティア　12　計算統計 II　―マル
コフ連鎖モンテカルロ法とその周辺

統計科学のフロンティア 伊庭幸人，種村正美，大森裕浩，和合肇，佐岩波書店
2005

はじめての3D映像制作 : あなたの撮影技術の次元を
変える本

町田聡-深野暁雄-関谷隆司. オーム社
2011

電験三種合格一直線. 菅原秀雄 オーム社 2012
絵ときディジタル回路の教室 堀桂太郎. オーム社 2010
LabVIEW FPGAではじめる計測・制御 : 自分だけの
最先端システムを作ろう!

阿部真之.-日本ナショナルインスツルメンツオーム社
2012

電験三種合格一直線. 菅原秀雄 オーム社 2012
人工衛星をつくる : 設計から打ち上げまで 宮崎康行. オーム社 2011
CoBRA法入門 : 「勘」を見える化する見積り手法 CoBRA研究会. オーム社 2011
大人の算数・数学再学習 : 小中高12年 饒村曜 オーム社 2012
絵ときアナログ電子回路の教室 堀桂太郎. オーム社 2011
電験三種合格一直線. 菅原秀雄 オーム社 2011
Excelで学ぶ確率論 新納浩幸 オーム社 2004
プログラミングのための線形代数 平岡和幸.-堀玄. オーム社 2004
Excelで学ぶやさしい量子力学 新田英雄-工藤知草. オーム社 2005
Excelで学ぶやさしいマクロ経済学 有馬秀次 オーム社 2005
ビル空調のエネルギー・環境・設備のための統計解
析

木下栄蔵 オーム社
2006

マンガでわかるフーリエ解析 渋谷道雄.-晴瀬ひろき.-トレンド・プロ. オーム社 2006
+Gainer : physical computing with Gainer くるくる研究室.-GainerBook Labo. オーム社 2008
Excel で学ぶ測量 内山一男-内山峯雄 オーム社 2004
武蔵野電波のブレッドボーダーズ : 誰でも作れる! 
遊べる電子工作

斎藤スタパ.-船田戦闘機. オーム社
2009

楽しい電子楽器 : 自作のススメ 米本実. オーム社 2008
Excel で学ぶやさしい統計学 田久浩志. オーム社 2004
よくわかるAHP : 孫子の兵法の戦略モデル 木下栄蔵 オーム社 2006



Excelで学ぶ意思決定論 柏木吉基. オーム社 2006
日本企業のグローバル・マーケティング 大石芳裕-グローバル・マーケティング研究白桃書房 2009
先端流通企業の成長プロセス 橋元理恵. 白桃書房 2007
ゲストエンジニア : 企業間ネットワーク・人材形
成・組織能力の連鎖

Hakuto management 河野英子. 白桃書房
2009

知的財産の経済・経営分析入門 : 特許技術・研究開
発の経済的・経営的価値評価 = Intellectual 
property

Hakuto management 石井康之 白桃書房
2009

CSRとヒューマン・ライツ : ジェンダー, ワーク・
ライフ・バランス, 障害者雇用の企業文化的考察 岐阜経済大学研究叢書 斎藤悦子 白桃書房

2009

オープン・インテグラルアーキテクチャ : 百貨店・
ショッピングセンターの企業戦略

北島啓嗣. 白桃書房
2009

研究開発における創造性 Hakuto management 河野豊弘. 白桃書房 2009
中世イタリア複式簿記生成史 橋本寿哉. 白桃書房 2009
運輸業の市場開拓と競争 : トラック業のサービス・
マーケティング

中田信哉 白桃書房
2009

CSRグランド戦略 Epstein, Edwin M.-赤羽新太郎.-黒川保美. 白桃書房 2009
企業再生プロセスの研究 川村稲造. 白桃書房 2009
発明の保護と市場優位 : プロパテントからプロイノ
ベーションへ = Gaining competitive advantage 
through protection of invention

Hakuto management 佐藤辰彦 白桃書房
2009

JAイノベーションへの挑戦 : 非営利組織のイノベー
ション

柳在相. 白桃書房
2009

日本のバイオイノベーション : オープンイノベー
ションの進展と医薬品産業の課題

Hakuto management 元橋一之. 白桃書房
2009

全社レベル戦略のプロセス 芦沢成光. 白桃書房 2009
類聚近世風俗志. : 原名守貞漫稿　上 喜多川守貞 吉川弘文館 2013
類聚近世風俗志. : 原名守貞漫稿　下 喜多川守貞 吉川弘文館 2013
集古十種　第一 松平定信 吉川弘文館 1908



集古十種　第二 松平定信 吉川弘文館 2013
集古十種　第三 松平定信 吉川弘文館 2013
集古十種　第四 松平定信 吉川弘文館 2013
土木・建築の技術提案 : 受注に成功する! 降簱達生. オーム社 2012
VHDLによるFPGA設計 & デバッグ 松村謙.-坂卷佳壽美. オーム社 2012
最近の特許にみるナノインプリント技術の用途 100

ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー
2009

有機ELと印刷転写編 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2006
有機ELとインクジェット技術編 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2006
有機ELのレーザー転写技術編 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2008
有機ELのバンク形成技術編 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2006
有機ELの透明電極 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2006
有機EL耐久性のための水分対策 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2007
有機ELのウェットプロセス編 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2009
有機ELのガスバリア技術編 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2009
有機ELの積層による封止技術 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2011
有機ELの roll to roll プロセス ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2010
有機ELの最近の注目蒸着技術 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2009
有機ELの封止技術. ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2008
有機ELの封止技術. ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2011
有機EL照明の実用化技術 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2009
有機ELの塗布技術 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2009
有機ELの塗布技術. ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2010
有機ELの電荷輸送材料 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2010
有機EL照明の攻めのポイント ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2010
有機EL照明 : 最近の動向 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2011
有機ELの電源回路 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2011
太陽電池の裏面保護・バックシート ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2009
太陽電池の透明電極 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2009



太陽電池の配線接続技術 : セル電極から端子ボック
スまで

ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー
2009

有機薄膜太陽電池 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2009
太陽電池の光閉じ込め効果 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2010
太陽電池の機能性接着技術 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2010
太陽電池の設置構造 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2010
ナノインプリントのモールド技術編 ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2006
シーケンス制御がわかる本 なるほどナットク! 大浜庄司 オーム社 2004
アジャイル・ユーザビリティ : ユーザエクスペリエ
ンスのためのDIYテスティング

樽本徹也. オーム社
2012

水しらべの基礎知識 : 環境学習から浄化の実践まで
山田一裕. オーム社

2009

ソフトウェア開発へのSWEBOKの適用 松本吉弘.-オーム社. オーム社 2005
生産WBS入門 : 個別設計生産のマネジメント = 
Work breakdown structure

林謙三. オーム社
2007

絵とき自家用電気技術者実務知識早わかり 大浜庄司. オーム社 2008
図解ISO14001実務入門 : 環境マネジメントシステ
ムと内部環境監查

大浜庄司. オーム社
2006

図解シーケンス制御入門 大浜庄司 オーム社 2005
絵とき電気設備の管理入門 大浜庄司 オーム社 2005
基礎から学ぶ電気回路計算 永田博義. オーム社 2008
創薬科学入門 : 薬はどのようにつくられる? 佐藤健太郎-久能祐子. オーム社 2011
情報通信概論 InfoCom Be-TEXT 宮保憲治.-増田悦夫.-西園敏弘. オーム社 2011
人とサルの違いがわかる本 : 知力から体力, 感情力, 
社会力まで全部比較しました

杉山幸丸 オーム社
2010

情報ネットワーク InfoCom Be-TEXT 西園敏弘.-宮保憲治.-増田悦夫. オーム社 2011
現場技術者のための図解電気の基礎知識早わかり 大浜庄司. オーム社 2011
マンガ&解說ISO9001 大浜庄司. オーム社 2011
マンガISO入門 : 品質ISO9001・環境ISO14001・
監查ISO19011

大浜庄司. オーム社
2009



ISO 9001内部品質監查の実務知識早わかり : ISO 
9001-2008年版準拠

大浜庄司 オーム社
2009

環境適応 : 内部表現と予測のメカニズム シリーズ移動知 近藤敏之.-伊藤宏司 オーム社 2010
社会適応 : 発現機構と機能障害 シリーズ移動知 青沼仁志.-太田順 オーム社 2010
Android プログラミングマスターブック 見手倉理弘. オーム社 2012
自家用電気設備の疑問解決塾 武智昭博 オーム社 2012
QC検定2級合格ポイント解說 森 富美夫.-塚田 光平.-山下 正志. オーム社 2012
情報・符号理論 : ディジタル通信の基礎を学ぶ InfoCom Be-TEXT 神谷幸宏.-川島幸之助 オーム社 2012
電気工事基礎用語事典 : Basic glossary of electric 
construction terms

オーム社. オーム社
2011

絵で学ぶビルメンテナンス入門 大浜庄司. オーム社 2003
シーケンス制御読本 : 2色刷・絵ときJISC0617図記
号（IEC60617）に準拠したディジタルシーケンス
ディジタル回路編

大浜庄司. オーム社
2001

初めて学ぶ自家用電気技術者の実務と制御 : 新JIS図
記号 (JIS C 0617=IEC60617) に基づく実務読本 大浜庄司. オーム社

2000

シーケンス制御読本. : 絵とき : JISC0617図記号 
(IEC60617) に準拠した入門シーケンス

大浜庄司. オーム社
2000

自家用電気技術者実務読本 : 絵とき 大浜庄司. オーム社 1997
電気安全. コミック版実務シリーズ 木塚正明-戶田邦和 オーム社 2004
ワークブックで学ぶ生物学の基礎 : Senior biology 
: student workbook

Greenwood, Tracey-後藤太一郎-Allan, Ri  オーム社
2011

ソフトウェア品質知識体系ガイド : SQuBOK guide 
: guide to the software quality, body of 
knowledge

SQuBOK策定部会. オーム社
2007

身体適応 : 步行運動の神経機構とシステムモデル シリーズ移動知 荻原直道.-高草木薰.-土屋和雄 オーム社 2010
移動知 : 適応行動生成のメカニズム シリーズ移動知 浅間一. オーム社 2010
Excelによる振動系のダイナミクス 林卓郎. オーム社 2009
ゴロ合せ6類消防設備士試験 : めざせ一発合格 荻野 登. オーム社 2012



絵とき電気設備の保守と制御早わかり 大浜庄司 オーム社 2001
図解シーケンス図を学ぶ人のために 大浜庄司 オーム社 2001
絵ときシーケンス制御活用自由自在 : シーケンス制
御の基礎から実用設備までを図解した実務入門書 大浜庄司. オーム社

2002

ISO9000品質マネジメントシステム構築の実務 : 
ISO9001規格2000年版に準拠した品質マネジメン
ト技法

大浜庄司. オーム社
2002

シーケンス制御回路の基礎と実務 : 2色刷・絵とき
大浜庄司 オーム社

2003

電験三種合格一直線法規 菅原秀雄. オーム社 2012
シーケンス制御読本 : 絵ときJISC0617図記号
（IEC60617）に準拠した実用シーケンス実用編

大浜庄司. オーム社
2001

公爵桂太郎伝. 德富猪一郎 原書房 1967
公爵桂太郎伝. 德富猪一郎 原書房 1967
伯爵山本権兵衛伝. 明治百年史叢書 故伯爵山本海軍大将傳記編纂会. 原書房 1968
伯爵山本権兵衛伝. 明治百年史叢書 故伯爵山本海軍大将傳記編纂会. 原書房 1968
公爵山県有朋伝. 明治百年史叢書 徳富猪一郎 原書房 1969
公爵山県有朋伝. 明治百年史叢書 徳富猪一郎 原書房 1969
公爵山県有朋伝. 明治百年史叢書 徳富猪一郎 原書房 1969
伊藤博文伝. 明治百年史叢書 春畝公追頌會. 原書房 1970
伊藤博文伝. 明治百年史叢書 春畝公追頌會. 原書房 1970
伊藤博文伝. 明治百年史叢書 春畝公追頌會. 原書房 1970
日本家族制度と小作制度. 有賀喜左衞門著作集 有賀喜左衞門-米地実-柿崎京一-中野卓 未來社 2000
日本家族制度と小作制度. 有賀喜左衞門著作集 有賀喜左衞門-米地実-柿崎京一-中野卓 未來社 2000
大家族制度と名子制度 有賀喜左衞門著作集 有賀喜左衞門-米地実-柿崎京一-中野卓 未來社 2000
有賀喜左衞門著作集. 有賀喜左衞門著作集 柿崎京一-米地実.-有賀喜左衛門-中野卓 未來社 2000
村の生活組織。 有賀喜左衞門著作集 有賀喜左衛門-米地実-柿崎京一-中野卓 未來社 2000
婚姻・労働・若者 有賀喜左衞門著作集 有賀喜左衛門-米地実.-柿崎京一.-中野卓. 未來社 2000
社会史の諸問題 有賀喜左衞門著作集 有賀喜左衛門.-米地実-柿崎京一-中野卓 未來社 2000



民俗学・社会学方法論 有賀喜左衞門著作集 有賀喜左衛門.-米地実-柿崎京一-中野卓 未來社 2001
家と親分子分 有賀喜左衞門著作集 有賀喜左衞門-米地実-柿崎京一-中野卓 未來社 2001
同族と村落 有賀喜左衞門著作集 有賀喜左衞門-米地実.-柿崎京一.-中野卓. 未來社 2001
家の歴史・その他 有賀喜左衞門著作集 有賀喜左衛門.-米地実-柿崎京一-中野卓. 未來社 2001
文明・文化・文学 有賀喜左衞門著作集 有賀喜左衛門.-米地実-柿崎京一-中野卓 未來社 2001
有賀喜左衛門研究 有賀喜左衞門著作集 有賀 喜左衛門.-米地 実.-柿崎 京一.-中野 卓未來社 2012
古代文化と仏教 堀一郎著作集 堀一郎 未來社 1977
宗教と社会変動 堀一郎著作集 堀一郎 未來社 2007
学僧と学僧教育 堀一郎著作集 堀一郎-楠正弘. 未來社 1978
遊幸思想と神社神道 堀一郎著作集 堀一郎-楠正弘. 未來社 1981
神と人 堀一郎著作集 堀一郎 未來社 1987
生と死 堀一郎著作集 堀一郎 未來社 1990
民間信仰の形態と機能 堀一郎著作集 堀一郎 未來社 2002
シャマニズムその他 堀一郎著作集 堀一郎-楠正弘. 未來社 2007
菅江真澄全集第一巻 菅江真澄全集 菅江眞澄-宮本常一-内田武志 未來社 1971
菅江真澄全集第二巻 菅江真澄全集 菅江眞澄-宮本常一-內田武志 未來社 1971
菅江真澄全集第三巻 菅江真澄全集 菅江眞澄-宮本常一-内田武志 未來社 1972
菅江真澄全集第四巻 菅江真澄全集 菅江眞澄-宮本常一-内田武志 未來社 1973
菅江真澄全集第五巻 菅江真澄全集 菅江眞澄-宮本常一-內田武志 未來社 1975
菅江真澄全集第六巻 菅江真澄全集 菅江眞澄-宮本常一-內田武志 未來社 1976
菅江真澄全集第七巻 菅江真澄全集 菅江眞澄-宮本常一-内田武志 未來社 1978
菅江真澄全集第八巻 菅江真澄全集 菅江眞澄-宮本常一-内田武志 未來社 1979
菅江真澄全集第九巻 菅江真澄全集 菅江眞澄-宮本常一-内田武志 未來社 1973
菅江真澄全集第十巻 菅江真澄全集 菅江眞澄-宮本常一-内田武志 未來社 1974
菅江真澄全集第十一巻 菅江真澄全集 菅江眞澄-宮本常一-内田武志 未來社 1980
菅江真澄全集第十二巻 菅江真澄全集 菅江眞澄-宮本常一-内田武志 未來社 1981
菅江真澄全集　別巻一 菅江真澄全集 菅江眞澄-宮本常一-内田武志 未來社 2007
津軽の民話 斎藤正 未來社 2006
岩手の民話 佐々木望-深沢紅子 未來社 2006
出羽の民話 沢渡吉彦 未來社 2006



秋田の民話 松谷みよ子-瀬川拓男 未來社 2006
福島の民話 : 第1集 片平幸三 未來社 2006
宮城の民話 山田野理夫 未來社 2006
福島の民話 : 第2集 片平幸三 未來社 2006
みちのくの民話 東北農山漁村文化協会 未來社 2006
みちのくの長者たち 及川儀右衛門 未來社 2006
みちのくの和尚たち 及川儀右衛門 未來社 2006
みちのくの百姓たち 及川儀右衛門 未來社 2006
会計理論生成史 中野常男 中央経済社 1992
アメリカ会計理論発達史 : 資本主理論と近代会計学
の成立

桑原正行 中央経済社
2008

イギリス経営学說史の探究 : グレーシャー計画とブ
ラウン=ジャックス理論

幸田浩文 中央経済社
1996

グローバル企業の史的展開 笠原伸一郎. 中央経済社 1995
競争力強化に向けた産学官連携マネジメント 西尾好司.-長平彰夫 中央経済社 2006
日米コーポレート・ガバナンスの歴史的展開 新保博彦 中央経済社 2006
企業論の史的展開 高橋俊夫 中央経済社 2007
国際ビジネス研究の新潮流 シリーズ国際ビジネス 岸本寿生-桑名義晴-江夏健一 中央経済社 2008
日本の社会政策史 保谷六郎 中央経済社 1994
日本の商業流通 宮下正房 中央経済社 1989
交通ネットワークの公共政策 石井晴夫 中央経済社 1999
ドイツ経済民主主義論史 大橋昭一 中央経済社 1999
実践経営学 講座/経営教育 日本経営教育学会. 中央経済社 2009
経営教育論 講座/経営教育 日本経営教育学会. 中央経済社 2009
日米英企業の品質管理史 : 高品質企業経営の原点 由井浩 中央経済社 2011
国際ビジネス理論 シリーズ国際ビジネス 長谷川礼.-長谷川信次-江夏健一 中央経済社 2008
産学官連携活動の実際 大阪府立大学. 中央経済社 2008
国際ビジネス入門 シリーズ国際ビジネス 藤井健-太田正孝-江夏健一 中央経済社 2008
現代流通政策 : 流通システムの再編成と政策展開 渡辺達朗 中央経済社 1999
循環型社会の公共政策 山谷修作 中央経済社 2002



金融ビジネスの歴史 : 金融技術の制度化と再構築 青野正道 中央経済社 2003
サービス産業の国際展開 シリーズ国際ビジネス 藤沢武史-大東和武司-江夏健一 中央経済社 2008
グローバル企業の市場創造 シリーズ国際ビジネス 江夏健一. 中央経済社 2008
公共政策のための政策評価手法 伊多波良雄. 中央経済社 2009
産学官連携の研究開発 : Cooperative research 
activities among industry, government, and 
Osaka Prefecture University

大阪府立大学. 中央経済社
2009

経営者論 講座/経営教育 日本経営教育学会. 中央経済社 2009
小売業の業態革新 シリーズ流通体系 向山雅夫.-石井淳蔵.-石原武政. 中央経済社 2009
流通チャネルの再編 シリーズ流通体系 崔相鉄.-石井淳蔵.-石原武政. 中央経済社 2009
小売企業の国際展開 シリーズ流通体系 向山雅夫.-崔相鉄.-石原武政.-石井淳蔵. 中央経済社 2009
地域商業の競争構造 シリーズ流通体系 加藤司-石井淳蔵.-石原武政. 中央経済社 2009
日本の流通政策 シリーズ流通体系 加藤司-石井淳蔵.-石原武政. 中央経済社 2009
環境経営イノベーションの理論と実践 環境経営イノベーション 岩田裕樹.-大西靖.-植田和弘.-国部克彦. 中央経済社 2010
環境経営の経済分析 環境経営イノベーション 馬奈木俊介.-国部克彦.-植田和弘. 中央経済社 2010
農林水産業を見つめなおす 自然資源経済論入門 石田信隆.-寺西俊一. 中央経済社 2010
環境と金融・投資の潮流 環境経営イノベーション 水口剛.-国部克彦.-植田和弘. 中央経済社 2011
農林水産業の再生を考える 自然資源経済論入門 石田信隆.-寺西俊一. 中央経済社 2011
実務に役立つシーケンス制御入門 藤滝和弘. オーム社 2012
太陽エネルギーがわかる本 日本太陽エネルギー学会. オーム社 2012
給水装置工事主任技術者試験精選問題集 三好康彦. オーム社 2012
これでワカッタ!信号処理入門 大伴洋祐. オーム社 2012
振動の捉え方 佐藤勇一. オーム社 2010
知財担当者のための実務英文入門 藤野仁三. オーム社 2011
教えて? わかった! 電気電子計測 岡野大祐. オーム社 2011
身近な事例で学ぶやさしい統計学 石村光資郎. オーム社 2012
知的財産権の考え方・活かし方Q&A 矢野輝雄 オーム社 2012
教えて? わかった! 電気回路 土井淳. オーム社 2011
特許ノウハウ実施契約Q&A 矢野輝雄. オーム社 2011
基本造園詳細図集 木村了. オーム社 2010



言語と知能 : 言語はどのようにして創られたか? 大須賀節雄. オーム社 2010
PICではじめる! RCサーボロボット製作入門 鈴木美朗志. オーム社 2012
やさしく語る微分積分 : 数学チュートリアル 数学チュートリアル 西岡康夫. オーム社 2012
教えて?わかった!ディジタル電子回路 岡野大祐. オーム社 2012
形式手法入門 : ロジックによるソフトウェア設計 中島震. オーム社 2012
これでなっとく! 電気回路超入門 武原春輝. オーム社 2011
現場エンジニアのための電気の実務がわかる本 : も
う現場でつまずかないズバリ答える50の疑問!

林正雄. オーム社
2008

図解免疫学 垣内史堂. オーム社 2009
すっきりわかる電気回路 大伴洋祐. オーム社 2010
高校化学からはじめる半導体 市村正也. オーム社 2011
おもしろ工作実験 : 作る! 動かす! 楽しむ! 森政弘 オーム社 2009
思考を科学する : 「考える」とはどういうことか?

大須賀節雄. オーム社
2011

アンドロイドを造る 石黒浩-ココロ, 株式会社. オーム社 2011
意思決定のためのリスクマネジメント : Risk 
management

榎本徹 オーム社
2011

原敬全集. 明治百年史叢書 原敬-原敬全集刋行会. 原書房 1969
原敬全集. 明治百年史叢書 原敬-原敬全集刋行会. 原書房 1969
犬養木堂伝. 明治百年史叢書 鷲尾義直.-犬養毅-木堂先生傳記刊行會. 原書房 1968
犬養木堂伝. 明治百年史叢書 鷲尾義直.-犬養毅-木堂先生傳記刊行會. 原書房 1968
犬養木堂伝. 明治百年史叢書 鷲尾義直.-犬養毅-木堂先生傳記刊行會. 原書房 1968
加藤高明. 明治百年史叢書 加藤高明伯伝編纂委員会. 原書房 1970
加藤高明. 明治百年史叢書 加藤高明伯伝編纂委員会. 原書房 1970
新聞が語る明治史 明治百年史叢書 荒木昌保-土屋喬雄 原書房 1976
中小企業金融の新展開 小藤康夫 税務経理協会 2009
日米企業の業績比較 武内成 税務経理協会 2009
社会情報入門 : 生きる力としての情報を考える 村上則夫. 税務経理協会 2009
イギリスの暖簾と無形資産の会計 白石和孝 税務経理協会 2003



変幻進化する国際金融 : サブプライム危機, 膨張す
るドル体制の落とし穴 = International finance 米倉茂 税務経理協会

2008

21世紀の自動車産業戦略 黒川文子 税務経理協会 2008
日本家計簿記史 : アナール学派を踏まえた会計史論
考。.

三代川正秀. 税務経理協会
1997

法人稅法の研究 : The study of corporate tax law
河野惟隆 税務経理協会

2009

ライフサイクル・コスティング 江頭幸代. 税務経理協会 2008
カナダ会計制度研究 : イギリスおよびアメリカの影
響

向伊知郎 税務経理協会
1998

デリバティブ会計の論理 田口聡志 税務経理協会 2005
日本企業社会論 渡辺敏雄 税務経理協会 2008
3時間パーステクニック : すぐに描ける! 山本洋一-建築士学院. オーム社 2008
わかりやすい電波と情報伝送 後藤尚久. オーム社 2009
やさしい機械図面の見方・描き方 住野和男 オーム社 2005
ジオパーク : 地質遺産の活用・オンサイトツーリズ
ムによる地域づくり

平野勇. オーム社
2008

これで步く!二足步行ロボット入門 坂本範行. オーム社 2009
ロボットのための C言語によるマイコン制御の考え
方

城井田勝仁 オーム社
2010

キホンからはじめるPICマイコン : "C言語"をフリー
のコンパイラで使う

中尾真治. オーム社
2010

パースの教室 : なぞって覚える120分インテリア
パース

山本洋一-建築士学院. オーム社
2010

バイオメカニクス : 機械工学と生物・医学の融合 = 
Biomechanics

立石哲也. オーム社
2010

気象学入門 : 天気図からわかる気象の仕組み 山岸米二郎. オーム社 2011
役に立つ!エンジニアのための品質管理 : Excelによ
る効率化と実務の基礎

中村隆昭. オーム社
2011



鉄道ダイヤのつくりかた 富井規雄. オーム社 2012
現場エンジニアが読む電気スキルアップ読本 : もう
現場でつまずかないズバリ答える50の疑問!

林正雄. オーム社
2011

わかりやすい図学と製図 住野和男. オーム社 2011
リフレッシュ数学 : 高校数学から大学数学へ 大石彰. オーム社 2012
放射線・放射能がよくわかる本 多田順一郎 オーム社 2011
図解コンピュータ概論 : ハードウェア 図解コンピュータ概論 小林裕之.-天野直紀.-橋本洋志.-松永俊雄. オーム社 2010
建築工事担当者のための施工の実践ノウハウ : 基本
中の基本がわかる本!

志村満. オーム社
2010

図解コンピュータ概論 : ソフトウェア・通信ネット
ワーク

図解コンピュータ概論 松永俊雄.-富永和人.-橋本洋志. オーム社
2010

電磁気学がわかる本 なるほどナットク! 後藤尚久. オーム社 2010
教えて?わかった!アナログ電子回路 小浜輝彦. オーム社 2012
計算の基本から学ぶ建築構造力学 上田耕作. オーム社 2010
電磁気学の基本66 6日でマスター! 土井淳. オーム社 2011
列車制御 : 安全・高密度運転を支える技術 中村英夫 オーム社 2011
理工系学生のための高校数学ドリル 西沢正樹. オーム社 2012
カントがつかんだ、落ちるリンゴ : 観測と理解 渡辺嘉二郎. オーム社 2010
基礎から学ぶ実用機械の設計 渡辺康博. オーム社 2012
マウス実験の基礎知識 : 実験計画から表現型解析ま
でマウス実験の基本を伝授

小出剛. オーム社
2009

現場エンジニアが読む電気の本 : もう現場でつまず
かないズバリ答える50の疑問!

林正雄. オーム社
2007

やさしい機械設計の考え方・進め方 住野和男. オーム社 2008
戦前期『サンデー毎日』総目次　上 黒古一夫-山川恭子 ゆまに書房 2007
戦前期『サンデー毎日』総目次　中 黒古一夫-山川恭子 ゆまに書房 2007
戦前期『サンデー毎日』総目次　下 黒古一夫-山川恭子 ゆまに書房 2007
『少年倶楽部・少年クラブ』総目次　上巻 黒古一夫. ゆまに書房 2008
『少年倶楽部・少年クラブ』総目次　中巻 黒古一夫. ゆまに書房 2008
『少年倶楽部・少年クラブ』総目次　下巻 黒古一夫 ゆまに書房 2008



『少女倶楽部・少女クラブ』総目次　上巻 黒古一夫 ゆまに書房 2010
『少女倶楽部・少女クラブ』総目次　下巻 黒古一夫. ゆまに書房 2010
戦前期週刊朝日総目次　上巻 黒古一夫-山川恭子 ゆまに書房 2006
戦前期週刊朝日総目次　中巻 黒古一夫-山川恭子 ゆまに書房 2006
戦前期週刊朝日総目次　下巻 黒古一夫-山川恭子 ゆまに書房 2006
なるほどワカッタ!電磁気学 大伴洋祐. オーム社 2005
新・人國記  第１巻 朝日新聞社. 朝日新聞出版 1963
新・人國記  第２巻 朝日新聞社. 朝日新聞出版 1963
新・人國記  第３巻 朝日新聞社. 朝日新聞出版 1963
新・人國記  第４巻 朝日新聞社. 朝日新聞出版 1963
新・人國記  第５巻 朝日新聞社. 朝日新聞出版 1964
新・人國記  第６巻 朝日新聞社. 朝日新聞出版 1964
新・人國記  第７巻 朝日新聞社. 朝日新聞出版 1964
新・人國記  第８巻 朝日新聞社. 朝日新聞出版 1964
新・人國記  第９巻 朝日新聞社. 朝日新聞出版 1965
新・新人国記　第１巻 朝日新聞社 朝日新聞出版 1982
新・新人国記　第２巻 朝日新聞社 朝日新聞出版 1982
新・新人国記　第３巻 朝日新聞社 朝日新聞出版 1983
新・新人国記　第４巻 朝日新聞社 朝日新聞出版 1983
新・新人国記　第５巻 朝日新聞社 朝日新聞出版 1983
新・新人国記　第６巻 朝日新聞社 朝日新聞出版 1984
新・新人国記　第７巻 朝日新聞社 朝日新聞出版 1984
新・新人国記　第８巻 朝日新聞社 朝日新聞出版 1985
新・新人国記　第９巻 朝日新聞社 朝日新聞出版 1985
新・新人国記　第１０巻 朝日新聞社 朝日新聞出版 1986
アサヒグラフに見る昭和前史  １ 朝日新聞社 朝日新聞出版 1975
アサヒグラフに見る昭和の世相  ２ 朝日新聞社. 朝日新聞出版 1975
アサヒグラフに見る昭和の世相  ３ 朝日新聞社. 朝日新聞出版 1975
アサヒグラフに見る昭和の世相  ４ 朝日新聞社. 朝日新聞出版 1975
アサヒグラフに見る昭和の世相  ５ 朝日新聞社. 朝日新聞出版 1975



アサヒグラフに見る昭和の世相  ６ 朝日新聞社. 朝日新聞出版 1976
アサヒグラフに見る昭和の世相  ７ 朝日新聞社. 朝日新聞出版 1976
アサヒグラフに見る昭和の世相  ８ 朝日新聞社. 朝日新聞出版 1976
アサヒグラフに見る昭和の世相  ９ 朝日新聞社. 朝日新聞出版 1976
アサヒグラフに見る昭和の世相  １０ 朝日新聞社. 朝日新聞出版 1976
アサヒグラフに見る昭和の世相  １１ 朝日新聞社. 朝日新聞出版 1976
アサヒグラフに見る昭和の世相  １２ 朝日新聞社. 朝日新聞出版 1976
アサヒグラフに見る昭和の世相  １３ 朝日新聞社. 朝日新聞出版 1976
アサヒグラフに見る昭和の世相  １ 朝日新聞社. 朝日新聞出版 1975
原敬日記. 1 原敬日記 原敬-原奎一郎 福村出版 2000
原敬日記. 2 原敬日記 原敬-原奎一郎 福村出版 2000
原敬日記. 3 原敬日記 原敬-原奎一郎 福村出版 2000
原敬日記. 4 原敬日記 原敬-原奎一郎 福村出版 2000
原敬日記. 5 原敬日記 原敬-原奎一郎 福村出版 2000
原敬日記. 6 原敬日記 原敬-林茂-原奎一郎 福村出版 2000
大学特許. ネオテクノロジー ネオテクノロジー 2012
ファヨール : ファヨール理論とその継承者たち = 
Jules Henri Fayol

経営学史叢書 : 経営学史学会創
立20周年記念

佐々木恒男-経営学史学会. 文眞堂
2011

バーナード : Chester Irving Barnard 経営学史叢書 : 経営学史学会創
立20周年記念

藤井一弘.-経営学史学会. 文眞堂
2011

サイモン : Herbert Alexander Simon 経営学史叢書 : 経営学史学会創
立20周年記念

田中政光-経営学史学会. 文眞堂
2011

ウッドワード : Joan Woodward 経営学史叢書 : 経営学史学会創
立20周年記念

岸田民樹.-Keiei Gakushi Gakkai. 文眞堂
2012

ドラッカー : Peter Ferdinand Drucker 経営学史叢書 : 経営学史学会創
立20周年記念

河野大機.-経営学史学会. 文眞堂
2012

歴史の中の貨幣 : 貨幣とは何か 楊枝嗣朗 文眞堂 2012
公共文化施設の公共性 : 運営・連携・哲学 井原麗奈.-藤野一夫 水曜社 2011
浜松市の合併と文化政策 : 地域文化の継承と創造 山北一司. 水曜社 2011



愛される音楽ホールのつくりかた : 沖縄シュガー
ホールとコミュニティ

中村透 水曜社
2012

ARプログラミング : Processingでつくる拡張現実感
のレシピ

橋本直 オーム社
2012

Rによるやさしい統計学 山田剛史-村井潤一郎-杉澤武俊. オーム社 2008
実践基礎看護学 TACSシリーズ Larson, Patricia J.-足利雪乃.-中西睦子.-内建帛社 1999
看護管理学 TACSシリーズ 水流聡子-井上悦子-上泉和子 建帛社 2007
実践成人看護学--慢性期 TACSシリーズ 岡美智代.-安酸史子.-中西睦子. 建帛社 2010
成人看護学--急性期 TACSシリーズ 斎藤やよい.-阿部恭子-雄西智恵美.-中西睦子建帛社 2000
老人看護学 TACSシリーズ 竹崎久美子.-池田清子.-水谷信子-中西睦子.建帛社 2001
実践地域看護学 TACSシリーズ 平野かよ子-青木桂子.-中西睦子.-井伊久美子建帛社 2010
成人看護学--リハビリテーション TACSシリーズ 石鍋圭子.-金城利雄-石鍋圭子-結城美智子.-建帛社 2005
成人看護学--終末期 TACSシリーズ 田村恵子.-荒川唱子.-中西睦子.-大森美津子 建帛社 2002
小児看護学 TACSシリーズ 及川郁子-相川三保子-中西睦子.-蝦名美智子建帛社 2006
母性看護学 TACSシリーズ 有森直子.-堀内成子.-中西睦子. 建帛社 1999
精神看護学 TACSシリーズ 近澤範子.-石原逸子.-岡谷恵子.-中西睦子.-安建帛社 2001
在宅看護学 TACSシリーズ 山田雅子-内田千佳子-中西睦子.-川越博美 建帛社 2003
家族看護学 TACSシリーズ 鈴木和子-五十嵐由希子.-中西睦子.-野嶋佐由建帛社 2005
社会階級論  服部之總全集 服部之總 福村出版 1974
明治維新  服部之總全集 服部之總 福村出版 1973
近代外交史  服部之總全集 服部之總 福村出版 1973
日本のマニュファクチュア  服部之總全集 服部之總 福村出版 1973
開国  服部之總全集 服部之總 福村出版 1973
人物再検  服部之總全集 服部之總 福村出版 1974
初代長瀨富郎伝  服部之總全集 服部之總 福村出版 1973
絶対主義の史的展開  服部之總全集 服部之總 福村出版 1974
自由民権  服部之總全集 服部之總 福村出版 1974
明治論集  服部之總全集 服部之總 福村出版 1974
親鸞  服部之總全集 服部之總 福村出版 1973
蓮如  服部之總全集 服部之總 福村出版 1974



文学と宗敎  服部之總全集 服部之總 福村出版 1974
近代日本のなりたち  服部之總全集 服部之總 福村出版 1974
明治の指導者.  服部之總全集 服部之總 福村出版 1974
明治の指導者.  服部之總全集 服部之總 福村出版 1974
日本帝国主義論  服部之總全集 服部之總 福村出版 1974
小ブルジョア・イデオロギー  服部之總全集 服部之総 福村出版 1975
アジア的生産樣式  服部之總全集 服部之総 福村出版 1975
葵と菊  服部之總全集 服部之総 福村出版 1975
私のなかの歴史  服部之總全集 服部之総 福村出版 1975
句稿・草稿  服部之總全集 服部之総 福村出版 1976
英語日記ドリル complete : 一日一行でもOK! 石原真弓 アルク 2011
高校英語授業を変える! : 訳読オンリーから抜け出す
3つのモデル

アルク選書シリーズ 臼倉美里 アルク
2012

日本語多義語学習辞典 イメージでわかる言葉の意味
と使い方 日本語学習者向け 名詞編

日本語多義語学習辞典 : イメー
ジでわかる言葉の意味と使い方

荒川洋平 アルク
2011

日本語多義語学習辞典 イメージでわかる言葉の意味
と使い方 日本語学習者向け 形容詞・副詞編

日本語多義語学習辞典 : イメー
ジでわかる言葉の意味と使い方

今井新悟 アルク
2011

日本語多義語学習辞典 イメージでわかる言葉の意味
と使い方 日本語学習者向け 動詞編

日本語多義語学習辞典 : イメー
ジでわかる言葉の意味と使い方

森山新 アルク
2012

MBA留学GMAT完全攻略 アゴス・ジャパン. アルク 2012
大学院留学GREテスト学習法と解法テクニック アゴス・ジャパン. アルク 2011
どんなときどう使う日本語表現文型辞典 友松悦子 アルク 2010
どんなときどう使う日本語表現文型500 : 日本語能
力試験N1-N3の重要表現を網羅

友松悦子 アルク
2010

どんなときどう使う日本語表現文型500短文完成練
習帳 : 日本語能力試験N1-N3の重要表現を網羅中・
上級

友松悦子 アルク
2011



維新史の方法  服部之總全集 服部之總 福村出版 1973
唯物弁証法と唯物史観  服部之總全集 服部之總 福村出版 1973
日本の経営学說. 経営学史叢書 : 経営学史学会創

立20周年記念
片岡信之-経営学史学会 文眞堂

2013

日本の経営学說. 経営学史叢書 : 経営学史学会創
立20周年記念

小笠原英司.-経営学史学会 文眞堂
2013

グーテンベルク : Erich Gutenberg 経営学史叢書 : 経営学史学会創
立20周年記念

海道ノブチカ-経営学史学会 文眞堂
2013

ニックリッシュ : 経営共同体の思想 = Heinrich 
Nicklisch

経営学史叢書 : 経営学史学会創
立20周年記念

田中照純-経営学史学会. 文眞堂
2012

アンソフ : H. Igor Ansoff 経営学史叢書 : 経営学史学会創
立20周年記念

庭本佳和-経営学史学会. 文眞堂
2012

バーリ=ミーンズ : Adolf Augustus Berle, 
Jr./Gardiner Coit Means

経営学史叢書 : 経営学史学会創
立20周年記念

三戶浩-経営学史学会 文眞堂
2013

フォレット : Mary Parker Follett 経営学史叢書 : 経営学史学会創
立20周年記念

三井泉-経営学史学会. 文眞堂
2012

メイヨー=レスリスバーガー : 人間関係論 = 
George Elton Mayo/Fritz Jules Roethlisberger

経営学史叢書 : 経営学史学会創
立20周年記念

吉原正彦.-経営学史学会. 文眞堂
2013

テイラー : Frederick Winslow Tailor 経営学史叢書 : 経営学史学会創
立20周年記念

中川誠士-経営学史学会. 文眞堂
2012

経営学史事典 : 経営学史学会創立20周年記念 経営学史学会. 文眞堂 2012
基礎と応用で学ぶ経営学 : ひとつの国際比較 高橋由明 文眞堂 2006
アサヒグラフに見る昭和前史  ２ 朝日新聞社 朝日新聞出版 1975
現代数学への入門　現代解析学への誘い 現代数学への入門 俣野博 岩波書店 2004
現代数学への入門　複素関数入門 現代数学への入門 神保道夫 岩波書店 2003
現代数学への入門　微分と積分1　―初等関数を中心
に

現代数学への入門 . 微分と積分 青本和彦 岩波書店
2003

ワイヤレスセンサシステム : Wireless sensor 
systems

佐藤光 東京電機大学出版局
2012

たのしくできるArduino電子工作 牧野 浩二 東京電機大学出版局 2012



カルマンフィルタの基礎 : Fundamentals of 
Kalman filter

足立修一-丸田一郎 東京電機大学出版局
2012

たのしくできるArduino実用回路 鈴木美朗志 東京電機大学出版局 2012
イメージセンサの技術と実用化戦略 : ソニー技術者
たちの挑戦

越智成之 東京電機大学出版局
2013

1ランク上のPICマイコンプログラミング : シミュ
レータとデバッガの活用法

高田直人 東京電機大学出版局
2013

よくわかる機械数学 江口弘文 東京電機大学出版局 2013
詳解量子化学の基礎 : Fundamentals of quantum 
chemistry

類家 正稔 東京電機大学出版局
2012

詳解物理学の基礎 : Fundamentals of physics 丹羽雅昭 東京電機大学出版局 2013
日本語組版処理の要件 : W3C技術ノート : 美しく読
みやすい文字組版の基本ルール = Requirements 
for Japanese text layout (W3C Working Group 
note)

W3C日本語組版タスクフォース 東京電機大学出版局

2012

原子力報道 : 5つの失敗を検証する 柴田鉄治 東京電機大学出版局 2013
サービス工学の技術 : ビッグデータの活用と実践 = 
Technology for service engineering

石垣司.-竹中毅..-本村陽一. 東京電機大学出版局
2012

基本情報技術者試験精選ゼミ : 情報処理技術者試験
末石吾朗 東京電機大学出版局

2012

第一級アマチュア無線技士合格精選400題試験問題
集

吉川忠久 東京電機大学出版局
2012

ITパスポート試験精選予想600題+最新200題試験問
題集 : 平成25年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2012

基本情報技術者試験午前精選予想500題+最新160題
試験問題集 : 平成25年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2012

応用情報技術者試験午前精選予想500題+最新160題
試験問題集 : 平成25年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2012

情報セキュリティスペシャリスト試験午前精選予想
500題+最新110題試験問題集 : 平成25年度版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2012



電験三種理論 : 平成25年度版 合格マスター 東京電機大学電験研究会. 東京電機大学出版局 2012
電験三種電力 : 平成25年度版 合格マスター 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2013
電験三種機械 : 平成25年度版 合格マスター 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2013
電験三種法規 : 平成25年度版 合格マスター 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2013
電気法規と電気施設管理. 竹野正二-東京電機大学. 東京電機大学出版局 2013
学生のための画像処理プログラミング演習 : Visual 
C++ .NET版

村上伸一 東京電機大学出版局
2012

Javaで学ぶデータ構造とアルゴリズム 杉山行浩 東京電機大学出版局 2012
Java シリーズアジャイルソフトウェ

ア開発技術
山下智也-浜川剛-長瀬嘉秀-テクノロジック  東京電機大学出版局

2012

Ruby シリーズアジャイルソフトウェ
ア開発技術

川端崇裕-長瀬嘉秀-テクノロジックアート, 東京電機大学出版局
2012

アジャイル概論 シリーズアジャイルソフトウェ
ア開発技術

中佐藤麻記子-設楽秀輔-長瀬嘉秀-テクノロ  東京電機大学出版局
2012

入門水処理技術 和田洋六 東京電機大学出版局 2012
電気設備技術基準・解釈 : 電気事業法・電気工事士
法・電気工事業法 平成25年版

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2013

現代数学への入門　電磁場とベクトル解析 現代数学への入門 深谷賢治 岩波書店 2004
現代数学への入門　解析力学と微分形式 現代数学への入門 深谷賢治 岩波書店 2004
現代数学への入門　微分と積分2　―多変数への広が
り

現代数学への入門 . 微分と積分 
; 2

高橋陽一郎 岩波書店
2003

現代数学への入門　行列と行列式 現代数学への入門 砂田利一 岩波書店 2003
キリスト教大事典 日本基督敎協議会. 教文館 1968
旧約聖書 関根正雄 教文館 1997
新渡戶稲造全集1 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-新渡戶稲造全集編集委員会 教文館 1969
新渡戶稲造全集2 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-那須皓-新渡戶稲造全集編集委員教文館 1969
新渡戶稲造全集3 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-高木八尺-斎藤真-新渡戶稲造全教文館 1970
新渡戶稲造全集4 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-大內兵衛-新渡戶稲造全集編集委教文館 1969
新渡戶稲造全集5 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-原田健-松方三郎-新渡戶稲造全教文館 1970
新渡戶稲造全集6 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-松本重治-新渡戶稲造全集編集委教文館 1969



新渡戶稲造全集7 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-武田淸子-新渡戶稲造全集編集委教文館 1970
新渡戶稲造全集8 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-小林善彥-新渡戶稲造全集編集委教文館 1970
新渡戶稲造全集9 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-斎藤勇-新渡戶稲造全集編集委員教文館 1969
新渡戶稲造全集10 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-新渡戶稲造全集編集委員会 教文館 1969
新渡戶稲造全集11 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-神谷美恵子-新渡戶稲造全集編集教文館 1969
新渡戶稲造全集12 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-新渡戶稲造全集編集委員会 教文館 1969
新渡戶稲造全集13 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-斎藤真-新渡戶稲造全集編集委員教文館 1970
新渡戶稲造全集14 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-前田陽一-新渡戶稲造全集編集委教文館 1970
新渡戶稲造全集15 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-浦松佐美太郎-新渡戶稲造全集編教文館 1970
新渡戶稲造全集16 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-高田元三郎-新渡戶稲造全集編集教文館 1969
新渡戶稲造全集18 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-新渡戶稲造全集編集委員会 教文館 1985
新渡戶稲造全集19 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-新渡戶稲造全集編集委員会 教文館 1985
新渡戶稲造全集20 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-佐藤全弘-新渡戶稲造全集編集委教文館 1985
新渡戶稲造全集21 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-新渡戶稲造全集編集委員会 教文館 1986
新渡戶稲造全集22 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-新渡戶稲造全集編集委員会 教文館 1986
新渡戶稲造全集23 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造 教文館 1987
新渡戶稲造全集別巻1 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-Satō, Masahiro-新渡戶稲造全 教文館 2001
新渡戶稲造全集別巻2 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-佐藤全弘-新渡戶稲造全集編集委教文館 2001
現代数学への入門　幾何入門 現代数学への入門 砂田利一 岩波書店 2004
現代数学への入門　数論入門 現代数学への入門 山本芳彦 岩波書店 2003
トマス・ホッブズ . 田中浩 未來社 2012
私の日本地図　第３巻 宮本常一-香月洋一郎 未來社 2011
私の日本地図　第６巻 宮本常一-香月洋一郎 未來社 2011
私の日本地図　第７巻 宮本常一-香月洋一郎 未來社 2009
私の日本地図　第８巻 宮本常一-香月洋一郎 未來社 2012
私の日本地図　第９巻 宮本常一-香月洋一郎 未來社 2008
私の日本地図　第10巻 宮本常一-香月洋一郎 未來社 2008
私の日本地図　第11巻 宮本常一-香月洋一郎 未來社 2010
私の日本地図　第14巻 宮本常一-香月洋一郎 未來社 2010
私の日本地図　第15巻 宮本常一-香月洋一郎 未來社 2009



出版文化再生 : あらためて本の力を考える 西谷能英 未來社 2011
明日なき原発 : 原発のある風景 柴野徹夫-柴野徹夫, 1937--安斎育郎 未來社 2011
魂振り : 琉球文化・芸術論 高良勉 未來社 2011
翻訳のポイエーシス : 他者の詩学 湯浅博雄 未來社 2012
終わりなきパッション : デリダ、ブランショ、ドゥ
ルーズ

守中高明 未來社
2012

闘争する境界 : 復帰後世代の沖縄からの報告 後田多敦-桃原一彦-知念ウシ-與儀秀武 未來社 2012
悲しき亜言語帯 : 沖縄・交差する植民地主義 仲里効 未來社 2012
音楽の詩学 Stravinsky, Igor-笠羽映子 未來社 2012
歴史のディコンストラクション : 共生の希望へ向
かって

小林康夫 未來社
2010

存在のカタストロフィー : <空虛を断じて譲らない
>ために

小林康夫 未來社
2012

足尾鑛毒問題 : 廢娼之急務 ; 火の柱 木下尚江全集 木下尚江-山極圭司 教文館 1990
良人の自白. : 良人の自白. 木下尚江全集 木下尚江-山極圭司 教文館 1990
良人の自白. : 良人の自白. 木下尚江全集 木下尚江-山極圭司 教文館 1990
懺悔 : 飢渇 木下尚江全集 木下尚江-山田貞光 教文館 1994
靈か肉か 木下尚江全集 木下尚江-山田貞光 教文館 1991
乞食 : 墓場 木下尚江全集 木下尚江-岡野幸江 教文館 1991
労働 : 荒野 ; 火宅 木下尚江全集 木下尚江-後神俊文 教文館 1994
日蓮論 : 法然と親鸞 木下尚江全集 木下尚江-鈴木範久 教文館 1993
野人語 : 創造 木下尚江全集 木下尚江-清水靖久 教文館 1995
田中正造翁 木下尚江全集 木下尚江-清水靖久 教文館 1992
神人間自由 木下尚江全集 木下尚江-後神俊文 教文館 1995
論說・感想集. 木下尚江全集 木下尚江-山田貞光 教文館 1996
論說・感想集. 木下尚江全集 木下尚江-山極圭司 教文館 1996
論說・感想集. 木下尚江全集 木下尚江-岡野幸江 教文館 1996
論說・感想集. 木下尚江全集 木下尚江-後神俊文 教文館 1997
論說・感想集. 木下尚江全集 木下尚江-山極圭司 教文館 1997
論說・感想集. 木下尚江全集 木下尚江-山田貞光 教文館 1998



論說・感想集. 木下尚江全集 木下尚江-清水靖久 教文館 1999
書簡・草稿・補遺 木下尚江全集 木下尚江-清水靖久 教文館 2003
談話・演說類 木下尚江全集 木下尚江-後神俊文 教文館 2001
植村正久と其の時代 1 佐波亘-植村正久 教文館 2000
植村正久と其の時代 2 佐波亘-植村正久 教文館 2000
植村正久と其の時代 3 佐波亘-植村正久 教文館 2000
植村正久と其の時代 4 佐波亘-植村正久 教文館 2000
植村正久と其の時代 5 佐波亘-植村正久 教文館 2000
植村正久と其の時代 6 佐波亘-植村正久 教文館 2000
植村正久夫人季野がことども 佐波亘 教文館 2000
植村正久とその時代新補遺 佐波亘-小澤三郎-植村正久 教文館 2000
新渡戶稲造全集 17 新渡戶稲造全集 新渡戶稲造-松下菊人-佐藤全弘-新渡戶稲造教文館 1985
加賀・能登の民話. 清酒時男 未來社 2006
近江の民話 中島千恵子 未來社 2006
甲斐の民話 土橋里木 未來社 2006
佐渡の民話. 浜口一夫 未來社 1959
上州の民話. 小野忠孝 未來社 2006
神奈川の民話 安池正雄 未來社 2006
大阪の民話 二反長半 未來社 2006
奈良の民話 松本俊吉 未來社 2006
現代数学への入門　力学と微分方程式 現代数学への入門 高橋陽一郎 岩波書店 2004
現代数学への入門　熱・波動と微分方程式 現代数学への入門 俣野博，神保道夫 岩波書店 2004
兵庫の民話 徳山静子-宮崎修二朗 未來社 2006
房總の民話 高橋在久 未來社 2006
肥後の民話 荒木精之 未來社 2006
薩摩・大隅の民話 村田熙 未來社 2006
周防・長門の民話. 松岡利夫 未來社 2006
福岡の民話. 加来宣幸 未來社 2006
伊勢・志摩の民話 倉田正邦 未來社 2006
栃木の民話. 日向野徳久 未來社 2006



種子島の民話. 下野敏見 未來社 2006
種子島の民話. 下野敏見 未來社 2006
越中の民話. 佐伯安一-石崎直義-伊藤曙覧 未來社 2006
岡山の民話 稲田浩二 未來社 2006
屋久島の民話. 下野敏見 未來社 2006
屋久島の民話. 下野敏見 未來社 2006
八丈島の民話 浅沼良次 未來社 2006
京都の民話 二反長半 未來社 2006
日向の民話. 比江島重孝 未來社 2006
若狭・越前の民話. 石崎直義-杉原丈夫 未來社 2006
阿波の民話. 武田明 未來社 2006
周防・長門の民話. 松岡利夫 未來社 2006
天草の民話 浜名志松 未來社 2006
長崎の民話 吉松祐一 未來社 2006
大分の民話. 土屋北彦 未來社 2006
遠江・駿河の民話 菅沼五十一 未來社 2006
美濃の民話. 赤座憲久 未來社 2006
福岡の民話. 加来宣幸 未來社 2006
土佐の民話. 市原麟一郎 未來社 2006
土佐の民話. 市原麟一郎 未來社 2006
越中の民話. 石崎直義 未來社 2006
紀州の民話 徳山静子 未來社 2006
埼玉の民話 根津富夫 未來社 2006
加賀・能登の民話. 清酒時男 未來社 2006
大分の民話. 土屋北彦 未來社 2006
佐賀の民話. 宮地武彦 未來社 2006
鳥取の民話 稲田和子 未來社 2006
茨城の民話. 日向野徳久 未來社 2006
美濃の民話. 赤座憲久 未來社 2006
上州の民話. 小野忠孝 未來社 2006



三河の民話 寺沢正美 未來社 2006
尾張の民話 小島勝彦 未來社 2006
石見の民話. 大庭良美 未來社 2006
石見の民話. 大庭良美 未來社 2006
佐渡の民話. 浜口一夫 未來社 2006
越後の民話. 水澤謙一 未來社 2006
佐賀の民話. 宮地武彦 未來社 2006
茨城の民話. 日向野徳久 未來社 2006
若狭・越前の民話. 石崎直義-杉原丈夫 未來社 2006
栃木の民話. 日向野徳久 未來社 2006
現代数学への入門　曲面の幾何 現代数学への入門 砂田利一 岩波書店 2004
現代数学への入門　代数入門 現代数学への入門 上野健爾 岩波書店 2004
現代数学への入門　現代数学の流れ1 現代数学への入門 上野健爾，砂田利一，深谷賢治，神保道夫 岩波書店 2004
現代数学への入門　現代数学の流れ2 現代数学への入門 青本和彦，加藤和也，上野健爾，高橋陽一郎岩波書店 2004
現代数学への入門　双曲幾何 現代数学への入門 深谷賢治 岩波書店 2004
日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
1, No. 1 September 2001

日本語文法学会 くろしお出版
2001

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
2, No. 1 March 2002

日本語文法学会 くろしお出版
2002

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
2, No. 2 September 2002

日本語文法学会 くろしお出版
2002

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
3, No. 1 March 2003

日本語文法学会 くろしお出版
2003

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
3, No. 2 September 2003

日本語文法学会 くろしお出版
2003

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
4, No. 1 March 2004

日本語文法学会 くろしお出版
2004

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
4, No. 2 September 2004

日本語文法学会 くろしお出版
2004



日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
5, No. 1 March 2005

日本語文法学会 くろしお出版
2005

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
5, No. 2 September 2005

日本語文法学会 くろしお出版
2005

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
6, No. 1 March 2006

日本語文法学会 くろしお出版
2006

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
6, No. 2 September 2006

日本語文法学会 くろしお出版
2006

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
7, No. 1 March 2007

日本語文法学会 くろしお出版
2007

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
7, No. 2 September 2007

日本語文法学会 くろしお出版
2007

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
8, No. 1 March 2008

日本語文法学会 くろしお出版
2008

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
8, No. 2 September 2008

日本語文法学会 くろしお出版
2008

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
9, No. 1 March 2009

日本語文法学会 くろしお出版
2009

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
9, No. 2 September 2009

日本語文法学会 くろしお出版
2009

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
10, No. 1 March 2010

日本語文法学会 くろしお出版
2010

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
10, No. 2 September 2010

日本語文法学会 くろしお出版
2010

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
11, No. 1 September 2011

日本語文法学会 くろしお出版
2011

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
11, No. 2 September 2011

日本語文法学会 くろしお出版
2011

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
12, No. 1 March 2012

日本語文法学会 くろしお出版
2012



日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
12, No. 2 September 2012

日本語文法学会 くろしお出版
2012

信濃の民話 「信濃の民話」編集委員会 未來社 2006
越後の民話 : 第1集 水沢謙一 未來社 2006
伊豆の民話 岸なみ 未來社 2006
讃岐の民話 武田明 未來社 2006
阿波の民話. 緖方啓郎-湯浅良幸 未來社 2006
伊豫の民話 武田明 未來社 2006
沖縄の民話 伊波南哲 未來社 2006
出雲の民話 小汀松之進-岡義重-石塚尊俊 未來社 2006
日向の民話. 比江島重孝 未來社 2006
飛驒の民話 江馬三枝子 未來社 2006
中国学芸大事典 近藤春雄 大修館書店 1978
篠沢フランス文学講義　Ⅰ　文学言語の成熟 篠沢フランス文学講義 篠沢秀夫 大修館書店 2001
篠沢フランス文学講義　Ⅱ　絶対を求めて 篠沢フランス文学講義 篠沢秀夫 大修館書店 2001
篠沢フランス文学講義　Ⅲ　ベル・エポックの輝き

篠沢フランス文学講義 篠沢秀夫 大修館書店
2001

篠沢フランス文学講義　Ⅳ　伝統からの解放 篠沢フランス文学講義 篠沢秀夫 大修館書店 2000
篠沢フランス文学講義　Ⅴ　大洪水の時代 篠沢フランス文学講義 篠沢秀夫 大修館書店 2000
International journal of Okinawan studies. International journal of 

Okinawan studies
琉球大学. 研究社

2012

新編英語教育指導法事典 : Kenkyusha dictionary 
of English language learning and teaching

米山朝二 研究社
2011

研究社日本語教育事典 小森和子.-近藤安月子 研究社 2012
研究社日本語コロケーション辞典 : Kenkyusha's 
dictionary of Japanese collocations

藤村知子.-鈴木智美.-姬野昌子-柏崎雅世. 研究社
2012

研究社日本語口語表現辞典 : Kenkyusha's 
dictionary of Japanese colloquial expressions

山根智恵-佐藤友子-松岡洋子-奥村圭子 研究社
2013

International journal of Okinawan studies. International journal of 
Okinawan studies

琉球大学. 研究社
2012



社会福祉原理・歴史 対論社会福祉学 日本社会福祉学会. 中央法規出版 2012
社会福祉政策 対論社会福祉学 日本社会福祉学会. 中央法規出版 2012
社会福祉運営 対論社会福祉学 日本社会福祉学会. 中央法規出版 2012
ソーシャルワークの思想 対論社会福祉学 日本社会福祉学会. 中央法規出版 2012
ソーシャルワークの理論 対論社会福祉学 日本社会福祉学会. 中央法規出版 2012
医のアート, 看護のアート 日野原重明著作選集 日野原重明 中央法規出版 1999
死と, 老いと, 生と 日野原重明著作選集 日野原重明 中央法規出版 1999
身体知と言語 : 対人援助技術を鍛える 奥川幸子 中央法規出版 2007
ケースマネージメントの理論と実際 : 生活を支える
援助システム

白澤政和 中央法規出版
1992

社会福祉法の解說 社会福祉法令研究会. 中央法規出版 2001
精神保健福祉法詳解 Japan.-精神保健福祉研究会. 中央法規出版 2007
自閉症と受容的交流療法 石井哲夫 中央法規出版 1995
ことばでつまずく子どもたち : 話す・読む・書くの
脳科学

竹下研三 中央法規出版
2011

脳からわかる発達障害 : 子どもたちの「生きづら
さ」を理解するために

鳥居深雪. 中央法規出版
2009

発達障害の子どもたち : いきいきとしたその世界 細川徹 中央法規出版 2003
起立性調節障害の子どもの正しい理解と対応 田中英高. 中央法規出版 2009
起立性調節障害の子どもの日常生活サポートブック

田中英高 中央法規出版
2010

食中毒 坂崎利一 中央法規出版 1981
食中毒. : 新たに認定された食中毒菌 食中毒 坂崎利一 中央法規出版 1983
食水系感染症と細菌性食中毒 : Food-and water-
borne infection and food poisoning

坂崎利一 中央法規出版
2000

発達障害者支援の現状と未来図 : 早期発見・早期療
育から就労・地域生活支援まで

辻井正次-高橋脩-田中康雄-市川宏伸-内山登中央法規出版
2010

逐条解說障害者自立支援法 障害者福祉研究会.-Japan. 中央法規出版 2007
日本人の心理・行動モデルと日本企業のクォリティ

山下洋史 白桃書房
2010



異文化経営の世界 : その理論と実践 馬越恵美子-桑名義晴-異文化経営学会 白桃書房 2010
採用と定着 : 日本企業の選抜・採用の実態と新入社
員の職場適応

愛知大學文學會叢書 武田圭太 白桃書房
2010

人事評価の総合科学 : 努力と能力と行動の評価 高橋潔 白桃書房 2010
人的資源マネジメント : 「意識化」による組織能力
の向上 = MBO, Management by objectives : 
conscious and purposeful HRM

古川久敬-池田浩-柳澤さおり 白桃書房
2010

組織的管理から自律的管理へ : キャリア開発による
新しい管理論の試み

岡本英嗣 白桃書房
2010

地域ブランド戦略と雇用創出 : Regional brand 
strategy and job creation

松隈久昭-大分大学. 白桃書房
2010

グリーンサプライチェーンの設計と構築 : グリーン
物流の推進 = Green supply chain

鈴木邦成 白桃書房
2010

乳幼児の步行獲得 : 立位から安定した步行へ 岡本勉-岡本香代子 歩行開発研究所 2013
生物の動きの事典 東昭 朝倉書店 1997
石橋湛山全集　第一巻 石橋湛山-石橋湛山全集編集委員会 東洋経済新報社 2010
石橋湛山全集　第ニ巻 石橋湛山-石橋湛山全集編集委員会 東洋経済新報社 2010
石橋湛山全集　第三巻 石橋湛山-石橋湛山全集編集委員会 東洋経済新報社 2010
石橋湛山全集　第四巻 石橋湛山-石橋湛山全集編集委員会 東洋経済新報社 2010
石橋湛山全集　第五巻 石橋湛山-石橋湛山全集編集委員会 東洋経済新報社 2010
石橋湛山全集　第六巻 石橋湛山-石橋湛山全集編集委員会 東洋経済新報社 2010
石橋湛山全集　第七巻 石橋湛山-石橋湛山全集編集委員会 東洋経済新報社 2011
漱石全集　第1巻　吾輩は猫である 夏目漱石　著／竹盛天雄，安藤文人　注解 岩波書店 2002
漱石全集　第2巻　倫敦塔ほか・坊っちやん 夏目漱石　著／松村昌家，相原和邦　注解 岩波書店 2002
漱石全集　第3巻　草枕・二百十日・野分 夏目漱石　著／今西順吉，出原隆俊　注解 岩波書店 2002
漱石全集　第4巻　虞美人草 夏目漱石　著／平岡敏夫　注解 岩波書店 2002
漱石全集　第5巻　坑夫・三四郎 夏目漱石　著／紅野謙介，吉田凞生　注解 岩波書店 2002
漱石全集　第6巻　それから・門 夏目漱石　著／中山和子，玉井敬之　注解 岩波書店 2002
漱石全集　第7巻　彼岸過迄 夏目漱石　著／中島国彦　注解 岩波書店 2002
漱石全集　第8巻　行人 夏目漱石　著／藤井淑禎　注解 岩波書店 2002



漱石全集　第9巻　心 夏目漱石　著／重松泰雄　注解 岩波書店 2002
漱石全集　第10巻　道草 夏目漱石　著／石原千秋　注解 岩波書店 2003
漱石全集　第11巻　明暗 夏目漱石　著／十川信介　注解 岩波書店 2003
漱石全集　第12巻　小品 夏目漱石　著／清水孝純，桶谷秀昭　注解 岩波書店 2003
漱石全集　第13巻　英文学研究 夏目漱石　著／山内久明　注解 岩波書店 2003
漱石全集　第14巻　文学論 夏目漱石　著／亀井俊介，出淵博　注解 岩波書店 2003
漱石全集　第15巻　文学評論 夏目漱石　著／岡照雄　注解 岩波書店 2003
漱石全集　第16巻　評論ほか 夏目漱石　著／小森陽一　注解 岩波書店 2003
漱石全集　第17巻　俳句・詩歌 夏目漱石　著／坪内稔典　注解 岩波書店 2003
漱石全集　第18巻　漢詩文 夏目漱石　著／一海知義　訳注 岩波書店 2003
漱石全集　第19巻　日記・断片／上 夏目漱石　著 岩波書店 2003
漱石全集　第20巻　日記・断片／下 夏目漱石　著 岩波書店 2003
漱石全集　第21巻　ノート 夏目漱石　著／岡三郎　注解 岩波書店 2003
漱石全集　第22巻　書簡／上 夏目漱石　著 岩波書店 2004
漱石全集　第23巻　書簡／中 夏目漱石　著 岩波書店 2004
漱石全集　第24巻　書簡／下 夏目漱石　著 岩波書店 2004
漱石全集　第25巻　別冊／上 夏目漱石　著 岩波書店 2004
漱石全集　第26巻　別冊／中 夏目漱石　著 岩波書店 2004
漱石全集　第27巻　別冊／下 夏目漱石　著 岩波書店 2004
漱石全集　第28巻　総索引 夏目漱石　著 岩波書店 2004
漱石全集　第別巻　漱石言行録 夏目漱石　著／猪野謙二　編 岩波書店 2004
新日本古典文学大系　第19巻　源氏物語一 新日本古典文学大系 柳井滋，室伏信助，大朝雄二，鈴木日出男 　岩波書店 1993
新日本古典文学大系　第20巻　源氏物語二 新日本古典文学大系 柳井滋，室伏信助，大朝雄二，鈴木日出男 　岩波書店 1994
新日本古典文学大系　第21巻　源氏物語三 新日本古典文学大系 柳井滋，室伏信助，大朝雄二，鈴木日出男 　岩波書店 1995
新日本古典文学大系　第22巻　源氏物語四 新日本古典文学大系 柳井滋，室伏信助，大朝雄二，鈴木日出男 　岩波書店 1996
新日本古典文学大系　第23巻　源氏物語五 新日本古典文学大系 柳井滋，室伏信助，大朝雄二，鈴木日出男 　岩波書店 1997
新日本古典文学大系　第102巻　（別巻）源氏物語
索引

新日本古典文学大系 柳井滋，室伏信助，鈴木日出男，藤井貞和  岩波書店
1999

石橋湛山全集　第八巻 石橋湛山-石橋湛山全集編集委員会 東洋経済新報社 2011
石橋湛山全集　第九巻 石橋湛山-石橋湛山全集編集委員会 東洋経済新報社 2011



石橋湛山全集　第十巻 石橋湛山-石橋湛山全集編集委員会 東洋経済新報社 2011
石橋湛山全集　第十一巻 石橋湛山-石橋湛山全集編集委員会 東洋経済新報社 2011
石橋湛山全集　第十二巻 石橋湛山-石橋湛山全集編集委員会 東洋経済新報社 2011
石橋湛山全集　第十三巻 石橋湛山-石橋湛山全集編集委員会 東洋経済新報社 2011
石橋湛山全集　第十四巻 石橋湛山-石橋湛山全集編集委員会 東洋経済新報社 2011
石橋湛山全集　第十五巻（補訂版） 石橋湛山-石橋湛山全集編集委員会 東洋経済新報社 2011
石橋湛山全集　第十六巻（補巻） 石橋湛山-石橋湛山全集編集委員会 東洋経済新報社 2011
高橋亀吉著作集　大正昭和財界変動史（上） 高橋亀吉 東洋経済新報社 2010
高橋亀吉著作集　大正昭和財界変動史（中） 高橋亀吉 東洋経済新報社 2010
高橋亀吉著作集　大正昭和財界変動史（下） 高橋亀吉 東洋経済新報社 2010
高橋亀吉著作集　日本近代経済形成史　第一巻 高橋亀吉 東洋経済新報社 2011
高橋亀吉著作集　日本近代経済形成史　第二巻 高橋亀吉 東洋経済新報社 2011
高橋亀吉著作集　日本近代経済形成史　第三巻 高橋亀吉 東洋経済新報社 2011
高橋亀吉著作集　日本近代経済発達史　第一巻 高橋亀吉 東洋経済新報社 2011
高橋亀吉著作集　日本近代経済発達史　第二巻 高橋亀吉 東洋経済新報社 2011
高橋亀吉著作集　日本近代経済発達史　第三巻 高橋亀吉 東洋経済新報社 2011
医薬系のための生物学 丸山敬-松岡耕二 裳華房 2013
遺伝子操作の基本原理 新・生命科学シリーズ 赤坂甲治-太田次郎-大山義彦 裳華房 2013
動物の発生と分化 新・生命科学シリーズ 浅島誠-太田次郎-駒崎伸二 裳華房 2011
植物の成長 新・生命科学シリーズ 西谷和彦-太田次郎 裳華房 2011
図解分子細胞生物学 浅島誠-駒崎伸二 裳華房 2013
医療・看護系のための生物学 田村隆明 裳華房 2010
理工系のための生物学 坂本順司 裳華房 2013
ホンダにみるデザイン・マネジメントの進化 岩倉信弥 税務経理協会 2003
企業と会計 : Business & accounting 水口剛-後藤晃範-平井裕久 税務経理協会 2011
教育探求の基礎 村田俊明-橋本はる美 税務経理協会 2012
グローカル財政論 兼村高文-小野島真-安田満-横山純一-星野泉税務経理協会 2012
ゲーミング産業の成長と社会的正当性 : カジノ企業
を中心に = Casino, social legitimacy and the 
growth of gaming industry

佐々木一彰 税務経理協会
2011



現代交通論の系譜と構造 藤井秀登 税務経理協会 2012
IFRS 設定の背景 : 基本事項の決定・従業員給付 = 
International Finance Reporting Standards

山田辰己 税務経理協会
2013

IFRS 設定の背景 : 金融商品 = International 
Finance Reporting Standards

山田辰己 税務経理協会
2013

永久差異 : IFRSの嵐の次に来るもの 山田有人 税務経理協会 2011
学生・院生のためのレポート・論文の作成マニュア
ル

滝川好夫 税務経理協会
2011

ユーロと国債デフォルト危機 代田純 税務経理協会 2012
会計士の誕生 : プロフェッションとは何か = The 
birth of accountants

友岡賛 税務経理協会
2010

エリア・マーケティングアーキテクチャー : AMA, 
area marketing architecture

岩田貴子 税務経理協会
2011

公認会計士試験 [maru] 秘学習法 : 24週間で独学合
格! : 東大首席が明かす公認会計士試験の最短合格
法!

中尾宏規 税務経理協会
2010

稅法入門教室 : 対話式でわかりやすい! 鈴木広樹 税務経理協会 2012
USCPA 米国公認会計士合格へのパスポート : グ
ローバルキャリアをめざせ!

三輪豊明-金児昭 税務経理協会
2013

アナログ電子回路 : Analog electronic circuits 基本を学ぶ 堀田正生-関根かをり オーム社 2013
電磁気学演習 : 一番わかる! 浜松芳夫 オーム社 2013
MATLAB/Simulinkによるモデルベースデザイン入門

三田宇洋 オーム社
2013

電子回路の基本 66 6日でマスター! 石井聡 オーム社 2013
鉄道信号・保安システムがわかる本 中村英夫 オーム社 2013
化学実験における事故例と安全 田村昌三 オーム社 2013
おもしろ遺伝子の氏名と使命 島田祥輔 オーム社 2013
理論がわかる光と音と波の手づくり実験 川村康文-東京理科大学. オーム社 2013
タミヤ工作パーツで作るしくみがわかるロボット工
作教室

メカヅキ オーム社
2012



照明工学 照明学会 オーム社 2012
身近な数学の記号たち : 数学ってキュート!! 岡部恒治-本丸諒.-松本悠-川村康文.-長谷川オーム社 2012
薬効力 : 72の分子標的と薬の作用 システム薬学研究機構. オーム社 2012
理論がわかる電気の手づくり実験 川村康文 オーム社 2012
図解上肢撮影法 安藤英次-高倉義典. オーム社 2011
モジュール化で理解する電子工作の基本ワザ 松原拓也 オーム社 2011
遺伝子力 : ヒトを支える 50の遺伝子 システム薬学研究機構 オーム社 2011
建築構造力学問題集 220 : ズバッと解ける! 上田耕作 オーム社 2011
わかりやすい測量の数学 : 行列と最小二乗法 小白井亮一 オーム社 2009
書き込んで使えるCプログラミングの教科書 羽山博 オーム社 2009
ISO 9001 わかりやすい解釈 : 2008年追補改訂版対
応

萩原睦幸 オーム社
2009

イメージで理解するやさしい構造力学 本田忠彦 オーム社 2008
わかりやすい造園実務ポケットブック 木村了 オーム社 2008
オリジナルロボット D・I・Y : メカにこだわる! メカヅキ オーム社 2008
無停電電源システム実務読本 : Uninterruptible 
power supply system

松崎薰 オーム社
2007

電気工事士のためのかんたん数学入門 なるほどナットク! 松原洋平 オーム社 2006
平成25年度 電験三種予想問題集 License books 電験三種対策研究会 オーム社 2013
じっくり学ぼう! シーケンス制御超入門 清水洋隆 オーム社 2013
部品とサブシステム Willner, Alan E.-木村達也-Kaminow, Ivan  オーム社 2010
統計的機械学習 : 生成モデルに基づくパターン認識

Tokyo tech be-text 杉山将 オーム社
2009

最新図解PM2.5と大気污染がわかる本 : PM 2.5, 黄
砂, 光化学スモッグ, 酸性雨, スギ花粉, 大気污染の
仕組みをやさしく図解!

饒村曜 オーム社
2013

図解接地システム入門 高橋健彦. オーム社 2001
エネルギー管理入門 : より進んだ省エネ・省コスト
の実現

山本亨-加藤友美 オーム社
2013



もっと知りたいLED照明 : 身近な照明を基礎から学
ぶ

千代和夫 オーム社
2013

世界一の電気はこうしてつくられる! 岩田章裕-古川裕之-パワーアカデミー オーム社 2009
チケット & 計測でITプロジェクト運営の体質改善 : 
Ticket driven development & measurement

神谷芳樹 オーム社
2013

やさしく語る確率統計 数学チュートリアル 西岡康夫 オーム社 2013
計算の基本から学ぶ土木構造力学 Civil engineering 上田耕作 オーム社 2013
やさしく語る線形代数 数学チュートリアル 西岡康夫 オーム社 2012
絵とき自家用電気技術者実務知識早わかり 大浜庄司. オーム社 2013
物質の分析 Sumanasara, Alubomulle-藤本晃 サンガ 2005
心の分析 Sumanasara, Alubomulle-藤本晃 サンガ 2006
心所 (心の中身) の分析 Sumanasara, Alubomulle-藤本晃 サンガ 2007
心の生滅の分析 Sumanasara, Alubomulle-藤本晃 サンガ 2008
業 (カルマ) と輪廻の分析 Sumanasara, Alubomulle-藤本晃 サンガ 2009
縁起の分析 Sumanasara, Alubomulle-藤本晃 サンガ 2011
瞑想と悟りの分析 Sumanasara, Alubomulle-藤本晃 サンガ 2012
瞑想と悟りの分析 Sumanasara, Alubomulle-藤本晃 サンガ 2013
「アビダンマッタサンガハ」を読む 藤本晃 サンガ 2013
初期仏教キーワード 星飛雄馬 サンガ 2008
沙門果経 : 仏道を步む人は瞬時に幸福になる Sumanasara, Alubomulle サンガ 2009
瞑想経典編 : ヴィパッサナー実践のための5つの経典 Sumanasara, Alubomulle サンガ 2013
業/苦/死 Sumanasara, Alubomulle サンガ 2012
真理のききめ : 仏教の未来から, 生命の法則, 幸せに
なる秘訣まで

Sumanasara, Alubomulle サンガ
2013

マンガで学ぶ自家用電気設備の基礎知識 大浜庄司 オーム社 2013
完全図解自家用電気設備の実務と保守早わかり 大浜庄司 オーム社 2013
人物レファレンス事典 : 科学技術篇 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2011
天文・宇宙開発事典 : トピックス古代-2009 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2009
植物レファレンス事典 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2004
伝記・評伝全情報 90/94 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 1995



伝記・評伝全情報, 95/99. 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2000
伝記・評伝全情報. : 付総索引 1945-2004 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2005
伝記・評伝全情報 2005-2009. 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2010
現代史図書目錄 2000-2004 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2006
科学者3000人 : 伝記ガイダンス = Guide to 
biographies 3000 scientists

日外アソシエーツ 日外アソシエーツ
2010

伝記・評伝・全情報. 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 1991
伝記・評伝・全情報. : Complete list of 
biographies, 1945-1989.

日外アソシエーツ 日外アソシエーツ
1991

旧約新約聖書大事典 旧約新約聖書大事典編集委員会. 教文館 1989
長期経済統計－推計と分析（1）　国民所得 大川一司-山本有造-高松信清. 東洋経済新報社 1974
長期経済統計－推計と分析（２）　労働力 梅村又次 東洋経済新報社 1988
長期経済統計－推計と分析（４）資本形成 江見康一 東洋経済新報社 1971
長期経済統計－推計と分析（５）貯蓄と通貨 江見康一-江口英一-伊東政吉 東洋経済新報社 1988
長期経済統計－推計と分析（６）個人消費支出 篠原三代平 東洋経済新報社 1967
長期経済統計－推計と分析（７）財政支出 江見康一-塩野谷祐一 東洋経済新報社 1966
長期経済統計－推計と分析（８）物価 大川一司 東洋経済新報社 1967
長期経済統計－推計と分析（９）農林業 梅村又次 東洋経済新報社 1966
長期経済統計－推計と分析（１０）鉱工業 篠原三代平 東洋経済新報社 1972
長期経済統計－推計と分析（１１）繊維工業 藤野正三郎-小野旭-藤野志朗 東洋経済新報社 1979
長期経済統計－推計と分析（１２）鉄道と電力 南亮進 東洋経済新報社 1965
長期経済統計－推計と分析（１３）地域経済統計 梅村又次-伊藤繁-高松信清. 東洋経済新報社 1983
昭和財政史－終戦から講和まで　１巻　総説・賠
償・終戦処理

鈴木　武雄監修／安藤　良雄監修／大蔵省財東洋経済新報社
1984

昭和財政史－終戦から講和まで　２巻　独占禁止 鈴木　武雄監修／安藤　良雄監修／大蔵省財東洋経済新報社 1981
昭和財政史－終戦から講和まで　３巻　アメリカの
対日占領政策

鈴木　武雄監修／安藤　良雄監修／大蔵省財東洋経済新報社
1976

昭和財政史－終戦から講和まで　４巻　財政制度・
財政機関

鈴木　武雄監修／安藤　良雄監修／大蔵省財東洋経済新報社
1977



昭和財政史－終戦から講和まで　５巻　歳計（１）
鈴木　武雄監修／安藤　良雄監修／大蔵省財東洋経済新報社

1982

昭和財政史－終戦から講和まで　６巻　歳計（２）
政府関係機関・関税

鈴木　武雄監修／安藤　良雄監修／大蔵省財東洋経済新報社
1984

昭和財政史－終戦から講和まで　７巻　租税（１）
鈴木　武雄監修／安藤　良雄監修／大蔵省財東洋経済新報社

1977

昭和財政史－終戦から講和まで　８巻　租税
（２）・税務行政

鈴木　武雄監修／安藤　良雄監修／大蔵省財東洋経済新報社
1977

昭和財政史－終戦から講和まで　９巻　国有財産・
造幣・印刷・専売

鈴木　武雄監修／安藤　良雄監修／大蔵省財東洋経済新報社
1976

昭和財政史－終戦から講和まで　１０巻　国庫制度
国庫収支・物価・給与・資金運用部資金

鈴木　武雄監修／安藤　良雄監修／大蔵省財東洋経済新報社
1980

昭和財政史－終戦から講和まで　１１巻　政府債務
鈴木　武雄監修／安藤　良雄監修／大蔵省財東洋経済新報社

1983

昭和財政史－終戦から講和まで　１２巻　金融
（１）

鈴木　武雄監修／安藤　良雄監修／大蔵省財東洋経済新報社
1976

昭和財政史－終戦から講和まで　１３巻　金融
（２）・企業財務・見返資金

鈴木　武雄監修／安藤　良雄監修／大蔵省財東洋経済新報社
1983

昭和財政史－終戦から講和まで　１４巻　保険・証
券

鈴木　武雄監修／安藤　良雄監修／大蔵省財東洋経済新報社
1979

昭和財政史－終戦から講和まで　１５巻　国際金
融・貿易

鈴木　武雄監修／安藤　良雄監修／大蔵省財東洋経済新報社
1976

昭和財政史－終戦から講和まで　１６巻　地方財政
鈴木　武雄監修／安藤　良雄監修／大蔵省財東洋経済新報社

1978

昭和財政史－終戦から講和まで　１７巻　資料
（１）

鈴木　武雄監修／安藤　良雄監修／大蔵省財東洋経済新報社
1981

昭和財政史－終戦から講和まで　１８巻　資料
（２）

鈴木　武雄監修／安藤　良雄監修／大蔵省財東洋経済新報社
1982

昭和財政史－終戦から講和まで　１９巻　統計 鈴木　武雄監修／安藤　良雄監修／大蔵省財東洋経済新報社 1978



昭和財政史－終戦から講和まで　２０巻　英文資料
鈴木　武雄監修／安藤　良雄監修／大蔵省財東洋経済新報社

1982

昭和財政史　昭和２７－４８年度（高度成長期）　
第１巻　総説

大蔵省財政史室編 東洋経済新報社
2000

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期）　
第２巻　財政―政策及び制度

大蔵省財政史室編／林　健久執筆／兵藤　廣 　東洋経済新報社
1998

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期）　
第３巻　予算（１）

中村　隆英監修／大蔵省財政史室編／神野　東洋経済新報社
1994

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期）　
第４巻　予算（２）

大蔵省財政史室編／中村　隆英監修／宮島　東洋経済新報社
1996

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期）　
第５巻　特別会計・政府関係機関・国有財産

大蔵省財政史室編／中村　隆英監修／柴田　 　東洋経済新報社
1995

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期）　
第６巻　租税

大蔵省財政史室編／中村　隆英監修／石　弘 　東洋経済新報社
1990

昭和財政史－昭和２７年－４８年度（高度成長期）　
第７巻　国債

大蔵省財政史室編／中村　隆英監修／油井　 　東洋経済新報社
1997

昭和財政史－昭和２７年－４８年度（高度成長期）　
第８巻　財政投融資

大蔵省財政史室編 東洋経済新報社
2000

昭和財政史－昭和２７～４８年度（高度成長期）　
第９巻　金融（１）概観・金融政策

大蔵省財政史室編／香西　泰執筆／堀内　昭 　東洋経済新報社
1991

昭和財政史－昭和２７～４８年度（高度成長期）　
第１０巻　金融（２）金融行政・保険・証券

大蔵省財政史室編／香西　泰執筆／伊藤　修 　 　東洋経済新報社
1991

昭和財政史　昭和２７－４８年度（高度成長期）　
第１１巻　国際金融・対外関係事項（１）

大蔵省財政史室編／中村　隆英監修／林　健 　 　 　 　 　東洋経済新報社
1999

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期）　
第１２巻　国際金融・対外関係事項（２）

大蔵省財政史室編／浅井　良夫執筆／伊藤　 　東洋経済新報社
1992

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期）　
第１３巻　資料（１）総括・制度・機構・人事

中村　隆英監修／大蔵省財政史室編／寺井　東洋経済新報社
1998

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期）　
第１４巻　資料（２）予算

大蔵省財政史室編／中村　隆英監修／林　健 　 　東洋経済新報社
1990



昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期）　
第１５巻　資料（３）租税・国債

中村　隆英監修／大蔵省財政史室編 東洋経済新報社
1997

昭和財政史　昭和２７－４８年度高度成長期　第１
６巻資料（４）特別会計・政府関係機関財政投融
資・国有財産

大蔵省財政史室編／中村　隆英監修／林　健 　 　 　 　 　東洋経済新報社
1999

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期）　
第１７巻　資料（５）金融

大蔵省財政史室編／中村　隆英監修／香西　 　 　 　東洋経済新報社
1998

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期）　
第１８巻　資料（６）・国際金融・対外関係事項　 
昭和財政史　昭和２７－４８年度

大蔵省財政史室編／浅井　良夫執筆／伊藤　 　東洋経済新報社
1998

昭和財政史　昭和２７－４８年度（高度成長期）　
第１９巻　統計

大蔵省財政史室編／中村　隆英監修／林　健 　 　 　東洋経済新報社
1999

昭和財政史－昭和２７年－４８年度（高度成長期）　
第２０巻　年表・索引

大蔵省財政史室編 東洋経済新報社
2000

昭和財政史　昭和４９－６３年度　第１巻　総説・
財政会計制度

財務省財務総合政策硏究所 (Japan). 東洋経済新報社
2005

昭和財政史　昭和４９－６３年度　第２巻　財政制
度・予算

財務省財務総合政策硏究所 (Japan). 東洋経済新報社
2004

昭和財政史　昭和４９－６３年度　第３巻　特別会
計・政府関係機関・国有財産

財務省財務総合政策硏究所 (Japan). 東洋経済新報社
2002

昭和財政史　昭和４９－６３年度　第４巻　租税 財務省財務総合政策硏究所 (Japan). 東洋経済新報社 2003
昭和財政史　昭和４９－６３年度　第５巻　国債・
財政投融資

財務省財務総合政策硏究所 (Japan). 東洋経済新報社
2004

昭和財政史　昭和４９－６３年度　第６巻　金融 財務省財務総合政策硏究所 (Japan). 東洋経済新報社 2003
昭和財政史　昭和４９－６３年度　第７巻　国際金
融・対外関係事項・関税行政

財務省財務総合政策硏究所 (Japan). 東洋経済新報社
2004

昭和財政史　昭和４９－６３年度　第８巻　財政政
策・財政制度・予算・特別会計

財務省財務総合政策硏究所 (Japan). 東洋経済新報社
2004

昭和財政史　昭和４９－６３年度　第９巻　租税・
国債

財務省財務総合政策硏究所 (Japan). 東洋経済新報社
2003



昭和財政史　昭和４９－６３年度　第１０巻　財政
投融資・金融

財務省財務総合政策硏究所 (Japan). 東洋経済新報社
2002

昭和財政史　昭和４９－６３年度　第１１巻　国際
金融・対外関係事項・関税行政

財務省財務総合政策硏究所 (Japan). 東洋経済新報社
2003

昭和財政史　昭和４９－６３年度　第１２巻　統
計・機構・人事・年表・索引

財務省財務総合政策硏究所 (Japan). 東洋経済新報社
2005

長期経済統計－推計と分析（３）資本ストック 大川一司 東洋経済新報社 1966
長期経済統計－推計と分析（１４）貿易と国際収支

山澤逸平-山本有造 東洋経済新報社
1979

ITRONプログラミング入門 : H8マイコンとHOSで
始める組み込み開発

濱原和明 オーム社
2005

dRubyによる分散・Webプログラミング : 
Distributed and Web programming with dRuby 関将俊 オーム社

2005

Excelで学ぶ人口統計学 和田光平 オーム社 2006
はじめてのAIプログラミング : C言語で作る人工知
能と人工無能

Odaka, Tomohiro オーム社
2006

Excelで学ぶ時系列分析と予測 高橋玲子-渕上美喜-村田真樹-上田太一郎 オーム社 2006
マスタリングTCP/IP. 山川秀人-亀野英孝-水谷昭博 オーム社 2007
マスタリング TCP/IP. 竹下隆史 オーム社 2007
いまからはじめるNC工作 : JW_CADとNCVCでかん
たん切削

眞柄賢一 オーム社
2007

Excelでかんたん統計分析 : 「分析ツール」を使いこ
なそう!

近藤宏-末吉正成-渕上美喜-上田太一郎 オーム社
2007

Rで学ぶクラスタ解析 新納浩幸 オーム社 2007
SASによる統計分析 : SAS Enterprise Guide ユー
ザーズガイド

高柳良太-SAS Institute Japan. オーム社
2008

Cによる探索プログラミング : 基礎から遺伝的アル
ゴリズムまで

伊庭斉志 オーム社
2008

マンガでわかる生化学 武村政春-菊野郎-オフィス Sawa. オーム社 2009



プログラミングR : 基礎からグラフィックスまで 高階知巳 オーム社 2008
Rによる計量経済学 : Econometrics 秋山裕 オーム社 2009
44の例題で学ぶ統計的検定と推定の解き方 = 
Statistics, approval and estimation

上田拓治 オーム社
2009

DCCで楽しむ鉄道模型 : DCCの最初の一步はこの一
冊から = Digital Command Control

松本典久 オーム社
2009

社会調查のための統計データ分析 : Survey data 寺島拓幸-広瀬毅士 オーム社 2010
Cによるソフトウェア開発の基礎 : データ構造とア
ルゴリズムの基礎から = Introduction to Software 
Development with C : Fundamentals of data 
structures and algorithms

小高知宏 オーム社

2009

マンガでわかる流体力学 武居昌宏-松下マイ-オフィス Sawa. オーム社 2009
The R Tips : データ解析環境Rの基本技・グラ
フィックス活用集

舟尾暢男 オーム社
2009

TCP/IPをめぐる88問88答 : TCP/IP 88 Q&A : 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol 渡邉郁郎 オーム社

2010

DCCで楽しむ鉄道模型 : Digital Command 
Control.

松本典久 オーム社
2010

プログラミング Ruby 1.9. Thomas, David-Fowler, Chad-Hunt, Andオーム社 2010
プログラミング Ruby 1.9. Thomas, David-まつもとゆきひろ-田和勝   オーム社 2010
実践BCM運用・定着マニュアル : 事業継続マネジメ
ント定着のための実践テクニック

昆正和-小山隆 オーム社
2010

Excelで学ぶ基礎物理学 : Excel 2010/2007対応版 
= Learning mechanics with Excel

山本将史-新田英雄 オーム社
2010

統計を知らない人のためのSAS入門 : Statistical 
analysis system

大橋涉 オーム社
2010

マンガでわかる電気数学 田中賢一-松下マイ-オフィス Sawa. オーム社 2011



家具のクイックスケッチ : みて描ける! みてわかる! 
: mite egakeru! mite wakaru!

大柴健宏-森谷延周, dd 1939- オーム社
2010

遺伝統計学の基礎 : Rによる遺伝因子解析・遺伝子
機能解析 = Genetic statistics

山田亮 オーム社
2010

マンガでわかる虛数・複素数 相知政司-石野人衣-トレンド・プロ. オーム社 2010
地球統計学とクリギング法 : RとgeoRによるデータ
解析

間瀬茂 オーム社
2010

LED発光ダイオードのしくみ : らくらく図解 安藤幸司 オーム社 2010
電気回路基本問題集 : 問題を解くことで回路の知識
が定着する!!

米山淳 オーム社
2010

入門NCプログラミング : 職業訓練用フリーソフト
「CAM13」を利用したマニュアルプログラミング = 
Numerical control programming

一見大輔 オーム社
2011

Excelで解く配管とポンプの流れ : Pipe & pump 板東修, dd 1946- オーム社 2011
Excelで解く機械設計計算 = Mechanical design 
calculations

岡田昌樹-岡田昌樹. オーム社
2011

Excelで解く配管設計法 : Piping design 齋藤義巳 オーム社 2011
金融工学のための遺伝的アルゴリズム : Genetic 
Algorithm+Genetic Programming for Financial 
Engineering

伊庭斉志 オーム社
2011

宇宙エレベーターの物理学 佐藤実 オーム社 2011
Excelで学ぶOR : Learning Operations Research 
with Excel

藤澤克樹-安井雄一郎-後藤順哉 オーム社
2011

USBで動かす電子工作 : かんたん! 小松博史 オーム社 2011
はじめてでも安心コスプレ入門 たかそう-黒淵かしこ-RUMINE-トレンド・オーム社 2011
遺伝子組み換え食品との付き合いかた : GMOの普及
と今後のありかたは?

元木一朗 オーム社
2011

SPSSによるやさしいアンケート分析 小木曽道夫 オーム社 2012
SPSSによるやさしい統計学 岸学 オーム社 2012



技術者倫理とリスクマネジメント : 事故はどうして
防げなかったのか?

中村昌允 オーム社
2012

あかりと照明のサイエンス 牟田淳 オーム社 2011
海底資源 : 海洋国日本の大きな隠し財産 石川憲二 オーム社 2012
マンガでわかる材料力学 末益博志-円茂竹縄-長嶋利夫-オフィス Sawオーム社 2012
Rによる統計的検定と推定 内田治-西澤英子 オーム社 2012
「未来マシン」はどこまで実現したか? : エアカー・
超々音速機・腕時計型通信機・自動調理器・ロボッ
ト

石川憲二 オーム社
2012

人工光型植物工場 : 世界に広がる日本の農業革命 = 
Plant factory with artificial light

古在豊樹 オーム社
2012

Excelで学ぶ微分積分 山本将史 オーム社 2012
SPSSによるテキストマイニング入門 磯崎幸子.-川嶋敦子.-内田治. オーム社 2012
ISO 22301 徹底解說 : BCP・BCMSの構築・運用か
ら認証取得まで

勝俣良介-ニュートン・コンサルティング株オーム社
2012

実践BCP策定マニュアル : 事業継続計画の策定と
BCMSへの応用

昆正和 オーム社
2012

昆虫食古今東西 三橋淳 オーム社 2012
サウンドエフェクトのプログラミング : Cによる音
の加工と音源合成

小坂直敏 オーム社
2012

タッチパネル : 技術開発・市場・アプリケーション
の動向 = Touch panel, touchscreen

西川武士-土屋健一-大井祥子-板倉義雄-越石オーム社
2012

マンガでわかる社会学 栗田宣義-島津蓮-トレンド・プロ. オーム社 2012
統計を知らない人のためのSAS入門 : Ver. 9.3 対応
版 = Statistical analysis system

大橋涉 オーム社
2012

Excelで学ぶ多変量解析入門 : 次世代の解析手法「マ
ルチ回帰」を解說 : Excel 2013/Excel 2010 対応版 菅民郎 オーム社

2013

SPSSによる回帰分析 内田治 オーム社 2013
マンガでわかる発電・送配電 藤田吾郎-十凪高志-オフィス Sawa. オーム社 2013



Excelで学ぶ統計解析入門 : Excel 2013/2010 対応
版 = Statistical analysis

菅民郎 オーム社
2013

マンガでわかる栄養学 薗田勝-こやまけいこ-ビーコムプラス. オーム社 2013
44の例題で学ぶ計量経済学 唐渡広志 オーム社 2013
フォトニック結晶 : ナノ光デバイスを目指して= 
Photonic crystals

Lourtioz, J.-M.-木村達也-Berger, Vincent  オーム社
2012

需要変動と産業集積の力学 : 仲間型取引ネットワー
クの研究 = Network & industrial cluster

加藤厚海 白桃書房
2009

プロデューサーのキャリア連帯 : 映画産業における
創造的個人の組織化戦略 = A sense of solidarity 
that guides careers of producers : strategic 
collaborative organisation of creative individuals 
in the Japanese film industry

山下勝-山田仁一郎 白桃書房

2010

非連続イノベーションの戦略的マネジメント 石井正道 白桃書房 2010
Jリーグの行動科学 : リーダーシップとキャリアのた
めの教訓

高橋潔 白桃書房
2010

リーダーシップの意味構成 : 解釈主義的アプローチ
による実践理論の探求

片岡登 白桃書房
2010

デザイン重視の製品開発マネジメント : 製品開発と
ブランド構築のインタセクション

森永泰史 白桃書房
2010

サプライチェーン・プロセスの運営と変革 : 部門間
の調整とパフォーマンスの関係

中野幹久 白桃書房
2010

法と経済学企業組織論に係る分析手法の研究 : 財産
権, 取引コスト, エージェンシー コスト, コースの定
理の関連性 = Law and economics

拓殖大学研究叢書 . 社会科学 中村竜哉 白桃書房
2010

スラッファの経済 : Piero Sraffa 井上博夫 白桃書房 2010
線形経済学 : 非負解の存在・双対性をめぐって 井上博夫 白桃書房 2010



Subversion 実践入門 : 達人プログラマに学ぶバー
ジョン管理 : 第2版 = The pragmatic 
programmers : Pragmatic version control using 
Subversion, 2nd edition : the pragmatic starter 
kit, volume 1

Mason, Mike-でびあんぐる. オーム社

2009

Flash アニメーション制作バイブル : Flash 
animation bible

Suck, A. e. オーム社
2007

アジャイルプラクティス : 達人プログラマに学ぶ現
場開発者の習慣 = The pragmatic programmers : 
practices of an Agile developer working in the 
real world

Subramaniam, Venkateswarier-木下史彦  オーム社

2007

プログラミング Erlang : Programming Erlang : 
software for a concurrent world

Armstrong, Joe-榊原一矢 オーム社
2008

アジャイルレトロスペクティブズ : 強いチームを育
てる「ふりかえり」の手引き = The pragmatic 
programmers : Agile retrospectives : making 
good teams great

Derby, Esther-角征典-Larsen, Diana オーム社

2008

現場開発者のための達人式プロジェクトマネジメン
ト = The pragmatic programmers : Manage it! : 
your guide to modern, pragmatic project 
management

Rothman, Johanna-でびあんぐる. オーム社

2008

本番用ソフトウェア製品の設計とデプロイのために 
= The pragmatic programmers : Release it! : 
design and deploy production-ready software

Nygard, Michael T.-でびあんぐる. オーム社

2009

Excelで学ぶ原価計算 : Cost accounting 長坂悦敬 オーム社 2009
入門 git Swicegood, Travis-でびあんぐる. オーム社 2009
プログラミング Haskell : Programming in Haskell

Hutton, Graham-山本和彦 オーム社
2009



Railsによるアジャイル Webアプリケーション開発 : 
The Pragmatic programmers : Agile web 
development with Rails

Ruby, Sam-前田修吾-Hansson, David He  オーム社
2009

プログラミング Clojure Halloway, Stuart Dabbs-川合史朗 オーム社 2010
プロジェクトマネジメント標準 PMBOK 入門 広兼修 オーム社 2010
エコカーの技術と未来 : 電気自動車・ハイブリッド
カー・新燃料車

石川憲二 オーム社
2010

宇宙エレベーター : 宇宙旅行を可能にする新技術 石川憲二 オーム社 2010
情熱プログラマー : ソフトウェア開発者の幸せな生
き方 = The pragmatic programmers : The 
passionate programmer : creating a remarkable 
career in software development

Fowler, Chad-Fowler, Chad.-でびあんぐるオーム社

2010

Mac OS X Server 10.6 実践ワークグループ & イン
ターネットサーバ構築

甲斐穣 オーム社
2010

3D 立体映像がやってくる : テレビ・映画の3D普及
はこうなる!

石川憲二 オーム社
2010

レジデント初期研修用資料. medtoolz オーム社 2010
インターネットのカタチ : もろさが織り成す粘り強
い世界

あきみち.-空閑洋平 オーム社
2011

電子書籍で生き残る技術 : 紙との差, 規格の差を乗
り越える

川崎堅二-土岐義恵 オーム社
2010

レジデント初期研修用資料. medtoolz オーム社 2011
アジャイルサムライ : 達人開発者への道 = The 
pragmatic programmers : The agile samurai : 
how agile masters deliver great software

Rasmusson, Jonathan-近藤修平-角掛拓未オーム社
2011

7つの言語 7つの世界 : Ruby, Io, Prolog, Scala, 
Erlang, Clojure, and Haskell = The pragmatic 
programmers : Seven languages in seven 
weeks : a pragmatic guide to learning 
programming languages

Tate, Bruce-田和勝-まつもとゆきひろ オーム社

2011



抽象によるソフトウェア設計 : Alloy ではじめる形
式手法 = Software abstractions : logic, 
language, and analysis

Jackson, Daniel-遠藤侑介-片岡欣夫-酒井政オーム社
2011

電気とエネルギーの未来は? : 新技術の動向と全体最
適化への挑戦

石川憲二 オーム社
2011

Git によるバージョン管理 岩松信洋-小川伸一郎-まえだこうへい-上川オーム社 2011
ソフトウェアの世界でキャリアを築く : Making it 
big in software

Lightstone, Sam-吉平健治 オーム社
2012

OS X Lion Server 実践ワークグループ & インター
ネットサーバ構築

甲斐穣 オーム社
2012

すごい Haskell たのしく学ぼう! = Learn you a 
Haskell for great good!

Lipovača, Miran-村主崇行-田中英行 オーム社
2012

FileMaker Pro 12 基礎講座 for Win/Mac 小山香織 オーム社 2012
関数プログラミング入門 : Haskell で学ぶ原理と技
法 = Introduction to functional programming 
using Haskell

Bird, Richard-山下伸夫 オーム社
2012

Railsによるアジャイル Webアプリケーション開発 : 
The Pragmatic programmers : Agile web 
development with rails

Ruby, Sam-前田修吾-Hansson, David He  オーム社
2011

マスタリング TCP/IP. 竹下隆史-苅田幸雄-荒井透-村山公保 オーム社 2012
実践反復型ソフトウェア開発 津田義史 オーム社 2012
品質管理の統計学 : 製造現場に生かす統計手法 = 
QC : quality control

関根嘉香 オーム社
2012

アートを生み出す七つの数学 牟田淳 オーム社 2013
7つのデータベース 7つの世界 : PostgreSQL, Riak, 
HBase, MongoDB, CouchDB, Neo4J, Redis = 
The pragmatic programmers : Seven databases 
in seven weeks : a guide to modern databases 
and the NoSQL movement

Redmond, Eric-Wilson, Jim R.-角征典 オーム社

2013



ディジタル作法 : カーニハン先生の「情報」教室 = 
D is for digital : what a well-informed person 
should know about computers and 
communications

Kernighan, Brian W.-久野靖 オーム社

2013

Stata による計量政治学 : Quantitative Methods in 
Political Science

浅野正彦-矢内勇生 オーム社
2013

型システム入門 : プログラミング言語と型の理論 Pierce, Benjamin C.-今井宜洋-黒木裕介-今オーム社 2013
製造現場の事故を防ぐ安全工学の考え方と実践 中村昌允 オーム社 2013
宇宙旅行はエレベーターで = Leaving the planet 
by space elevator

Edwards, Bradley C.-関根光宏-Ragan, Phオーム社
2013

マスタリング TCP/IP. 志田智-黒木秀和-矢野ミチル-井上博之-小林オーム社 2013
マスタリング TCP/IP. あきみち-岩田淳-宮永直樹 オーム社 2013
マスタリング TCP/IP. 齋藤孝道 オーム社 2013
入門機械制御と製作実習 : 4軸クレーンを作って学
ぶ機械装置設計

岡田昌樹 オーム社
2013

Excelで学ぶ共分散構造分析とグラフィカルモデリン
グ : Excel 2013/2010/2007 対応版 = Covariance 
structure analysis

小島隆矢-山本将史 オーム社
2013

AI による大規模データ処理入門 小高知宏 オーム社 2013
リーン開発の現場 : カンバンによる大規模プロジェ
クトの運営 = The pragmatic programmers : 
Lean from the trenches : managing large-scale 
projects with Kanban

Kniberg, Henrik-藤原大-市谷聡啓-角谷信太オーム社

2013

日本の知らない風力発電の実力 : 風力発電をめぐる
「誤解」と「神話」を解きほぐす = Wind energy 安田陽 オーム社

2013

SAS Enterprise Guide. 高柳良太-SASインスティチュートジャパンオーム社 2014
はじめての構造化学 : 構造化学のなぜに答える 細矢治夫 オーム社 2013
特許調查とパテントマップ作成の実務 東智朗-星野裕司 オーム社 2011
医師事務作業補助者演習問題集 伊藤典子 オーム社 2013



国内旅行業務取扱管理者必勝問題集 : らくらく解け
る

トラベル & コンダクターカレッジ オーム社
2013

一級ボイラー技士試験スピード仕上げ必勝問題集 南雲健治 オーム社 2013
二級ボイラー技士試験スピード仕上げ必勝問題集 南雲健治 オーム社 2012
OS X Server 実践ワークグループ & インターネッ
トサーバ構築 : Mountain Lion対応版

甲斐穣 オーム社
2012

レジデント初期研修用資料. medtoolz オーム社 2012
プログラミング Clojure Halloway, Stuart Dabbs-川合史朗-Bedra, オーム社 2013
現場がわかる! 電気工事入門 : 電太と学ぶ初步の初
步

オーム社. オーム社
2011

2級土木施工管理技士学科試験 : これだけマスター
オーム社 オーム社

2013

2級土木施工管理技士実地試験 : これだけマスター
吉田勇人 オーム社

2013

1級建築施工管理技士学科試験 : これだけマスター
オーム社 オーム社

2013

1級建築施工管理技士実地試験 : これだけマスター
井上国博-三村大介-黒瀬匠 オーム社

2013

基礎から学ぶ機構学 鈴木健司-森田寿郎 オーム社 2010
超小型衛星ブック : 最先端研究プロジェクトが拓く
未来

大塚実-次世代宇宙システム技術研究組合-超オーム社
2014

わかりやすい材料強さ学 町田輝史 オーム社 1999
ユーザビリティエンジニアリング : ユーザエクスペ
リエンスのための調查, 設計, 評価手法

樽本徹也 オーム社
2014

EUにおけるコーポレート・ガバナンス : 欧州株式会
社制度の体系化と企業の実践

明山健師 税務経理協会
2013

管理会計の理論と実務 : 大手民鉄とゼネコンの管理
会計システム

片岡健治 税務経理協会
2013

所得稅改革 : 日本とドイツ 中村良広 税務経理協会 2013
金融取引をめぐる所得課稅と消費課稅 日下文男 税務経理協会 2013



ファンダメンタル法学・憲法 : Fundamental law, 
constitution

新田浩司-金光寬之 税務経理協会
2013

ロジスティクスの改革最前線と新しい課題 : 
Logistics Innovation & the new Issues

芦田誠 税務経理協会
2013

1級管工事施工実地試験 : これだけマスター 山田 信亮-打矢瀅二 オーム社 2012
2級建築施工管理技士試験 : これだけマスター 吉井和子-速水洋志-池本幸一 オーム社 2011
乙4類危険物試験問題集 : ホントによく出る 鈴木幸男 オーム社 2012
蝦夷史料 東北史史料集 東北大學. 吉川弘文館 1957
奥州藤原史料 東北史史料集 東北大學. 吉川弘文館 1959
古代蝦夷の考古学 工藤雅樹 吉川弘文館 1998
蝦夷と東北古代史 工藤雅樹 吉川弘文館 1998
東北考古学・古代史学史 工藤雅樹 吉川弘文館 1998
律令国家東北史の研究 高橋崇 吉川弘文館 1991
古代東北と栅戶 高橋崇 吉川弘文館 1996
古代東北の支配構造 鈴木拓也 吉川弘文館 1998
蝦夷と古代国家 古代史研究選書 関口明 吉川弘文館 1992
近世国家と東北大名 長谷川成一. 吉川弘文館 2013
アイヌ民族史の研究 : 蝦夷・アイヌ観の歴史的変遷

児島恭子. 吉川弘文館
2013

先代舊事本紀の硏究. 鎌田純一 吉川弘文館 1960
先代舊事本紀の硏究. 鎌田純一 吉川弘文館 1962
太子信仰の硏究 林幹彌 吉川弘文館 1980
郡司及び釆女制度の研究 磯貝正義 吉川弘文館 1978
律令官人制の研究 日本史学研究叢書 野村忠夫 吉川弘文館 1978
日本古代王権と儀式 古瀬奈津子 吉川弘文館 1998
古代対外関係史の研究 鈴木靖民 吉川弘文館 1985
日中宮城の比較硏究 吉田歓 吉川弘文館 2002
平安貴族社会の研究 橋本義彥 吉川弘文館 1976
平安貴族と邸第 朧谷寿 吉川弘文館 2000
慈覚大師伝の研究 佐伯有清. 吉川弘文館 2013



イチョウの自然誌と文化史 Nagata, T. 裳華房 2014
美しい風景の中の住まい学 中山繁信 オーム社 2013
インテリアコーディネーター 2次試験完全攻略 石川はるな-三上孝明-山田信亮-丸山正記-井オーム社 2012
動物の系統分類と進化 新・生命科学シリーズ 藤田敏彦-太田次郎 裳華房 2014
光物性ハンドブック 塩谷繁雄 朝倉書店 1984
計算力学ハンドブック 宮崎則幸-Yagawa, G. 朝倉書店 2007
応用数理計画ハンドブック 松井知己-田村明久-久保幹雄 朝倉書店 2012
内科学 矢崎義雄-杉本恒明-小俣政男 朝倉書店 2007
最新光学技術ハンドブック 辻内順平 朝倉書店 2012
実用光キーワード事典 日本光学測定機工業会 朝倉書店 2005
伝教大師伝の研究 日本史学研究叢書 佐伯有清 吉川弘文館 1992
智証大師伝の研究 佐伯有清 吉川弘文館 1989
智証大師円珍の研究 小山田和夫 吉川弘文館 1990
中世量制史の研究 日本史学研究叢書 宝月圭吾 吉川弘文館 1961
鎌倉幕府御家人制度の研究 田中稔 吉川弘文館 1991
中世祭祀組織の研究 萩原龍夫 吉川弘文館 1975
日本中世の家と親族 高橋秀樹 吉川弘文館 1996
中世の変革と徳政 : 神領興行法の研究 海津一朗. 吉川弘文館 2013
室町幕府と国人一揆 福田豊彦 吉川弘文館 1995
一向一揆の研究 井上銳夫. 吉川弘文館 2013
戦国期室町幕府と将軍 山田康弘 吉川弘文館 2000
戦国大名毛利氏の研究 秋山伸隆 吉川弘文館 1998
戦国大名今川氏の研究 有光友學 吉川弘文館 1994
後北條氏研究 小和田哲男 吉川弘文館 1983
朱印船貿易史の研究 岩生成一 吉川弘文館 1985
近世日本の人口構造 : 德川時代の人口調查と人口状
態に関する研究

関山直太郎 吉川弘文館
1969

近世海難救助制度の研究 金指正三. 吉川弘文館 2013
近世三井経営史の研究 賀川隆行 吉川弘文館 1985
幕末政治と倒幕運動 家近良樹 吉川弘文館 1995



明治政治史の基礎過程 : 地方政治状況史論 有泉貞夫 吉川弘文館 1980
昭和戦中期の総合国策機関 古川隆久 吉川弘文館 1992
昭和天皇と近現代日本 後藤致人. 吉川弘文館 2013
重光葵と戦後政治 武田知己. 吉川弘文館 2013
八幡信仰史の研究. 中野幡能 吉川弘文館 1975
八幡信仰史の研究. 中野幡能 吉川弘文館 1975
平安貴族社会と仏教 日本宗教史研究叢書 速水侑. 吉川弘文館 2013
覚鑁の研究 櫛田良洪 吉川弘文館 1975
親鸞と東国門徒 今井雅晴 吉川弘文館 1999
最新香料の事典 矢島泉-川崎通昭-荒井綜一-小林彰夫 朝倉書店 2012
バイオ研究の舞台裏 : 細胞バンクと研究倫理 ポピュラーサイエンス 水沢博-増井徹-小原有弘 裳華房 2014
放射線の遺伝影響 ポピュラーサイエンス 安田德一 裳華房 2014
火砲の起原とその傳流 有馬成甫 吉川弘文館 1962
近世宿駅制度の硏究 : 中山道追分宿を中心として 児玉幸多 吉川弘文館 1965
近世林業史の研究 所三男 吉川弘文館 1980
徳川初期キリシタン史研究 五野井隆史 吉川弘文館 1992
日蘭文化交涉史の硏究 日本史学研究叢書 板澤武雄 吉川弘文館 1959
親鸞と浄土真宗 今井雅晴 吉川弘文館 2003
板碑源流考 千々和實 吉川弘文館 1987
吉川神道の基礎的研究 平重道 吉川弘文館 1966
沖繩のノロの硏究 宮城栄昌著 吉川弘文館 1979
基本からわかる電気回路講義ノート 岩崎久雄-松井幹彦-宮下収-鷹野一朗-西方正オーム社 2014
基本からわかる電磁気学講義ノート 市川紀充-澤野憲太郎-野村新一-松瀨貢規.-岩オーム社 2014
基本からわかるパワーエレクトロニクス講義ノート

高木亮-鳥居粛-枡川重男-西方正司-高見弘 オーム社
2014

基本からわかる電力システム講義ノート 荒井純一-藤田吾郎-鈴木克巳-伊庭健二 オーム社 2014
ワイヤレス通信工学 OHM大学テキスト 三瓶政一 オーム社 2014
墓の民俗学 岩田重則 吉川弘文館 2003
日本古代の表記と文体 沖森卓也 吉川弘文館 2000
古代の日本 坂本太郎著作集 坂本太郎 吉川弘文館 1989



古事記と日本書記 坂本太郎著作集 坂本太郎 吉川弘文館 1988
六国史 坂本太郎著作集 坂本太郎. 吉川弘文館 2013
風土記と万葉集 坂本太郎著作集 坂本太郎 吉川弘文館 1988
修史と史学 坂本太郎著作集 坂本太郎 吉川弘文館 1989
大化改新 坂本太郎著作集 坂本太郎 吉川弘文館 1988
律令制度 坂本太郎著作集 坂本太郎 吉川弘文館 1989
古代の駅と道 坂本太郎著作集 坂本太郎 吉川弘文館 1989
聖徳太子と菅原道真 坂本太郎著作集 坂本太郎. 吉川弘文館 2013
歴史教育と文化財 坂本太郎著作集 坂本太郎 吉川弘文館 1989
歴史と人物 坂本太郎著作集 坂本太郎 吉川弘文館 1989
わが青春 坂本太郎著作集 坂本太郎 吉川弘文館 1989
座の研究 豊田武著作集 豊田武 吉川弘文館 1982
中世日本の商業 豊田武著作集 豊田武 吉川弘文館 1982
中世の商人と交通 豊田武著作集 豊田武 吉川弘文館 1983
封建都市 豊田武著作集 豊田武 吉川弘文館 1983
宗教制度史 豊田武著作集 豊田武 吉川弘文館 1982
中世の武士団 豊田武著作集 豊田武 吉川弘文館 1982
中世の政治と社会 豊田武著作集 豊田武 吉川弘文館 1983
日本の封建制 豊田武著作集 豊田武 吉川弘文館 1983
家元の研究 西山松之助著作集 西山松之助 吉川弘文館 1982
家元制の展開 西山松之助著作集 西山松之助 吉川弘文館 1982
江戶の生活文化 西山松之助著作集 西山松之助 吉川弘文館 1983
近世文化の研究 西山松之助著作集 西山松之助 吉川弘文館 1983
近世風俗と社会 西山松之助著作集 西山松之助 吉川弘文館 1985
藝道と伝統 西山松之助著作集 西山松之助 吉川弘文館 1984
江戶歌舞伎研究 西山松之助著作集 西山松之助 吉川弘文館 1987
花と日本文化 西山松之助著作集 西山松之助 吉川弘文館 1985
文化財科学の事典 馬淵久夫-三輪嘉六-杉下龍一郎 朝倉書店 2003
電子回路ハンドブック 高木茂孝-兵庫明-藤井信生-関根慶太郎 朝倉書店 2006
日本中世史事典 佐藤和彦-阿部猛 朝倉書店 2008



五街道取締書物類寄　上 近世交通史料集 児玉幸多 吉川弘文館 1967
五街道取締書物類寄　下 近世交通史料集 児玉幸多 吉川弘文館 1968
御伝馬方旧記 近世交通史料集 児玉幸多 吉川弘文館 1969
東海道宿村大概帳 近世交通史料集 児玉幸多 吉川弘文館 1970
中山道宿村大概帳 近世交通史料集 児玉幸多 吉川弘文館 1971
日光・奥州・甲州道中宿村大概帳 近世交通史料集 児玉幸多 吉川弘文館 1972
飛脚関係史料 近世交通史料集 児玉幸多 吉川弘文館 1974
幕府法令　上 近世交通史料集 児玉幸多 吉川弘文館 1978
幕府法令　下 近世交通史料集 児玉幸多 吉川弘文館 1979
道中方秘書 : 五駅弁覽 ; 御触御書付留 ; 他 近世交通史料集 児玉幸多 吉川弘文館 1980
近世地方経済史料　第１巻 小野武夫 吉川弘文館 1932
近世地方経済史料　第２巻 小野武夫 吉川弘文館 1932
近世地方経済史料　第３巻 小野武夫 吉川弘文館 1932
近世地方経済史料　第４巻 小野武夫 吉川弘文館 1932
近世地方経済史料　第５巻 小野武夫 吉川弘文館 1932
近世地方経済史料　第６巻 小野武夫 吉川弘文館 1932
近世地方経済史料　第７巻 小野武夫 吉川弘文館 1931
近世地方経済史料　第８巻 小野武夫 吉川弘文館 1932
近世地方経済史料　第９巻 小野武夫 吉川弘文館 1932
近世地方経済史料　第１０巻 小野武夫 吉川弘文館 1932
御規矩便覧洗馬宿 : 道中御触書小田井宿

中山道交通史料集 . 御触書の部 波田野富信 吉川弘文館
1982

御触書留帳塩尻宿 1
中山道交通史料集 . 御触書の部 波田野富信 吉川弘文館

1985

御触書留帳塩尻宿 2
中山道交通史料集 . 御触書の部 波田野富信 吉川弘文館

1985

江戶幕府法令　上 近世農政史料集 大石慎三郎-児玉幸多 吉川弘文館 1966
江戶幕府法令　下 近世農政史料集 大石慎三郎-児玉幸多 吉川弘文館 1968
旗本領名主日記 近世農政史料集 川村優-児玉幸多 吉川弘文館 1972



現場技術者のための自家用電気工作物の保安と技術
関電工, 株式会社. 東京電機大学出版局

2013

ネットワークスペシャリスト午前試験問題集 : 合格
精選500題

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2013

システムアーキテクト午前試験問題集 : 合格精選
500題

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2013

科学技術報道史 : メディアは科学事件をどのように
報道したか

科学コミュニケーション叢書 御代川貴久夫 東京電機大学出版局
2013

航空無線通信士合格精選400題試験問題集 QCQ企画 東京電機大学出版局 2013
電気と磁気の歴史 : 人と電磁波のかかわり = A 
history of electricity and magnetism

重光司 東京電機大学出版局
2013

リファクタリング シリーズアジャイルソフトウェ
ア開発技術

設楽秀輔-長瀬嘉秀.-テクノロジックアート   東京電機大学出版局
2013

テスト駆動開発 シリーズアジャイルソフトウェ
ア開発技術

設楽秀輔-長瀬嘉秀.-テクノロジックアート  東京電機大学出版局
2013

第二級アマチュア無線技士合格精選400題試験問題
集

吉川忠久. 東京電機大学出版局
2013

データベース シリーズアジャイルソフトウェ
ア開発技術

橋本大輔-長瀬嘉秀.-テクノロジックアート  東京電機大学出版局
2013

情報ネットワーク教科書 高田伸彦-南俊博 東京電機大学出版局 2013
永久磁石同期モータの制御 : センサレスベクトル制
御技術

新中新二 東京電機大学出版局
2013

たのしくできるPIC12F実用回路 鈴木美朗志 東京電機大学出版局 2013
新エネルギーの技術 : 再生可能エネルギー大量導入
社会の実現に向けて = Technology of new energy 西川尚男 東京電機大学出版局

2013

第二級アマチュア無線技士国家試験計算問題突破塾 
: コレなら解ける! 無線工学の計算問題

QCQ 企画 東京電機大学出版局
2013

レーザスキャナによるレンジ画像処理 : Laser 
scanner range image processing

星仰-山田貴浩 東京電機大学出版局
2013



シリコンバレー : スティーブ・ジョブズの摇りかご
脇英世 東京電機大学出版局

2013

PIC16トレーナによるマイコンプログラミング実習
田中博-芹井滋喜 東京電機大学出版局

2013

第3級ハム集中ゼミ : アマチュア無線技士国家試験
吉川忠久 東京電機大学出版局

2013

Excel VBA による制御工学 江口弘文 東京電機大学出版局 2014
基本情報技術者試験午前精選予想500題+最新160題
試験問題集.

東京電機大学 東京電機大学出版局
2014

応用情報技術者試験午前精選予想500題+最新160題
試験問題集.

東京電機大学 東京電機大学出版局
2014

情報セキュリティスペシャリスト試験午前精選予想
500題+最新110題試験問題集.

東京電機大学 東京電機大学出版局
2014

医用音響工学 伊東正安-望月剛 東京電機大学出版局 2014
測量学 ニューパラダイムテキストブッ

ク
森忠次.-村上真幸.-守田秀則.-小泉俊雄.-岡田東京電機大学出版局

2014

ITパスポート試験精選予想400題+最新200題試験問
題集.

東京電機大学 東京電機大学出版局
2014

電験三種理論 : 平成26年度版 合格マスター 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2013
電験三種電力 : 平成26年度版 合格マスター 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2013
電験三種機械 : 平成26年度版 合格マスター 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2013
電験三種法規 : 平成26年度版 合格マスター 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2013
電気設備技術基準・解釈. : 電気事業法, 電気工事士
法, 電気工事業法

東京電機大学 東京電機大学出版局
2014

電気法規と電気施設管理. 竹野正二 東京電機大学出版局 2014
混相流ハンドブック 日本混相流学会 朝倉書店 2004
時間生物学事典 本間研一-石田直理雄 朝倉書店 2008
万葉集古義　総論・索引・首巻OD版 鹿持雅澄 吉川弘文館 2009
万葉集古義　一　OD版 鹿持雅澄 吉川弘文館 2009
万葉集古義　二　OD版 鹿持雅澄 吉川弘文館 2009



万葉集古義　三　OD版 鹿持雅澄 吉川弘文館 2009
万葉集古義　四　OD版 鹿持雅澄 吉川弘文館 2009
万葉集古義　五　OD版 鹿持雅澄 吉川弘文館 2009
万葉集古義　六　OD版 鹿持雅澄 吉川弘文館 2009
吾妻鏡　吉川本　一　OD版 早川純三郎 吉川弘文館 2008
吾妻鏡　吉川本　二　OD版 早川純三郎 吉川弘文館 2008
吾妻鏡　吉川本　三　OD版 早川純三郎 吉川弘文館 2008
万葉集古義　七　OD版 鹿持雅澄 吉川弘文館 2009
万葉集古義　八　OD版 鹿持雅澄 吉川弘文館 2009
万葉集古義　九　OD版 鹿持雅澄 吉川弘文館 2009
ロボコンマガジン. 吾妻直記 オーム社 2014
ロボコンマガジン. 吾妻直記 オーム社 2014
ロボコンマガジン. 吾妻直記 オーム社 2014
ロボコンマガジン. 須山大輔 オーム社 2014
法則の辞典 山崎昶 朝倉書店 2006
基本からわかる信号処理講義ノート 久保田彰-陶山健仁-田口亮-渡部英二.-神野健オーム社 2014
情報通信ネットワーク OHM大学テキスト 滝根哲哉. オーム社 2013
岩波講座　日本の思想　第一巻　「日本」と日本思
想

岩波講座日本の思想 苅部　直　編集委員／黒住　真　編集委員／ 　 　 　 　岩波書店
2013

岩波講座　日本の思想　第二巻　場と器　思想の記
録と伝達

岩波講座日本の思想 苅部　直　編集委員／黒住　真　編集委員／ 　 　 　 　岩波書店
2013

岩波講座　日本の思想　第三巻　内と外　対外観と
自己像の形成

岩波講座日本の思想 苅部　直　編集委員／黒住　真　編集委員／ 　 　 　 　岩波書店
2014

岩波講座　日本の思想　第四巻　自然と人為　「自
然」観の変容

岩波講座日本の思想 苅部　直　編集委員／黒住　真　編集委員／ 　 　 　 　岩波書店
2013

岩波講座　日本の思想　第五巻　身と心　人間像の
転変

岩波講座日本の思想 苅部　直　編集委員／黒住　真　編集委員／ 　 　 　 　岩波書店
2013

岩波講座　日本の思想　第六巻　秩序と規範　「国
家」のなりたち

岩波講座日本の思想 苅部　直　編集委員／黒住　真　編集委員／ 　 　 　 　岩波書店
2013



岩波講座　日本の思想　第七巻　儀礼と創造　美と
芸術の原初

岩波講座日本の思想 苅部　直　編集委員／黒住　真　編集委員／ 　 　 　 　岩波書店
2013

岩波講座　日本の思想　第八巻　聖なるものへ　躍
動するカミとホトケ

岩波講座日本の思想 苅部　直　編集委員／黒住　真　編集委員／ 　 　 　 　岩波書店
2014

岩波講座　計算科学　1　計算の科学 岩波講座計算科学 宇川　彰　編集委員／押山　淳　編集委員／ 　 　 　 　 　 　 　 　岩波書店 2013
岩波講座　計算科学　2　計算と宇宙 岩波講座計算科学 宇川　彰　編集委員／押山　淳　編集委員／ 　 　 　 　 　 　 　 　岩波書店 2012
岩波講座　計算科学　3　計算と物質 岩波講座計算科学 宇川　彰　編集委員／押山　淳　編集委員／ 　 　 　 　 　 　 　 　岩波書店 2012
岩波講座　計算科学　4　計算と生命 岩波講座計算科学 宇川　彰　編集委員／押山　淳　編集委員／ 　 　 　 　 　 　 　 　岩波書店 2012
岩波講座　計算科学　5　計算と地球環境 岩波講座計算科学 宇川　彰　編集委員／押山　淳　編集委員／ 　 　 　 　 　 　 　 　岩波書店 2012
岩波講座　計算科学　6　計算と社会 岩波講座計算科学 宇川　彰　編集委員／押山　淳　編集委員／ 　 　 　 　 　 　 　 　岩波書店 2012
岩波講座　計算科学　別巻　スーパーコンピュータ

岩波講座計算科学 宇川　彰　編集委員／押山　淳　編集委員／ 　 　 　 　 　 　 　 　岩波書店
2012

鷗外近代小説集　第1巻　舞姫　ヰタ・セクスアリス　
ほか

鷗外近代小説集 森　鷗外　著／宗像　和重　注釈／松木　博　岩波書店
2013

鷗外近代小説集　第2巻　普請中　鶏　ほか 鷗外近代小説集 森　鷗外　著／瀧本　和成　注釈／井上　優　岩波書店 2012
鷗外近代小説集　第3巻　仮面　灰燼　ほか 鷗外近代小説集 森　鷗外　著／金子　幸代　注釈／古郡　康 　岩波書店 2013
鷗外近代小説集　第4巻　青年 鷗外近代小説集 森　鷗外　著／須田　喜代次　注釈 岩波書店 2012
鷗外近代小説集　第5巻　蛇　カズイスチカ　ほか

鷗外近代小説集 森　鷗外　著／出原　隆俊　注釈／小林　幸 　岩波書店
2013

鷗外近代小説集　第6巻　かのやうに　雁　ほか 鷗外近代小説集 森　鷗外　著／大塚　美保　注釈／酒井　敏　岩波書店 2012
動物行動の分子生物学 新・生命科学シリーズ 久保健雄-竹内秀明-上川内あづさ-奥山輝大裳華房 2014
松屋筆記　一   OD版 小山田與淸-市島謙吉 吉川弘文館 2008
参考保元平治物語 : 国書刊行会本 今井弘濟-內藤貞顯-早川純三郎 吉川弘文館 2007
醸造・発酵食品の事典 長沢道太郎-永見憲三-蓼沼誠-吉沢淑-石川雄朝倉書店 2010
根の事典 根の事典編集委員会 朝倉書店 2009
水産大百科事典 水産総合研究センター. 朝倉書店 2012
松屋筆記　二　OD版 小山田與淸-市島謙吉 吉川弘文館 2008
ネイティブ添削で学ぶ英文ライティング : Real 
English writing through corrections

英語便 研究社
2012

ネイティブが教える英語の語法とライティング Thayne, David A. 研究社 2011



ネイティブが教えるほんとうの英語の冠詞の使い方
Thayne, David A.-古正佳緖里-森田修 研究社

2013

ネイティブが教える英語の形容詞の使い分け Thayne, David A.-古正佳緖里 研究社 2013
ネイティブが教えるほんとうの英語の助動詞の使い
方

Thayne, David A.-古正佳緖里 研究社
2014

頂上制覇TOEIC®テスト. Hilke, Robert A.-Cook, Tony-小石裕子 研究社 2013
TOEIC®テスト魔法の単語帳 白野伊津夫 研究社 2009
必ずものになる話すための英文法. 市橋敬三 研究社 2006
必ずものになる話すための英文法. 市橋敬三 研究社 2006
必ずものになる話すための英文法. 市橋敬三 研究社 2006
必ずものになる話すための英文法. 市橋敬三 研究社 2006
必ずものになる話すための英文法. 市橋敬三 研究社 2008
必ずものになる話すための英文法. 市橋敬三 研究社 2008
必ずものになる話すための英文法. 市橋敬三 研究社 2010
留学英会話ハンドブック : Campus English A to Z

仁木久恵-West, William W.-田中典子 研究社
2010

とっさのときに困らない英語の30秒スピーチ : CD 
book

小坂貴志,-Rose, Heath 研究社
2010

語根で覚える英単語 : 語源によるラクラク英単語記
憶法

Dutcher, David P.-池田和夫-東信行-研究社研究社
2008

語根で覚える英単語プラス : 語源によるサクサク英
単語10倍記憶法

池田和夫-研究社. 研究社
2010

頂上制覇TOEIC®テスト. Hilke, Robert A.-Cook, Tony-Monteath,  研究社 2013
コミュニケーションを円滑にするほめる英語・励ま
す英語

Davenport, Clyde W. 研究社
2011

ロボコンマガジン. 須山大輔 オーム社 2014
災害時にこそ問われる学級経営力. 早稲田大学ブックレット : 「震

災後」に考える
河村茂雄 早稲田大学出版部

2011

災害に強い電力ネットワーク : スマートグリッドの
基礎知識

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

横山隆一 早稲田大学出版部
2011



東日本大震災とコンビニ : 便利さ (コンビニエンス) 
を問い直す

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

川辺信雄 早稲田大学出版部
2011

3.11 津波で何が起きたか : 被害調查と減災戦略 早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

柴山知也 早稲田大学出版部
2011

地方自治体は重い負担に耐えられるか : 「民」の力
を結集する方法

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

小林麻理 早稲田大学出版部
2011

拡大する放射能污染と法規制 : 穴だらけの制度の現
状

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

日置雅晴 早稲田大学出版部
2011

0泊3日の支援からの出発 : 早稲田大学ボランティア
センター・学生による復興支援活動

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

加藤基樹 早稲田大学出版部
2011

復興政策をめぐる《正》と《善》 : 震災復興の政治
経済学を求めて.

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

河野勝-金慧-鈴村興太郎-須賀晃一 早稲田大学出版部
2012

東日本大震災と憲法 : この国への直言 早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

水島朝穂 早稲田大学出版部
2012

学生のパワーを被災地へ! : 「早稲田型ボランティ
ア」の舞台裏

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

岩井雪乃 早稲田大学出版部
2012

卒業論文・修士論文作成の要点整理実践マニュアル
滝川好夫 税務経理協会

2014

会計学はどこで道を間違えたのか 田中弘 税務経理協会 2013
複眼思考の会計学 : 国際会計基準は誰のものか 田中弘 税務経理協会 2011
暗算で解ける日商簿記 3級 : 電卓なしで, どこでも
簡単にできる

堀川洋 税務経理協会
2011

暗算で解ける日商簿記 2級. : 電卓なしで, どこでも
簡単にできる

堀川洋 税務経理協会
2012

暗算で解ける日商簿記 2級. : 電卓なしで, どこでも
簡単にできる

堀川洋 税務経理協会
2012

松屋筆記　三　OD版 小山田與淸-市島謙吉 吉川弘文館 2008
参考太平記　一　OD版 今井弘濟-早川純三郎-內藤貞顯 吉川弘文館 2008
参考太平記　二　OD版 今井弘濟-早川純三郎-內藤貞顯 吉川弘文館 2008
思春期の性　いま、何を、どう伝えるか 岩室紳也 大修館書店 2008



エイズ　いま、何を、どう伝えるか 岩室紳也 大修館書店 1996
ベストプレイへのメンタルトレーニング　改訂版 徳永幹雄 大修館書店 2003
バレーボールのメンタルマネジメント 遠藤俊郎 大修館書店 2007
運動処方の実際 PH選書 池上晴夫 大修館書店 1987
元気をつくるシニアエイジの健康エクササイズ 武井正子 大修館書店 2007
「気づき」で変わるミドルエイジの健康エクササイ
ズ

武井正子 大修館書店
2009

父親のための性教育入門 山本直英 大修館書店 1993
健康教育への招待 高橋宏之 大修館書店 1996
これからの養護教諭 : 教育的視座からの提言 森昭三 大修館書店 1991
スポーツ産業論 松田義幸 大修館書店 1996
賢いスポーツ少年を育てる : みずから考え行動でき
る子にするスポーツ教育

永井洋一 大修館書店
2010

カウンターアタック : 返し技・反撃の戦略思考 永井洋一 大修館書店 2012
新版　運動指導の心理学 杉原隆 大修館書店 2008
バスケットボール指導全書１　コーチングの理論と
実際

バスケットボール指導全書 吉井四郎 大修館書店
1986

バスケットボール指導全書２　基本戦法による攻防
バスケットボール指導全書 吉井四郎 大修館書店

1987

バスケットボール指導全書３　特殊戦法による攻防
バスケットボール指導全書 吉井四郎 大修館書店

1989

私の信じたバスケットボール 吉井四郎 大修館書店 1994
ブランド管理論 : Global brand management 原田将 白桃書房 2010
文化遺産の保全と復興の哲学 : 自然との創造的関係
の再生

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

中川武-Waseda Daigaku. 早稲田大学出版部
2012

被災地の子どもの心に寄り添う : 臨床心理学からの
アドバイス

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

本田恵子 早稲田大学出版部
2012

三陸にジオパークを : 未来のいのちを守るために 早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

高木秀雄 早稲田大学出版部
2012



大規模災害に強い自治体間連携 : 現場からの報告と
提言

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

稲継裕昭 早稲田大学出版部
2012

「日常」の回復 : 江戶儒学の「仁」の思想に学ぶ 早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

土田健次郎-河村茂雄 早稲田大学出版部
2012

《当事者》としていかに危機に向き合うか 早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

清水和巳-友利厚夫-荒木一法-河野勝-小西秀早稲田大学出版部
2012

早く的確な救援のために : 初動体制ガイドラインの
提案

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

中村民雄 早稲田大学出版部
2012

新聞は大震災を正しく伝えたか : 学生たちの紙面分
析

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

花田達朗-早稲田大学. 早稲田大学出版部
2012

東日本大震災と環境污染 : アースドクターの診断 早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

香村一夫-名古屋俊士-大河内博 早稲田大学出版部
2012

ともに生きた, 伝えた : 地域紙「石卷かほく」の 1
年

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

三陸河北新報社. 早稲田大学出版部
2012

フクシマ原発の失敗 : 事故対応過程の検証とこれか
らの安全規制

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

松岡俊二 早稲田大学出版部
2012

災害に強い社会をつくるために : 科学者の役割・大
学の使命

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

鈴村興太郎-浜田政則-岡芳明-鎌田薰-浦野正早稲田大学出版部
2012

復興に女性たちの声を : 「3・11」とジェンダー 早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

村田晶子 早稲田大学出版部
2012

あの日私たちは東北へ向かった : 国際協力NGOと
3・11

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

多賀秀敏-国際協力NGOセンター 早稲田大学出版部
2012

ジャーナリズムの〈いま〉を問う : 早稲田ジャーナ
リズム大賞パネルディスカッションより

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

佐野眞一 早稲田大学出版部
2012

風化と闘う記者たち : 忘れない平成三陸大津波 早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

岩手日報社. 早稲田大学出版部
2012

原発政策を考える3つの視点 早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

今井亮佑-川岸令和-斎藤純一 早稲田大学出版部
2013

震災後に読む文学 早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

堀内正規. 早稲田大学出版部
2013



津波被災地の500日 : 大槌・石卷・釜石にみる暮ら
し復興への困難な步み

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

大矢根淳-秋吉恵-吉川忠寬-浦野正樹-野坂真早稲田大学出版部
2013

ふくしま・震災後の生活保障 : 大学生たちの目で見
た現状

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

菊池馨実-福島大学.-早稲田大学. 早稲田大学出版部
2013

ガジュマル的支援のすすめ : 一人ひとりのこころに
寄り添う

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

辻内琢也 早稲田大学出版部
2013

ともに創る! まちの新しい未来 : 気仙沼復興塾の挑
戦

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

早田宰-阿部俊彦-沼田真一-加藤基樹 早稲田大学出版部
2013

復興まちづくりに文化の風を : 日中共同ワーク
ショップの試み

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

中川武-日中共同ワークショップ編集委員会早稲田大学出版部
2013

原子力規制委員会の社会的評価 : 3つの基準と3つの
要件

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

黒川哲志-師岡慎一-松岡俊二 早稲田大学出版部
2013

フクシマから日本の未来を創る : 復興のための新し
い発想

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

松岡俊二-いわきおてんとSUN企業組合 早稲田大学出版部
2013

大災害時に物流を守る : 燃料多様化による対応を 早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

恩藏直人-早稲田大学マーケティング・コミ早稲田大学出版部
2014

東京湾岸の地震防災対策 : 臨海コンビナートは大丈
夫か

早稲田大学ブックレット : 「震
災後」に考える

佐藤孝治-飯塚信夫-中村孝明-濱田政則-樋口早稲田大学出版部
2014

全契約社員の正社員化 : 私鉄広電支部・混迷から再
生へ(1993年-2009年) = Converting all contract 
workers into full-time workers : a case study of 
"Hiroshima Dentetsu" Labor Union in the private 
railway industry

早稲田大学学術叢書 河西宏祐 早稲田大学出版部

2011

ジョン・デューイの経験主義哲学における思考論 : 
知性的な思考の構造的解明 = John Dewey's 
doctrine of thinking in his philosophy of 
empiricism : an elucidation of the structure of 
intelligent thinking

早稲田大学学術叢書 藤井千春 早稲田大学出版部

2010

霞ケ浦の環境と水辺の暮らし : パートナーシップ的
発展論の可能性

早稲田大学学術叢書 鳥越皓之 早稲田大学出版部
2010



清朝とチベット仏教 : 菩薩王となった乾隆帝 早稲田大学学術叢書 石濱裕美子 早稲田大学出版部 2011
朝河貫一論 : その学問形成と実践 早稲田大学学術叢書 山内晴子 早稲田大学出版部 2010
Negotiating History : From Romanticism to 
Victorianism

早稲田大学学術叢書 鈴木理恵子. 早稲田大学出版部
2012

Pageant Fever : Local History and Consumerism 
in Edwardian England

早稲田大学学術叢書 吉野亜矢子. 早稲田大学出版部
2011

アジア冷戦に挑んだ平和運動 : タイ共産党の統一戦
線活動と大衆参加 = The peace movement during 
the early Cold War years in Asia : the 
development of the United Front of the 
Communist Party of Thailand and the 
participation of multiple actors

早稲田大学学術叢書 高橋勝幸 早稲田大学出版部

2014

人道的介入 : 秩序と正義, 武力と外交 = 
Humanitarian intervention : order and justice, 
force and diplomacy

早稲田大学学術叢書 小松志朗 早稲田大学出版部
2014

石が語るアンコール遺跡 : 岩石学からみた世界遺産 
= When the building blocks of Angkor speak : 
petrological approaches to the world heritage

早稲田大学学術叢書 内田悦生-下田一太 早稲田大学出版部

2011

キーワードでたどる福祉の30年 白澤政和 中央法規出版 2011
価値と倫理を根底に置いたソーシャルワーク演習 : 
Social worker

川村隆彦 中央法規出版
2002

介護保険論 : 福祉の解体と再生 池田省三 中央法規出版 2011
支援者が成長するための50の原則 : あなたの心と力
を築く物語

川村隆彦 中央法規出版
2006

対人援助のための相談面接技術 : 逐語で学ぶ21の技
法

岩間伸之 中央法規出版
2008

事例で深めるソーシャルワーク実習 川村隆彦 中央法規出版 2014
地域のネットワークづくりの方法 : 地域包括ケアの
具体的な展開

白澤政和 中央法規出版
2013



日本の人口減少社会を読み解く : 最新データからみ
る少子高齢化

高橋重鄉-京極高宣 中央法規出版
2008

福祉改革研究 : 回顧と展望 古川孝順 中央法規出版 2012
在宅医療の諸相と方法 明日の在宅医療 前沢政次-黒岩卓夫-佐藤智 中央法規出版 2008
在宅医療の経済的基盤 明日の在宅医療 田中滋-西村周三-佐藤智 中央法規出版 2008
新日本古典文学大系　第1巻　萬葉集一 新日本古典文学大系 佐竹　昭広　校注／山田　英雄　校注／大谷　 　 　 　 　 　岩波書店 1999
新日本古典文学大系　第2巻　萬葉集二 新日本古典文学大系 佐竹　昭広／山田　英雄／大谷　雅夫／山崎　 　岩波書店 2000
新日本古典文学大系　第3巻　萬葉集三 新日本古典文学大系 佐竹　昭広　校注／山田　英雄　校注／工藤　 　 　 　 　 　岩波書店 2002
新日本古典文学大系　第4巻　萬葉集四 新日本古典文学大系 佐竹　昭広　校注／山田　英雄　校注／工藤　 　 　 　 　 　岩波書店 2003
新日本古典文学大系　第105巻　萬葉集索引 新日本古典文学大系 佐竹　昭広　編／山田　英雄　編／工藤　力 　 　 　 　 　岩波書店 2004
新日本古典文学大系　第5巻　古今和歌集 新日本古典文学大系 小島　憲之　校注／新井　栄蔵　校注 岩波書店 1989
新日本古典文学大系　第6巻　後撰和歌集 新日本古典文学大系 片桐　洋一　校注 岩波書店 1990
新日本古典文学大系　第7巻　拾遺和歌集 新日本古典文学大系 小町谷　照彦　校注 岩波書店 1990
新日本古典文学大系　第8巻　後拾遺和歌集 新日本古典文学大系 久保田　淳　校注／平田　喜信　校注 岩波書店 1994
新日本古典文学大系　第9巻　金葉和歌集　詞花和歌
集

新日本古典文学大系 川村　晃生　校注／柏木　由夫　校注／工藤　 　岩波書店
1989

新日本古典文学大系　第10巻　千載和歌集 新日本古典文学大系 片野　達郎　校注／松野　陽一　校注 岩波書店 1993
新日本古典文学大系　第11巻　新古今和歌集 新日本古典文学大系 田中　裕　校注／赤瀬　信吾　校注 岩波書店 1992
新日本古典文学大系　第101巻　八代集総索引 新日本古典文学大系 久保田　淳　監修 岩波書店 1995
回路理論 : Circuit theory 基本を学ぶ 渡部英二 オーム社 2012
電力工学 : Electric power engineering 基本を学ぶ 安岡康一 オーム社 2012
電気回路 : Electric circuit 基本を学ぶ 水井潔 オーム社 2012
電気電子計測 : Electrical and electronic 
measurement

基本を学ぶ 南谷晴之-福田誠 オーム社
2013

コンピュータネットワーク : Computer network 基本を学ぶ 菅原真司 オーム社 2012
3種冷凍試験攻略問題集 Exercise Book 山村和司 オーム社 2014
電験三種精選問題 不動弘幸 オーム社 2014
完全図解電気と電子の基礎教室 : 回路の理解から制
御まで

大浜庄司 オーム社
2014

フィンランド語のすすめ. : Suomi 佐久間淳一 研究社 2004



フィンランド語のすすめ. : Suomi 佐久間淳一 研究社 2004
名句で読む英語聖書 : 聖書と英語文化 寺澤芳雄 研究社 2010
英語固有名詞語源小辞典 : A concise dictionary of 
English proper names

苅部恒徳 研究社
2011

漢字ときあかし辞典 円満字二郎 研究社 2012
部首ときあかし辞典 円満字二郎 研究社 2013
ロボット考学と人間 : 未来のためのロボット工学 森政弘 オーム社 2014
集積回路工学 OHM大学テキスト 吉本雅彦 オーム社 2013
光エレクトロニクス OHM大学テキスト 的場修 オーム社 2013
電力発生・輸送工学 OHM大学テキスト 伊与田功 オーム社 2013
情報・符号理論 OHM大学テキスト 楫勇一 オーム社 2013
高電圧工学 OHM大学テキスト 山本修-濱田昌司 オーム社 2013
通信方式 OHM大学テキスト 守倉正博 オーム社 2013
電力システム工学 OHM大学テキスト 石亀篤司 オーム社 2013
コンピュータアーキテクチャ OHM大学テキスト 中島康彦 オーム社 2012
二級ボイラー技士試験攻略テキスト 矢部秀昭 オーム社 2014
大学院入試合格演習. 姬野俊一 オーム社 2014
やさしい機械図面の見方・描き方 住野和男-大塚ゆみ子-鈴木剛志 オーム社 2014
統計ソフトUEDAの使い方 上田尚一 朝倉書店 2002
後漢政治制度の研究 : The study of political 
institutions in the later Han Dynasty

早稲田大学学術叢書 渡邉将智 早稲田大学出版部
2014

制度変革の政治経済過程 : 戦前期日本における営業
稅廃稅運動の研究 = Political economy of 
institutional change : the business tax-repeal 
movement in prewar Japan

早稲田大学学術叢書 石井裕晶 早稲田大学出版部

2014

オッフェンバックと大衆芸術 : パリジャンが愛した
夢幻オペレッタ = Offenback and popular art : 
opérette-féerie, loved by Parisians

早稲田大学学術叢書 森佳子 早稲田大学出版部
2014



英国のシティズンシップ教育 : 社会的包摂の試み = 
Education for citizenship in England : the 
challenges for social inclusion

早稲田大学学術叢書 北山夕華 早稲田大学出版部
2014

An Automodular View of English Grammar 早稲田大学学術叢書 Ueno, Yoshio 早稲田大学出版部 2014
中国古代の社会と黄河 早稲田大学学術叢書 濱川栄 早稲田大学出版部 2009
金元時代の華北社会と科挙制度 : もう一つの「士人
層」 = Northern Chinese society and the 
examinations system under Jurchen and Mongol

早稲田大学学術叢書 飯山知保 早稲田大学出版部

2011

対話のことばの科学 : プロソディが支えるコミュニ
ケーション = The science of the language of 
dialogs : prosody facilitates communication

早稲田大学学術叢書 市川熹 早稲田大学出版部
2011

モンゴル近現代史研究 : 1921-1924年 : 外モンゴ
ルとソヴィエト, コミンテルン = Outer Mongolia's 
relationship with Soviet Russia and the 
Cmintern : from 1921-1924

早稲田大学学術叢書 青木雅浩 早稲田大学出版部

2011

日独比較研究市町村合併 : 平成の大合併はなぜ進展
したか? = Comparative study on municipal 
mergers between Japan and Germany : why did 
"Heisei no Daigappei" make progress?

早稲田大学学術叢書 片木淳 早稲田大学出版部

2012

島村抱月の文藝批評と美学理論 : Literary criticism 
and aesthetic theory of Shimamura Hogetsu 早稲田大学学術叢書 岩佐壯四郎 早稲田大学出版部

2013

分水と支配 : 金· モンゴル時代華北の水利と農業 = 
Water allocation and governance : water 
conservancy and agriculture in Northern China 
under Jurchen and Mongol rule

早稲田大学学術叢書 井黒忍 早稲田大学出版部

2013



民主化と市民社会の新地平 : フィリピン政治のダイ
ナミズム = New perspective on democratization 
and civil society : the dynamism of politics in 
the Philippines

早稲田大学学術叢書 五十嵐誠一 早稲田大学出版部

2011

平曲譜本による近世京都アクセントの史的研究 = 
Historical study of pitch accent in early-modern 
Kyoto Japanese using scores to Heikyoku

早稲田大学学術叢書 上野和昭 早稲田大学出版部

2011

ヘーゲル・未完の弁証法 : 「意識の経験の学」とし
ての「精神現象学」の批判的研究 = Hegel: the 
unfinished dialectic : a critical study of The 
phenomenology of spirit as the "Science of the 
experience of consciousness"

早稲田大学学術叢書 黒崎剛 早稲田大学出版部

2012

介護保険の意味論 : 制度の本質から介護保険のこれ
からを考える

堤修三 中央法規出版
2010

ソーシャルワーカーの力量を高める理論・アプロー
チ : Social worker

川村隆彦 中央法規出版
2011

高齢社会基礎資料. エイジング総合研究センター 中央法規出版 2014
在宅医療の展望 明日の在宅医療 高久史麿-山口昇-佐藤智-大島伸一 中央法規出版 2008
在宅での看取りと緩和ケア 明日の在宅医療 村松静子-鈴木荘一-佐藤智 中央法規出版 2008
高齢者ケアと在宅医療 明日の在宅医療 大内尉義-野中博-佐藤智 中央法規出版 2008
在宅医療・訪問看護と地域連携 明日の在宅医療 川越博美-片山壽-佐藤智 中央法規出版 2008
在宅医療と人材養成・人材確保 明日の在宅医療 井部俊子-開原成允-佐藤智 中央法規出版 2008
社会福祉の拡大と限定 : 社会福祉学は双頭の要請に
どう応えるか

古川孝順 中央法規出版
2009

共生社会の実現 : 少子高齢化と社会保障改革 京極高宣 中央法規出版 2010
福祉レジームの転換 : 社会福祉改革試論 = 
Welfare-regime shift

京極高宣 中央法規出版
2013

福祉政策理論の検証と展望 日本社会福祉学会 中央法規出版 2008
日立インスパイア環境経営 （株）日立製作所 地球環境戦略室 東洋経済新報社 2009



ビジネス英語はＩＲレポートで学べ！ 中村澄子 東洋経済新報社 2009
グッズとバッズの経済学（第２版） 細田衛士 東洋経済新報社 2012
日本の水ビジネス 中村吉明 東洋経済新報社 2010
３か月でやり直し！　英語モジュール学習法 竹村和浩 東洋経済新報社 2013
イラストでわかる　仕事ができる人の問題解決の技
術

高橋誠-ふるはしひろみ 東洋経済新報社
2004

入門経済学（第２版） 井原哲夫 東洋経済新報社 2013
初心者のための　経済指標の見方・読み方 塚崎公義 東洋経済新報社 2010
「組織英語力」の作り方 小林一雅 東洋経済新報社 2011
ビジネス・インテリジェンス 北岡元 東洋経済新報社 2009
安心の社会保障改革 橘木俊詔 東洋経済新報社 2010
図解　アメリカ経済がわかる本 平田潤 東洋経済新報社 2012
市場主義３．０ 山田久 東洋経済新報社 2012
これから世界で起こること 中原 圭介 東洋経済新報社 2012
アフリカビジネス入門 芝陽一郎 東洋経済新報社 2011
転換期を迎えるインド 岩垂好彦-中島久雄 東洋経済新報社 2012
データで読み解く中国経済 川島博之 東洋経済新報社 2012
やっぱりアメリカ経済を学びなさい 小野亮-安井明彦 東洋経済新報社 2013
中国自壊 増田悦佐 東洋経済新報社 2013
言葉力が人を動かす 坂根正弘 東洋経済新報社 2012
こうして私は外資４社のトップになった 秋元征紘 東洋経済新報社 2009
実践　ＢｔｏＢマーケティング 余田拓郎-首藤明敏 東洋経済新報社 2013
レバレッジ・リーディング 本田直之 東洋経済新報社 2006
「Ａ４一枚」仕事術 三木雄信 東洋経済新報社 2007
仕事ができる人の５日で身につく「伝える技術」改
訂版

西野浩輝 東洋経済新報社
2012

「段取り」の鉄人 陳建一 東洋経済新報社 2012
知らないと損する会社と職場の歩き方 高城幸司 東洋経済新報社 2013
フレームワークを使いこなすための５０問 牧田幸裕 東洋経済新報社 2009
中国人にネットで売る！ 徐向東 東洋経済新報社 2011



領収書１枚で経理センスが身につく本 梅田泰宏 東洋経済新報社 2009
なぜあの人の解決策はいつもうまくいくのか？ 枝廣淳子-小田理一郎 東洋経済新報社 2007
リーダーになる人の「ランチェスター戦略」入門 福田秀人 東洋経済新報社 2009
トップ営業のフレームワーク 高城幸司 東洋経済新報社 2010
問題解決をはかる　ハーバード流交渉戦略 御手洗昭治-秋沢伸哉 東洋経済新報社 2013
外資系コンサルのスライド作成術 山口周 東洋経済新報社 2012
スマホ時代のタスク管理「超」入門 佐々木正悟-大橋えつ夫 東洋経済新報社 2013
プロの学び力 清水久三子 東洋経済新報社 2007
プロの資料作成力 清水久三子 東洋経済新報社 2012
米国製エリートは本当にすごいのか？ 佐々木紀彦 東洋経済新報社 2011
日産　驚異の会議 漆原次郎 東洋経済新報社 2012
プロフェッショナルリーダーの教科書 経営者ブートキャンプ 東洋経済新報社 2011
ロジカル・ライティング 照屋華子 東洋経済新報社 2006
新日本古典文学大系　第12巻　続日本紀一 新日本古典文学大系 青木　和夫　校注／稲岡　耕二　校注／笹山　 　 　 　岩波書店 1989
新日本古典文学大系　第13巻　続日本紀二 新日本古典文学大系 青木　和夫　校注／稲岡　耕二　校注／笹山　 　 　 　岩波書店 1990
新日本古典文学大系　第14巻　続日本紀三 新日本古典文学大系 青木　和夫　校注／稲岡　耕二　校注／笹山　 　 　 　岩波書店 1992
新日本古典文学大系　第15巻　続日本紀四 新日本古典文学大系 青木　和夫　校注／稲岡　耕二　校注／笹山　 　 　 　岩波書店 1995
新日本古典文学大系　第16巻　続日本紀五 新日本古典文学大系 青木　和夫　校注／稲岡　耕二　校注／笹山　 　 　 　岩波書店 1998
新日本古典文学大系　第103巻　続日本紀索引年表

新日本古典文学大系 笹山　晴生　編／吉村　武彦　編 岩波書店
2000

新日本古典文学大系　第33巻　今昔物語集一 新日本古典文学大系 今野　達　校注 岩波書店 1999
新日本古典文学大系　第34巻　今昔物語集二 新日本古典文学大系 小峯　和明　校注 岩波書店 1999
新日本古典文学大系　第35巻　今昔物語集三 新日本古典文学大系 池上　洵一　校注 岩波書店 1993
新日本古典文学大系　第36巻　今昔物語集四 新日本古典文学大系 小峯　和明　校注 岩波書店 1994
新日本古典文学大系　第37巻　今昔物語集五 新日本古典文学大系 森　正人　校注 岩波書店 1996
新日本古典文学大系　第104巻　今昔物語集索引 新日本古典文学大系 小峯　和明　編 岩波書店 2001
新日本古典文学大系　第69巻　初期俳諧集 新日本古典文学大系 森川　昭　校注／加藤　定彦　校注／乾　裕 　岩波書店 1991
新日本古典文学大系　第70巻　芭蕉七部集 新日本古典文学大系 白石　悌三　校注／上野　洋三　校注 岩波書店 1990
新日本古典文学大系　第71巻　元禄俳諧集 新日本古典文学大系 大内　初夫　校注／櫻井　武次郎　校注／雲 　 　岩波書店 1994
新日本古典文学大系　第72巻　江戸座点取俳諧集 新日本古典文学大系 鈴木　勝忠　校注／石川　八朗　校注／岩田　 　岩波書店 1993



新日本古典文学大系　第73巻　天明俳諧集 新日本古典文学大系 山下　一海　校注／田中　道雄　校注／石川　 　 　 　岩波書店 1998
新日本古典文学大系　第90巻　古浄瑠璃　説経集 新日本古典文学大系 信多　純一　校注／阪口　弘之　校注 岩波書店 1999
新日本古典文学大系　第91巻　近松浄瑠璃集上 新日本古典文学大系 松崎　仁　校注／原　道生　校注／井口　洋　 　 　岩波書店 1993
新日本古典文学大系　第92巻　近松浄瑠璃集下 新日本古典文学大系 松崎　仁　校注／原　道生　校注／井口　洋　 　 　岩波書店 1995
新日本古典文学大系　第93巻　竹田出雲　並木宗輔　
浄瑠璃集

新日本古典文学大系 角田　一郎　校注／内山　美樹子　校注 岩波書店
1991

新日本古典文学大系　第94巻　近松半二　江戸作者　
浄瑠璃集

新日本古典文学大系 内山　美樹子　校注／延広　真治　校注 岩波書店
1996

新日本古典文学大系　第95巻　上方歌舞伎集 新日本古典文学大系 土田　衞　校注／河合　眞澄　校注 岩波書店 1998
新日本古典文学大系　第96巻　江戸歌舞伎集 新日本古典文学大系 古井戸　秀夫　校注／鳥越　文蔵　校注／和 　 　岩波書店 1997
身近な物理の記号たち : 基礎から宇宙まで 物理って
キュート!!

川村康文-松本悠-坂田英明 オーム社
2013

鍛えてマスター電気数学 : 計算問題を制して電験三
種に合格しよう

不動弘幸 オーム社
2014

3種冷凍試験完全対策 山村和司 オーム社 2014
電気回路の基本66 6日でマスター! 松原洋平 オーム社 2011
1級土木施工管理技士学科試験 : これだけマスター

オーム社 オーム社
2012

工事担任者DD第3種徹底研究 オーム社 オーム社 2013
メタボリックシンドローム 金沢医科大学 (Uchinada-machi, Japan). 金沢医科大学出版局 2015
がん 金沢医科大学 (Uchinada-machi, Japan). 金沢医科大学出版局 2015
神経の病気 金沢医科大学 (Uchinada-machi, Japan). 金沢医科大学出版局 2015
心臓と血管の病気 金沢医科大学 (Uchinada-machi, Japan). 金沢医科大学出版局 2015
最新科学賞事典, 2008-2012. 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2013
最新科学賞事典, 2008-2012. 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ 2013
戦略本社のマネジメント : 多角化戦略と組織構造の
再検討 = Strategic management of headquarters 上野恭裕 白桃書房

2011

ベンチャーダイナミズム 松田修一-早稲田大学. 白桃書房 2011
ベンチャー支援ダイナミズム 松田修一-早稲田大学. 白桃書房 2011



経営資源活用ダイナミズム 松田修一-早稲田大学. 白桃書房 2011
イノベーションの相互浸透モデル : 企業は科学とい
かに関係するか : kigyō wa kagaku to ikani 
kankeisuru ka

松本陽一-辻本将晴-榊原清則 白桃書房
2011

技術システムの構造と革新 : 方法論的視座に基づく
経営学の探究

加藤俊彦 白桃書房
2011

国際公務員のキャリアデザイン : 満足度に基づく実
証分析 = Career design of international civil 
servants

横山和子 白桃書房
2011

プラットフォーム・モデルの競争戦略 : 事業創造の
マネジメント

小見志郎 白桃書房
2011

働く人々のwell-beingと人的資源管理 小野公一. 白桃書房 2011
医薬品普及の知識マネジメント 筒井万理子 白桃書房 2011
トイレ掃除の経営学 : アプローチからの研究 = 
Strategy as practice

大森信 白桃書房
2011

日本企業の合併買収と企業統治 葉聰明 白桃書房 2011
CSRのマネジメント : イシューマイオピアに陥る企
業 = Managing corporate social responsibility : 
the company which falls into issue myopia

小山嚴也 白桃書房

2011

チェンジング・チャイナの人的資源管理 : 新しい局
面を迎えた中国への投資と人事

白木三秀 白桃書房
2011

現代日本のものづくり戦略 : 革新的企業のイノベー
ション

土屋勉男-竹村正明-原頼利 白桃書房
2011

贈与と売買の混在する交換 : 中小企業M&Aにおける
経営者の葛藤とその解消プロセス = Hybrid 
exchange forms : gift and market mechanism 
for the sale of small family businesses

古瀬公博 白桃書房

2011

利益の質とコーポレート・ガバナンス : 理論と実証
中島真澄 白桃書房

2011



会計国際化の研究 : 国際会計制度の変遷とIFRSの現
状分析 = International accounting system and 
international financial reporting standards

李相和 白桃書房
2011

会計士がきた! : ケースでわかる会計と監查 = 
Accounting case

越知克吉 白桃書房
2005

会計士物語 : 公認会計士の仕事と生活 = CPA life 越知克吉 白桃書房 2011
最新貿易ビジネス 中野宏一 白桃書房 2011
交通基本法時代の地域交通政策と持続可能な発展 : 
過疎地域・地方小都市を中心に = Regional 
transport policy under the Transport Basic Act 
and sustainable development

辻本勝久 白桃書房

2011

変貌する千葉経済 : 新しい可能性を求めて 青木英一-仁平耕一 白桃書房 2011
日本の社会階層とそのメカニズム : 不平等を問い直
す

神林博史-三輪哲-盛山和夫-片瀬一男 白桃書房
2011

セラミック工学ハンドブック(第2版)　基礎編・資料
編

日本セラミックス協会 技報堂出版
2002

セラミック工学ハンドブック(第2版)　応用編 日本セラミックス協会 技報堂出版 2002
陶芸・セラミック辞典 : Concise encyclopedic 
dictionary of pottery arts and ceramics

素木洋一 技報堂出版
1982

微生物学辞典 日本微生物学協会 技報堂出版 1989
食品微生物学ハンドブック 好井久雄-山口和夫-金子安之 技報堂出版 1995
造園ハンドブック : Handbook of landscape 
architecture

日本造園学会 技報堂出版
1978

仮説思考 內田和成 東洋経済新報社 2006
地頭力を鍛える 細谷功 東洋経済新報社 2007
プロの課題設定力 清水久三子 東洋経済新報社 2009
論点思考 内田和成 東洋経済新報社 2010
価値創造の思考法 小阪裕司 東洋経済新報社 2012
環境会計の理論 吉田寬 東洋経済新報社 2011
東京　社用の手みやげ 宮澤やすみ 東洋経済新報社 2007



「嫌消費」世代の研究 松田久一 東洋経済新報社 2009
男性不況 永浜利広 東洋経済新報社 2012
成熟市場の価値創造 小仲正久 東洋経済新報社 2010
９０日間でトップセールスマンになれる最強の営業
術

野部剛 東洋経済新報社
2009

マーケティングマインドのみがき方 岸田雅裕 東洋経済新報社 2010
戦略思考のフレームワーク 西村行功 東洋経済新報社 2010
「苦手な顧客」とどう向き合えばいいのか 茂木信幸 東洋経済新報社 2012
なぜ、日本人はモノを買わないのか？ 松下東子-浜谷健史-日戶浩之-野村総合研究東洋経済新報社 2013
バブルは１０年に一度やってくる 藤田勉 東洋経済新報社 2013
ＩＤＥＡ　ＨＡＣＫＳ！２．０ 原尻淳一-小山龍介 東洋経済新報社 2011
世界で通用するリーダーシップ 三谷宏幸 東洋経済新報社 2012
成長する管理職 松尾睦 東洋経済新報社 2013
世界級キャリアのつくり方 黒川清-石倉洋子 東洋経済新報社 2006
その１人が３０万人を動かす！ 本田哲也 東洋経済新報社 2007
組織が活きる　チームビルディング 北森義明 東洋経済新報社 2008
ハイリターン・マネジャー 金澤透-佐藤通規 東洋経済新報社 2008
３０代でチームのリーダーになったら最初に読む本

岡村衡一郎 東洋経済新報社
2012

教養としての資源問題 谷口正次 東洋経済新報社 2011
絵とき電気設備の保守と試験 葛山孝明-名倉正勝 オーム社 2013
絵とき電験三種入門テキスト自由自在 オーム社　編 オーム社 2013
絵で学ぶビルメンテナンス入門 大浜庄司 オーム社 2013
アイデアをカタチにする仕事術 吉田就彦 東洋経済新報社 2010
シャトルシェフ生活のすすめ　レシピ集 壷林光代 東洋経済新報社 2012
野﨑洋光のだし革命　トマトジュースと豆乳で和食
がつくれる！

野崎洋光 東洋経済新報社
2013

日本語の技法 斎藤孝 東洋経済新報社 2013
サプリメントの正体 田村忠司 東洋経済新報社 2013
新版　ディズニーリゾートの経済学 粟田房穂 東洋経済新報社 2013



２０５０　老人大国の現実 小笠原泰-渡辺智之 東洋経済新報社 2012
図解　９０分でわかる！　日本で一番やさしい「ア
ベノミクス」超入門

永濱利廣 東洋経済新報社
2013

アベノミクスの幻想 池田信夫 東洋経済新報社 2013
図解　ＡＳＥＡＮの実力を読み解く みずほ総合研究所 東洋経済新報社 2014
スポーツビジネス　最強の教科書 平田 竹男 東洋経済新報社 2012
意思決定のマネジメント 長瀬勝彦 東洋経済新報社 2008
ビッグデータ時代のライフログ 曽根原登-安岡寬道.-宍戶常寿 東洋経済新報社 2012
「クラウド化」と「ビッグデータ活用」はなぜ進ま
ないのか？

柴田英寿 東洋経済新報社
2012

なぜ日本の製造業は儲からないのか 石川和幸 東洋経済新報社 2009
東京の未来戦略 久保隆行-市川宏雄-森記念財団. 東洋経済新報社 2012
ミクロ経済学　Ｅｘｐｒｅｓｓｗａｙ 八田達夫 東洋経済新報社 2013
スーパーの裏側 河岸宏和 東洋経済新報社 2009
経済嫌いのための経済「超」入門 美和卓 東洋経済新報社 2010
世界の知で創る 野中郁次郎-徳岡晃一郎 東洋経済新報社 2009
日本の持続的成長企業 野中郁次郎-リクルートマネジメントソリュ  東洋経済新報社 2010
本当はアブない会社を見抜く技術 佐藤敏昭 東洋経済新報社 2009
要点解説　９０分でわかる！　ビジネスマンのため
の「世界の宗教」超入門

井上順孝 東洋経済新報社
2013

現場監督のための　早わかり労働安全衛生法 小林浩志-中山寬之-近藤恵子 東洋経済新報社 2013
ＥＶｉｅｗｓによる計量経済分析（第２版） 松浦克己-McKenzie, Colin 東洋経済新報社 2012
社員をバーベキューに行かせよう！ 蓬台浩明 東洋経済新報社 2010
承認欲求 太田肇 東洋経済新報社 2007
認め上手 太田肇 東洋経済新報社 2009
最強の業務改革 栗谷仁-A.T. Kearney, Inc. 東洋経済新報社 2012
表彰制度 太田肇-日本表彰研究所. 東洋経済新報社 2013
顧客力を高める 平井孝志 東洋経済新報社 2007
開花の人 山崎光夫 東洋経済新報社 2013
シャネルの戦略 長沢伸也-杉本香七 東洋経済新報社 2010



アイリスオーヤマ　一目瞭然の経営術 Mitamura, Fukiko 東洋経済新報社 2012
プラットフォーム戦略 平野敦士カール-Hagiu, Andrei 東洋経済新報社 2010
アメリカの世界戦略に乗って、日本経済は大復活す
る！

中原圭介 東洋経済新報社
2013

ヤバい経営学 Vermeulen, Freek-山形佳史-本木隆一郎 東洋経済新報社 2013
はじめての経営学 楠木健-野中郁次郎-東洋経済新報社 東洋経済新報社 2013
モノづくりの経営思想 木下幹彌 東洋経済新報社 2012
戦略分析ケースブック　Ｖｏｌ．２ 沼上幹-一橋MBA戦略ワークショップ 東洋経済新報社 2012
ポーターの『競争の戦略』を使いこなすための２３
問

牧田幸裕 東洋経済新報社
2012

ＴＩＭＥ　ＨＡＣＫＳ！ 小山龍介 東洋経済新報社 2006
ＰＬＡＮＮＩＮＧ　ＨＡＣＫＳ！ 原尻淳一 東洋経済新報社 2007
レバレッジ・シンキング 本田直之. 東洋経済新報社 2007
ＳＴＵＤＹ　ＨＡＣＫＳ！ 小山龍介 東洋経済新報社 2008
ＲＥＡＤＩＮＧ　ＨＡＣＫＳ！ 原尻淳一 東洋経済新報社 2008
抜擢される人の人脈力 岡島悦子 東洋経済新報社 2008
なぜアップルの時価総額はソニーの８倍になったの
か？

長谷川正人 東洋経済新報社
2011

今さら英語を勉強しなくても、グローバル・エリー
トになれる３９のルール

Duland, Reiko 東洋経済新報社
2011

グローバルキャリア 石倉洋子 東洋経済新報社 2011
一生モノの勉強法 鎌田浩毅 東洋経済新報社 2009
現役東大生が書いた地頭を鍛えるフェルミ推定ノー
ト

東大ケーススタディ研究会 東洋経済新報社
2009

京大・鎌田流　知的生産な生き方 鎌田浩毅 東洋経済新報社 2009
東大生が書いた　問題を解く力を鍛えるケース問題
ノート

東大ケーススタディ研究会 東洋経済新報社
2010

クラウド時代のタスク管理の技術 佐々木正悟 東洋経済新報社 2011
図解　ひとめでわかる消費税のしくみ 小沢善哉 東洋経済新報社 2013
さらば！超高齢社会悲観論 椎名一博 東洋経済新報社 2012



新版　人材マネジメント論 高橋俊介 東洋経済新報社 2006
グローバルで勝てる組織をつくる７つの鍵 後藤将史 東洋経済新報社 2012
コーチング・バイブル（第３版） Kimsey-House, Henry-Kimsey-House, K   東洋経済新報社 2012
世界史の中の資本主義 川島博之-水野和夫 東洋経済新報社 2013
再生可能エネルギーの政治経済学 大島堅一 東洋経済新報社 2011
図解　ひとめでわかる内部統制　第３版 仁木一彦-久保惠一. 東洋経済新報社 2014
指標とランキングでわかる！　本当のホワイト企業
の見つけ方

岸本吉浩-山本昌弘-東洋経済新報社. 東洋経済新報社
2014

２０２０年の日本　革新者の時代 谷川史郎 東洋経済新報社 2014
プロスポーツクラブのマネジメント第２版 武藤泰明 東洋経済新報社 2013
人が育つ仕組みをつくれ！ 常盤文克 東洋経済新報社 2014
新しい市場のつくりかた 三宅秀道 東洋経済新報社 2012
３５０兆円市場を制するグリーンビジネス戦略 平井孝志-遠山浩二-Roland Berger Strateg  東洋経済新報社 2012
ご機嫌な職場 酒井穣 東洋経済新報社 2011
日本の医療制度 長坂健二郎 東洋経済新報社 2010
メタル・ウォーズ 谷口正次 東洋経済新報社 2008
メタル・ストラテジー 谷口正次 東洋経済新報社 2009
ニッポンの環境エネルギー力 泉谷涉 東洋経済新報社 2011
次世代エネルギーの最終戦略 井熊均 東洋経済新報社 2011
オーシャン・メタル 谷口正次 東洋経済新報社 2012
「売れない時代」の新・集客戦略 内藤耕 東洋経済新報社 2011
シェールガス革命とは何か 伊原 賢 東洋経済新報社 2012
シェールガス革命で世界は激変する 長谷川慶太郎-泉谷涉 東洋経済新報社 2012
金融危機の経済学 岩田規久男 東洋経済新報社 2009
直観でわかる　企業会計 国方康任 東洋経済新報社 2009
国家と財政 石弘光 東洋経済新報社 2014
初心者のためのやさしい金融〔第２版〕 塚崎公義-山沢光太郎 東洋経済新報社 2009
超金融緩和のジレンマ 梅田雅信 東洋経済新報社 2013
金融読本（第２９版） 島村高嘉-中島真志 東洋経済新報社 2014



イラストでわかる　知らないと損する　パート＆契
約社員の労働法　Ｖｅｒ．３

清水直子-酒井和子 東洋経済新報社
2013

経済学は人びとを幸福にできるか 宇沢弘文 東洋経済新報社 2013
スポーツ・マネジメント入門　〔第２版〕 広瀬一郎 東洋経済新報社 2014
ＩＤＥＡ　ＨＡＣＫＳ！ 原尻淳一-小山龍介 東洋経済新報社 2006
釉とその顔料 焼結セラミック詳論 素木洋一 技報堂出版 1968
信号処理 : Signal processing 基本を学ぶ 浜田望 オーム社 2012
鉄道車両技術入門 近藤圭一郎 オーム社 2013
理論がわかる力と運動の手づくり実験 川村康文-東京理科大学. オーム社 2014
仕事ができる人の黄金のスピーチの技術 西野浩輝 東洋経済新報社 2008
ビジネスモデル・イノベーション 徳岡晃一郎.-野中郁次郎. 東洋経済新報社 2012
競争戦略論（第２版） 青島 矢一-加藤俊彦 東洋経済新報社 2012
最強のコスト削減 栗谷仁-A.T. Kearney, Inc. 東洋経済新報社 2009
テキストブック　現代の金融（第３版） 古川顕 東洋経済新報社 2014
ミクロ経済学Ⅰ＜プログレッシブ経済学シリーズ＞

八田達夫 東洋経済新報社
2008

ミクロ経済学Ⅱ＜プログレッシブ経済学シリーズ＞
八田達夫 東洋経済新報社

2009

藩札の経済学 鹿野嘉昭 東洋経済新報社 2011
インサイドセールスの実務 沼澤拓也 東洋経済新報社 2013
日本の中小企業 鹿野嘉昭 東洋経済新報社 2008
図解　決算書「超」読解法 井口秀昭 東洋経済新報社 2008
図解　一番はじめに読む内部監査の本（第２版） 野坂晃史-三好直樹-仁木一彦-久保惠一. 東洋経済新報社 2010
ＮＰＯで働く 工藤啓 東洋経済新報社 2011
入門　スポーツガバナンス 笹川スポーツ財団 東洋経済新報社 2014
ジョイント・ベンチャー戦略大全 宍戶善一-梅谷眞人-福田宗孝 東洋経済新報社 2013
京大・鎌田流　一生モノの人脈術 鎌田浩毅 東洋経済新報社 2010
１８０日でグローバル人材になる方法 天野雅晴 東洋経済新報社 2012
なぜ日本の大学生は、世界でいちばん勉強しないの
か？

辻太一朗 東洋経済新報社
2013



入門　実践する統計学 藪 友良 東洋経済新報社 2012
障害者の経済学（増補改訂版） 中島隆信 東洋経済新報社 2011
スティグリッツの経済学　「見えざる手」など存在
しない

藪下史郎 東洋経済新報社
2013

経済学者たちの闘い（増補版） 若田部昌澄 東洋経済新報社 2013
２０２０年の産業 野村総合研究所 東洋経済新報社 2013
新版　アジア進出ハンドブック 三菱東京UFJ銀行 東洋経済新報社 2014
会計ドレッシング 村井直志 東洋経済新報社 2011
使える金融英語１００のフレーズ 柴田真一 東洋経済新報社 2005
中小企業金融と地域振興 今喜典 東洋経済新報社 2012
だまされないための年金・医療・介護入門 鈴木亘 東洋経済新報社 2009
生命と自由を守る医療政策 印南一路-古城隆雄-堀真奈美 東洋経済新報社 2011
戦略分析ケースブック　Ｖｏｌ．３ 沼上幹-一橋MBA戦略ワークショップ 東洋経済新報社 2013
現代税制改革史 石弘光 東洋経済新報社 2008
競争戦略としてのグローバルルール 藤井敏彦 東洋経済新報社 2012
プレゼンのアイデアノート５１ 内田伸哉 東洋経済新報社 2012
ロジカル・シンキング 照屋華子-岡田恵子 東洋経済新報社 2001
『私の実践経済学』はいかにして生まれたか 高橋亀吉 東洋経済新報社 2011
お客様の心に響く　直筆三行はがき術 沼澤拓也 東洋経済新報社 2007
最強の営業戦略 栗谷仁-A.T. Kearney, Inc. 東洋経済新報社 2009
１回の会議・打ち合わせで必ず結論を出す技術 斎藤岳 東洋経済新報社 2008
「１秒！」で財務諸表を読む方法 小宮一慶 東洋経済新報社 2008
「１秒！」で財務諸表を読む方法〔実践編〕 小宮一慶 東洋経済新報社 2009
「１秒！」で財務諸表を読む方法〔企業分析編〕 小宮一慶 東洋経済新報社 2010
やる気の大学 千葉智之-中川ミナ 東洋経済新報社 2010
お金より名誉のモチベーション論 太田肇 東洋経済新報社 2007
会社のコストを利益に変える　リバースオークショ
ン戦略

谷口健太郎 東洋経済新報社
2010

超顧客主義 片平秀貴-阿部誠-古川一郎 東洋経済新報社 2003
ルイ・ヴィトンの法則 長沢伸也 東洋経済新報社 2007



ぐっちーさんの本当は凄い日本経済入門 山口正洋 東洋経済新報社 2013
日本人はなぜ国際人になれないのか 榊原英資. 東洋経済新報社 2010
ＥＱ　こころの鍛え方 高山直 東洋経済新報社 2004
経済危機のルーツ 野口悠紀雄 東洋経済新報社 2010
知識創造企業 野中郁次郎-梅本勝博-竹內弘高 東洋経済新報社 1996
金融危機の本質は何か 野口悠紀雄 東洋経済新報社 2009
企業金融講義 岩村充 東洋経済新報社 2005
経済学で読み解く土地・住宅問題 山崎福寿 東洋経済新報社 2001
シャドーワーク 一条和生-徳岡晃一郎 東洋経済新報社 2007
ＭＢＢ：「思い」のマネジメント 一条和生-野中郁次郎-徳岡晃一郎 東洋経済新報社 2010
知識創造経営のプリンシプル 野中郁次郎-紺野登 東洋経済新報社 2012
なぜ、この人に部下は従うのか　「人」を動かす８
大法則　新装版

渋谷昌三 東洋経済新報社
2014

マンガ＋講義でよくわかる経済学超入門 木暮太一-黒淵かしこ-トレンド・プロ. 東洋経済新報社 2010
流れを経営する 野中郁次郎-Nonaka, Ikujirō, 1935--平田透東洋経済新報社 2010
文系でもわかるビジネス統計入門 内田学-斉藤嘉一-兼子良久 東洋経済新報社 2010
図解　企業価値入門　第３版 渡辺康夫 東洋経済新報社 2013
大相撲の経済学 中島隆信 東洋経済新報社 2003
経営戦略としての事業継続マネジメント KPMG Business Advisory Services 東洋経済新報社 2013
世界経済危機下の経済政策 茨木秀行 東洋経済新報社 2013
自治体評価の戦略 田中啓 東洋経済新報社 2014
最新　アメリカの会計原則 あらた監查法人 東洋経済新報社 2014
中国の軍事戦略 小原凡司 東洋経済新報社 2014
経済がわかる　論点５０　２０１５ みずほ総合研究所 東洋経済新報社 2014
２０１５年　日本はこうなる 三菱UFJリサーチ&コンサルティング 東洋経済新報社 2014
超金融緩和期における不動産市場の行方 土地総合研究所 東洋経済新報社 2014
ＩＴナビゲーター２０１５年版 野村総合研究所. 東洋経済新報社 2014
ＩＴロードマップ ２０１５年版 野村総合研究所. 東洋経済新報社 2015
レジリエント・カンパニー Pedersen, Peter David 東洋経済新報社 2015
基礎から学ぶ材料力学 立野昌義-小久保邦雄-瀬戶秀幸-田中克昌-後オーム社 2013



テキストブック　現代アジアとグローバリズム 金俊行 東洋経済新報社 2011
バリュー経営 一条和生 東洋経済新報社 1998
成功する人はみんな知っているスピード仕事術 西村克己 東洋経済新報社 2007
成功する人はみんな知っている　スピード思考術 西村克己 東洋経済新報社 2007
図解　経済初心者のための為替相場の見方・読み方

小池正一郎 東洋経済新報社
2001

ＬＩＶＥ講義　北朝鮮入門 礒崎敦仁-澤田克己 東洋経済新報社 2010
ロジカル・セリング 近藤敬-斎藤岳 東洋経済新報社 2010
新人マーケター乙女侍奮闘記 小関尚紀 東洋経済新報社 2009
サッカーの見方は１日で変えられる 木崎伸也 東洋経済新報社 2010
プロフェッショナルコンサルティング 波頭亮-富山和彦 東洋経済新報社 2011
コカ・コーラに学ぶ　ビッグ・ウォレット戦略 古谷文太 東洋経済新報社 2010
アメーバ経営論 三矢裕 東洋経済新報社 2003
レバレッジ・マネジメント 本田直之 東洋経済新報社 2009
ＥＱ　こころの距離の近づけ方 高山直 東洋経済新報社 2005
ＢｔｏＢマーケティング 余田拓郎 東洋経済新報社 2011
海外日本企業の人材形成 小池和男 東洋経済新報社 2008
入門企業財務　戦略と実務　第４版 津森信也 東洋経済新報社 2011
金融英語入門（第２版） 柴田真一 東洋経済新報社 2011
キャリアショック 高橋俊介 東洋経済新報社 2000
実践力を鍛える戦略ノート〔マーケティング編〕 原田勉 東洋経済新報社 2006
知識創造の方法論 野中郁次郎-紺野登 東洋経済新報社 2003
ＭＢＢ：「思い」のマネジメント　実践ハンドブッ
ク

徳岡晃一郎-舞田竜宣 東洋経済新報社
2013

問題解決ファシリテーター 堀公俊 東洋経済新報社 2003
実践力を鍛える戦略ノート〔企業価値評価編〕 原田勉 東洋経済新報社 2007
インターネットと課税システム 渡辺智之 東洋経済新報社 2001
財政赤字の正しい考え方 井堀利宏 東洋経済新報社 2000
営業マンは理系思考で売りなさい 菊原智明 東洋経済新報社 2011
２１世紀のキャリア論 高橋俊介 東洋経済新報社 2012



プロフェッショナル・プレゼンテーション 土井哲-高橋俊介 東洋経済新報社 2003
全４７都道府県幸福度ランキング　２０１４年版 寺島実郎-日本総合研究所 東洋経済新報社 2014
ＥＶｉｅｗｓによる計量経済学入門 松浦克己-McKenzie, Colin 東洋経済新報社 2005
お寺の経済学 中島隆信 東洋経済新報社 2005
「社会的入院」の研究 印南一路 東洋経済新報社 2009
顧客創造の「ルール」 厚美尚武 東洋経済新報社 2011
人事担当者、管理職のためのメンタルヘルス入門 亀田高志 東洋経済新報社 2009
企業分析シナリオ（第２版） 西山茂 東洋経済新報社 2006
実践力を鍛える戦略ノート〔戦略立案編〕 原田勉 東洋経済新報社 2010
労働市場改革の経済学 八代尚宏 東洋経済新報社 2009
サムスン式国際戦略 : サムスン躍進の原動力 = The 
global strategy of Samsung way

石田賢 文眞堂
2013

日本の自動車産業経営史 宇田川勝 文眞堂 2013
経営者支配とは何か : 日本版コーポレート・ガバナ
ンス・コードとは

今井祐 文眞堂
2014

北極をめぐる気候変動の政治学 : 反所有的コモンズ
論の試み

片山博文 文眞堂
2014

ドラッカー, その思想 : Peter Ferdinand Drucker
三戶公 文眞堂

2011

カール・ポラニー : 市場自由主義の根源的批判者 = 
Karl Polanyi : a fundamental critic of free 
market economy

野口建彦 文眞堂
2011

脳 : 分子・遺伝子・生理 新・生命科学シリーズ 石浦章一-太田次郎-二井勇人-笹川昇 裳華房 2014
エントロピーから読み解く生物学 : めぐりめぐむわ
きあがる生命

佐藤直樹 裳華房
2014

人類進化論 : 霊長類学からの展開 山極寿一 裳華房 2014
フリーソフトで作るバーチャルスライドと3Dモデル
の作成法

駒崎伸二 裳華房
2014

イラスト基礎からわかる生化学 : 構造・酵素・代謝
坂本順司 裳華房

2014



ワークブックで学ぶヒトの生化学 : 構造・酵素・代
謝

坂本順司 裳華房
2014

多体問題特論 : 第一原理からの多電子問題 朝倉物理学大系 高田康民 朝倉書店 2009
水ビジネスに取り組む全企業. ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2013
化粧品に取り組む全企業. ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2013
食品に取り組む全企業. ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2013
航空宇宙産業に取り組む全企業. ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2013
鉄道に取り組む全企業. ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2013
自動車走行支援システムに取り組む全企業. ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2014
触媒に取り組む全企業. ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2014
道路交通制御システムに取り組む全企業. ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2014
有機ELに取り組む全企業. ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2014
燃料電池に取り組む全企業. ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2013
漁業に取り組む全企業. ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2014
バイオマスに取り組む全企業. ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2014
バイオ医療に取り組む全企業. ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2014
LED照明に取り組む全企業. ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2014
リチウムイオン電池に取り組む全企業. ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2014
農業に取り組む全企業. ネオテクノロジー (Firm) ネオテクノロジー 2014
医療統計学入門 : エビデンスを正しく見分けるため
の考え方

比江島欣愼 オーム社
2014

経済データの統計学 : Introductory statistics for 
economics

森崎初男-松原望 オーム社
2014

Rによる項目反応理論 : Item response theory 加藤健太郎-川端一光-山田剛史 オーム社 2014
リファクタリング : 既存のコードを安全に改善する

Fowler, Martin-平澤章-梅澤真史-友野晶夫  オーム社
2014

SAS Enterprise guide. 高柳良太-SAS Institute Japan. オーム社 2014
すごい Erlang ゆかいに学ぼう! : Learn you some 
Erlang for great good! : a beginner's guide Hébert, Fred-山口能迪 オーム社

2014



マンガでわかる免疫学 河本宏-しおざき忍-ビーコムプラス, 株式会オーム社 2014
SPSSによる応用多変量解析 三輪哲-林雄亮 オーム社 2014
マンガでわかるモーター 森本雅之-島津蓮-トレンド・プロ. オーム社 2014
Excelで学ぶ電気回路 : Electric circuit 吉田澄男 オーム社 2014
SAS Enterprise Guide. 高柳良太-SAS Institute Japan. オーム社 2014
Excelで学ぶ統計的予測 = Statistical prediction 菅民郎 オーム社 2014
たのしいプログラミングPythonではじめよう! : 
Python for kids : a playful introduction to 
programming

Briggs, Jason R.-鈴木悠-藤永奈保子-磯蘭水オーム社
2014

知っておきたい計測器の基本 : テスター, オシロ, 
ネットアナ, スペアナ, ロジアナの原理と使いこなし 坂卷佳壽美-大内繁男 オーム社

2014

マンガでわかるディジタル回路 天野英晴-目黒広治-オフィスsawa. オーム社 2013
マンガでわかるコンクリート 石田哲也-はるお-トレンド・プロ. オーム社 2011
マンガでわかる電磁気学 遠藤雅守-真西まり-トレンド・プロ. オーム社 2011
マンガでわかるプロジェクトマネジメント 広兼修-さぬきやん-トレンド・プロ. オーム社 2011
マンガでわかる半導体 渋谷道雄-高山ヤマ-トレンド・プロ. オーム社 2010
マンガでわかる量子力学 石川憲二-川端潔-柊ゆたか-ウェルテ. オーム社 2009
マンガでわかる微分方程式 佐藤実-あづま笙子-トレンド・プロ. オーム社 2009
マンガでわかる電子回路 田中賢一-高山ヤマ-トレンド・プロ. オーム社 2009
マンガでわかる相対性理論 山本将史-新田英雄-高津ケイタ-トレンド・オーム社 2009
防爆電気設備の基礎知識 田中隆二 オーム社 2013
電験三種公式 & 用語集 : ポケット版要点整理 不動弘幸 オーム社 2014
天気と気象 100 : 一生付き合う自然現象を本格解說 饒村曜 オーム社 2014

光メタ表面材料 : 表面ナノ構造の光学 = Optical 
metamaterials

木村達也-Maradudin, Alexei A. オーム社
2014

ソフトウェア品質知識体系ガイド : SQuBOK guide 
V2 = Software quality body of knowledge SQuBOK策定部会 オーム社

2014



ソフトウェアエンジニアリング基礎知識体系 : 
SWEBOK V 3.0

松本吉弘 オーム社
2014

自家用電気技術者奮闘記 : 同じ轍を踏まない! 現場
事例集

木塚正明 オーム社
2014

半導体レーザとフォトニクス集積回路 : Diode 
lasers and photonic integrated circuits

Coldren, L. A.-木村達也-Mashanovitch, M   オーム社
2013

よくわかるRFID : 電子タグのすべて = Fadio 
frequency identification

日本自動認識システム協会 オーム社
2014

CADLUS + Arduino 電子工作ガイド 横田一弘 オーム社 2014
太陽光発電システムのパワーコンディショナ入門 : 
Introduction to photovoltaic power conditioning 
system

板子一隆 オーム社
2014

電験二種計算の攻略 菅原秀雄 オーム社 2014
カンサット : 超小型模擬人工衛星 = CanSat 大学宇宙工学コンソーシアム オーム社 2014
ワークブックで学ぶ生物学実験の基礎 : Skills in 
biology

Greenwood, Tracey-Allan, Richard-後藤太   オーム社
2014

絵とき自家用電気技術者実務読本 大浜庄司 オーム社 2014
電験二種合格のための数学・物理入門 前田隆文 オーム社 2014
マンガでわかるシーケンス制御 藤瀧和弘-高山ヤマ-トレンド・プロ. オーム社 2008
図解PICマイコンとネットワーク : XPortを用いた遠
隔制御実習

桜木嘉典 オーム社
2012

これだけは知っておきたい調達・購買の基礎 パナソニックエコソリューションズ創研株式オーム社 2014
第二種電気工事士テキスト : 筆記と技能これ1冊! オーム社 オーム社 2015
第一種電気工事士全問題・解答集 : 筆記試験厳選模
擬問題 + 過去5年分で筆記と技能これ1冊!!

オーム社 オーム社
2015

ロボコンマガジン. : ロボットを知ろう, 作ろう! ロ
ボット総合情報誌 = Robocon magazine. No. 96, 
2014 11

須山大輔 オーム社
2014



ロボコンマガジン. : ロボットを知ろう, 作ろう! ロ
ボット総合情報誌 = Robocon magazine. No. 97, 
2015 1

矢野友規 オーム社
2015

ロボコンマガジン. : ロボットを知ろう, 作ろう! ロ
ボット総合情報誌 = Robocon magazine. No. 98, 
2015 3

矢野友規 オーム社
2015

ロボコンマガジン. : ロボットを知ろう, 作ろう! ロ
ボット総合情報誌 = Robocon magazine. No. 99, 
2015 5

矢野友規 オーム社
2015

マンガでわかる物理. 新田英雄-高津ケイタ-トレンドプロ. オーム社 2006
FileMaker Pro 13 基礎講座 for Win/Mac : iPad & 
iPhoneとの連携!

小山香織 オーム社
2014

プロジェクトマネジメント標準PMBOK入門 : 
PMBOK第5版対応版

広兼修 オーム社
2014

マンガでわかる有機化学 長谷川登志夫-牧野博幸-トレンド・プロ. オーム社 2014
SAS Enterprise guide. 高柳良太-SAS Institute Japan. オーム社 2014
マンガでわかる電池 藤瀧和弘-真西まり-佐藤祐一 オーム社 2012
マンガでわかる宇宙 石川憲二-柊ゆたか-川端潔 オーム社 2008
QC検定 3級合格ポイント解說 山下正志-森富美夫 オーム社 2013
平成 26年度 電験三種予想問題集 電験三種対策研究会 オーム社 2014
電気工事基礎用語事典 : Basic glossary of electric 
construction terms

オーム社. オーム社
2014

マウス実験の基礎知識 : A basic primer of mouse 
research

小出剛 オーム社
2013

マンガでわかるCPU 渋谷道雄-十凪高志 オーム社 2014
マンガでわかる電気 藤瀧和弘-マツダ オーム社 2006
大学生になるってどういうこと? : 学習・生活・キャ
リア形成

シリーズ大学生の学びをつくる 藤野真-寺崎里水-植上一希 大月書店
2014

ハタチまでに知っておきたい性のこと
シリーズ大学生の学びをつくる 関口久志-田代美江子-橋本紀子 大月書店

2014



<私>をひらく社会学 : 若者のための社会学入門
シリーズ大学生の学びをつくる 伊藤賢一-出口剛司-豊泉周治-鈴木宗徳 大月書店

2014

大学生の学習テクニック
シリーズ大学生の学びをつくる 森靖雄 大月書店

2014

フレッシュマンセミナーテキスト : 大学新入生のた
めの学び方ワークブック

初年次教育テキスト編集委員会 東京電機大学出版局
2014

第四級アマチュア無線技士合格精選 400題試験問題
集

吉川忠久 東京電機大学出版局
2014

光技術入門 : Approach to optical engineering 堀内敏行 東京電機大学出版局 2014
シリアルサイエンス : おいしさと栄養の探究 = 
Cereal science

青木法明-椎葉究 東京電機大学出版局
2014

Excel VBAで学ぶ水を浄化する技術 : 設計の基礎か
ら最適化まで

徳村雅弘-川瀬義矩 東京電機大学出版局
2014

スティーブ・ジョブズ : 青春の光と影 脇英世 東京電機大学出版局 2014
間メディア社会の<ジャーナリズム> : ソーシャル
メディアは公共性を変えるか

田中幹人-遠藤薰 東京電機大学出版局
2014

二陸技試験問題集. : 合格精選400題第二級陸上無線
技術士試験問題集

吉川忠久 東京電機大学出版局
2014

学生のための情報リテラシー : Office 
2013/Windows 8.1版

若山芳三郎 東京電機大学出版局
2014

電験三種理論 : 平成27年度版 合格マスター 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2014
電験三種電力 : 平成27年度版 合格マスター 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2014
電験三種機械 : 平成27年度版 合格マスター 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2014
電験三種法規 : 平成27年度版 合格マスター 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2014
オープンエデュケーション : 知の開放は大学教育に
何をもたらすか = Open education

重田勝介 東京電機大学出版局
2014

はじめてのFPGA設計 : VHDLによる回路記述からシ
ミュレーションまで

坂卷佳寿美 東京電機大学出版局
2014

情報セキュリティスペシャリスト試験午前厳選問題
集 510題.

東京電機大学. 東京電機大学出版局
2014



応用情報技術者試験午前厳選問題集 560題. 東京電機大学 東京電機大学出版局 2014
基本情報技術者試験午前厳選問題集 560題. 東京電機大学 東京電機大学出版局 2014
ITパスポート試験厳選問題集 500題 : CBT対応. 東京電機大学 東京電機大学出版局 2014
初めて学ぶシーケンス制御 吉本久泰 東京電機大学出版局 2015
第三級アマチュア無線技士合格精選 330題試験問題
集

吉川忠久 東京電機大学出版局
2015

第一級アマチュア無線技士国家試験計算問題突破塾 
: コレなら解ける! 無線工学の計算問題

コレなら解ける!無線工学の計
算問題

吉村和昭 東京電機大学出版局
2014

電気設備技術基準・解釈. : 電気事業法, 電気工事士
法, 電気工事業法

東京電機大学 東京電機大学出版局
2015

電気法規と電気施設管理. 竹野正二 東京電機大学出版局 2015
信濃の民話 ［新版］日本の民話 松谷みよ子-瀬川拓男 未來社 2015
岩手の民話 ［新版］日本の民話 佐々木望-深沢紅子 未來社 2015
越後の民話. ［新版］日本の民話 水澤謙一 未來社 2015
伊豆の民話 ［新版］日本の民話 岸なみ 未來社 2015
讃岐の民話 ［新版］日本の民話 武田明 未來社 2015
出羽の民話 ［新版］日本の民話 沢渡吉彦 未來社 2015
津軽の民話 ［新版］日本の民話 斎藤正 未來社 2015
阿波の民話. ［新版］日本の民話 緖方啓郎-湯浅良幸 未來社 2015
ワークブックヒトの生物学 八杉貞雄 裳華房 2014
しくみからわかる生命工学 : Biotechnology, from 
mechanism to application

田村隆明 裳華房
2013

分子遺伝学 田村隆明 裳華房 2015
伊豫の民話 ［新版］日本の民話 武田明 未來社 2015
沖縄の民話 ［新版］日本の民話 伊波南哲 未來社 2015
出雲の民話 ［新版］日本の民話 小汀松之進-岡義重-石塚尊俊 未來社 2015
震災後に考える : 東日本大震災と向きあう 92の分
析と提言

鎌田薰-早稲田大学. 早稲田大学出版部
2015

平成 27年度 電験三種予想問題集 電験三種対策研究会 オーム社 2015
曲線と曲面 : 微分幾何的アプローチ 梅原雅顕-山田光太郎 裳華房 2015



数値計算 理工系の数理 柳田英二-三村昌泰-中木達幸 裳華房 2015
最新の有機化学演習 : 有機化学の復習と大学院合格
に向けて

東鄉秀雄 裳華房
2015

新・元素と周期律 井口洋夫-井口眞 裳華房 2015
化学はこんなに役に立つ : やさしい化学入門 山崎昶 裳華房 2015
分子生物学 田村隆明 裳華房 2015
生物学 田村隆明 裳華房 2015
生化学 田村隆明 裳華房 2015
裁判の書 三宅正太郎 慧文社 2006
そのをりをり 三宅正太郎 慧文社 2006
茶器の見方 : 茶道研究 今泉雄作 慧文社 2007
法官餘談 : 隨筆集 三宅正太郎 慧文社 2007
噓の行方 三宅正太郎 慧文社 2007
わが随筆 三宅正太郎 慧文社 2007
雨後 三宅正太郎 慧文社 2007
満洲国の習俗 谷山つる枝-満州事情案内所 慧文社 2007
満洲の伝說と民謡 奧村義信.-奧村義信-谷山つる枝-滿洲事情案慧文社 2007
日本画の知識及び鑑定法 今泉雄作 慧文社 2007
千葉周作遺稿 千葉周作-千葉栄一郎 慧文社 2007
山本勘助「兵法秘伝書」 山本勘助 慧文社 2007
島津忠久の生ひ立ち : 低等批評の一例 朝河貫一 慧文社 2007
栗本鋤雲遺稿 栗本鋤雲-栗本瀬兵衛 慧文社 2007
桐野利秋遺稿 桐野利秋-中村俊次郎-中川九郎-川崎久敏 慧文社 2007
「治安維持法」帝国議会議事錄 Korea. 慧文社 2007
満洲風物帖 南満洲鉄道株式会社. 慧文社 2007
満洲地名考 満州事情案内所 慧文社 2007
滿鉄を語る 松岡洋右 慧文社 2007
セッツルメントの研究 大林宗嗣 慧文社 2008
噓の効用 末弘厳太郎 慧文社 2008



五カ国語共通のことわざ辞典 : 日本語・台湾語・英
語・中国語・韓国語対照

張福武 慧文社
2007

法窓閑話 末弘厳太郎 慧文社 2008
図書館史 : Historia bibliothecae 和田万吉 慧文社 2008
朝鮮上代建築の研究 米田美代治 慧文社 2007
第二種電気工事士筆記試験. オーム社 オーム社 2014
浄化槽管理士試験完全解答 : 6カ年全問題収錄 オーム社. オーム社 2015
第二種電気工事士技能試験. : ずばり! 13問完全予
想!

オーム社 オーム社
2015

満蒙民俗伝說 細谷清 慧文社 2008
ユダヤ禍の迷妄 満川亀太郎 慧文社 2008
満洲娘娘考 奥村義信 慧文社 2008
西蔵問題 : 青木文教外交調書 近代チベット史叢書 青木文教-慧文社.-Japan. 慧文社 2009
西蔵の民族と文化 近代チベット史叢書 青木文教 慧文社 2009
西蔵探検記 近代チベット史叢書 Hedin, Sven Anders-高山洋吉, 慧文社 2009
西蔵, 過去と現在 近代チベット史叢書 Bell, Charles Alfred-田中一呂 慧文社 2009
西蔵, 英帝国の侵略過程 近代チベット史叢書 Younghusband, Francis Edward-村山公三慧文社 2009
西康事情 近代チベット史叢書 楊仲華-村田孜郎 慧文社 2009
青海概說 近代チベット史叢書 東亜研究所 (Tokyo, Japan) 慧文社 2009
西蔵関係文集 : 明治期文献編 近代チベット史叢書 日高彪 慧文社 2010
西蔵文化の新研究 近代チベット史叢書 青木文教-日高彪 慧文社 2015
平易に說いた釈迦一代記 河口慧海著作選集 河口慧海-日高彪 慧文社 2010
苦行詩聖ミラレパ : ヒマーラヤ山の光 河口慧海著作選集 Gtsaṅ-smyon He-ru-ka-日高彪-河口慧海慧文社 2010
シャクンタラー姬 河口慧海著作選集 Kālidāsa-日高彪-河口慧海-Kālidāsa. 慧文社 2009
正真仏教 河口慧海著作選集 河口慧海-日高彪 慧文社 2010
梵蔵伝訳法華経 河口慧海著作選集 日高彪-河口慧海 慧文社 2011
蔵文和訳大日経 河口慧海著作選集 日高彪-河口慧海 慧文社 2012
河口慧海著述拾遺. 河口慧海著作選集 河口慧海-高山龍三 慧文社 2013
河口慧海著述拾遺. 河口慧海著作選集 河口慧海-高山龍三 慧文社 2015
南方熊楠記憶の世界 : 記憶天才の素顔 雲藤等 慧文社 2013



謎解きの英文法. 謎解きの英文法 久野暲-高見健一 くろしお出版 2004
謎解きの英文法. 謎解きの英文法 Kuno, Susumu-高見健一 くろしお出版 2005
謎解きの英文法. 謎解きの英文法 久野暲-高見健一 くろしお出版 2007
謎解きの英文法. 謎解きの英文法 久野暲-高見健一 くろしお出版 2009
謎解きの英文法. 謎解きの英文法 久野暲-高見健一 くろしお出版 2013
謎解きの英文法. 謎解きの英文法 久野暲-高見健一 くろしお出版 2013
謎解きの英文法. 謎解きの英文法 久野暲-高見健一 くろしお出版 2014
直江兼続伝 木村徳衛 慧文社 2008
在家仏教 河口慧海著作選集 河口慧海-日高彪 慧文社 2009
弘法大師伝 中村孝也-日高彪 慧文社 2011
騒音制御工学ハンドブック［資料編」 日本騒音制御工学会 技報堂出版 2001
英語論文表現例集 : すぐに使える5,800の例文 佐藤元志 技報堂出版 2006
騒音制御工学ハンドブック［基礎編・応用編」 日本騒音制御工学会 技報堂出版 2001
地域と図書館 : 図書館の未来のために 渡部幹雄 慧文社 2006
水戶史学の各論的研究 但野正弘 慧文社 2006
新オーストリア学派とその論敵 越後和典 慧文社 2011
日本電信の祖石丸安世 : 慶応元年密航留学した佐賀
藩士

多久島澄子 慧文社
2013

基礎からわかるTCP/IPネットワークコンピューティ
ング入門

村山公保 オーム社
2015

3Dプリンタによるプロトタイピング 東京都立産業技術研究センター オーム社 2014
SPSSによるノンパラメトリック検定 内田治 オーム社 2014
Rubyのしくみ : Ruby under a microscope : an 
illustrated guide to Ruby internals

Shaughnessy, Pat-島田浩二-角谷信太郎 オーム社
2014

住宅設計と環境デザイン 小泉雅生 オーム社 2015
徹底解說図解系統連系 : 分散型電源を高低圧配電線
に

甲斐隆章 オーム社
2015

住宅地盤がわかる本 : 安全な地盤の基礎・設計の考
え方

藤井衛-渡辺佳勝-金哲鎬 オーム社
2014

スイッチング電源の原理と設計 落合政司 オーム社 2015



人口統計学の理論と推計への応用 : Demography 和田光平 オーム社 2015
Excelで学ぶ熱力学と統計力学 : Thermodynamics 
and statistical mechanics

山本将史 オーム社
2015

Excelで解く工場の省エネとデータ分析 : Data 
analysis

板東修 オーム社
2015

基礎からわかる水処理技術 : Water treatment 
technology

タクマ環境技術研究会 オーム社
2015

SPD・避雷器と耐雷トランスを用いた雷保護 山本和男-山田康春-柳川俊一-酒井志郎 オーム社 2015
特別警報と自然災害がわかる本 : 最新図解 饒村曜 オーム社 2015
大震災に学ぶ社会科学　第４巻　震災と経済 齊藤誠 東洋経済新報社 2015
大震災に学ぶ社会科学　第７巻　大震災・原発危機
下の国際関係

恒川惠市 東洋経済新報社
2015

大震災に学ぶ社会科学　第８巻　震災から見える情
報メディアとネットワーク

池田謙一 東洋経済新報社
2015

天災と復興の日本史 外川淳 東洋経済新報社 2011
避難弱者 相川祐里奈 東洋経済新報社 2013
民主主義の条件 砂原庸介 東洋経済新報社 2015
琉球検事 七尾和晃 東洋経済新報社 2012
地方が元気になる　自治体経営を変える改善運動 元吉由紀子 東洋経済新報社 2015
プロフェッショナル農業人 大澤信一 東洋経済新報社 2013
海外企業買収　失敗の本質 松本茂 東洋経済新報社 2014
日中韓を振り回すナショナリズムの正体 半藤一利-保阪正康 東洋経済新報社 2014
中国のエリートは実は日本好きだ！ 中村繁夫 東洋経済新報社 2015
宇宙を目指して海を渡る　ＭＩＴで得た学び、ＮＡ
ＳＡ転職を決めた理由

小野雅裕 東洋経済新報社
2014

就活「後ろ倒し」の衝撃 曽和利光 東洋経済新報社 2014
なぜ７割のエントリーシートは、読まずに捨てられ
るのか？

海老原嗣生 東洋経済新報社
2015

東大生が書いた　議論する力を鍛えるディスカッ
ションノート

吉田雅裕-東大ケーススタディ研究会 東洋経済新報社
2014



新卒採用基準 廣瀬泰幸 東洋経済新報社 2015
女性はなぜ活躍できないのか 大沢真知子 東洋経済新報社 2015
藤原和博の必ず食える１％の人になる方法 藤原和博 東洋経済新報社 2013
経済学部タチバナキ教授が見たニッポンの大学教授
と大学生

橘木俊詔 東洋経済新報社
2015

東大名物教授がゼミで教えている人生で大切なこと
伊藤元重 東洋経済新報社

2014

超一流中高　校長先生の教え 東洋経済新報社. 東洋経済新報社 2014
入門　経済学のための微分・積分 小宮英敏 東洋経済新報社 2015
ＧＰＩＦ　世界最大の機関投資家 小幡績 東洋経済新報社 2014
ヤバい日本経済 山口正洋-吉崎達彦-山崎元 東洋経済新報社 2014
創業三〇〇年の長寿企業はなぜ栄え続けるのか 田久保善彦.-グロービス経営大学院大学 東洋経済新報社 2014
現場論 遠藤功 東洋経済新報社 2014
パワハラ防止のための　アンガーマネジメント入門

小林浩志 東洋経済新報社
2014

孫正義の参謀 嶋聡 東洋経済新報社 2015
ドラッカーと論語 安富步 東洋経済新報社 2014
外資系コンサルに学ぶ聞き方の教科書 清水久三子 東洋経済新報社 2014
秋田の民話 ［新版］日本の民話 松谷みよ子-瀬川拓男 未來社 2015
福島の民話. ［新版］日本の民話 片平幸三 未來社 2015
日向の民話. ［新版］日本の民話 比江島重孝 未來社 2015
飛驒の民話 ［新版］日本の民話 江馬三枝子 未來社 2015
大阪の民話 ［新版］日本の民話 二反長半 未來社 2015
甲斐の民話 ［新版］日本の民話 土橋里木 未來社 2015
日本の成長戦略と商社 Todo, Yasuyuki.-日本貿易会. 東洋経済新報社 2014
日本の民主教育. : みんなで 21世紀の未来をひらく
教育のつどい教育研究全国集会 2014報告集 : 2014
年8月16日~18日香川

みんなで21世紀の未来をひらく教育のつど大月書店
2015



日本の民主教育. : みんなで 21世紀の未来をひらく
教育のつどい教育研究全国集会 2013報告集 : 2013
年8月16日~18日愛知

みんなで21世紀の未来をひらく教育のつど大月書店
2015

日本の民主教育. : みんなで 21世紀の未来をひらく
教育のつどい教育研究全国集会 2012報告集 : 2012
年8月17日~19日兵庫

みんなで21世紀の未来をひらく教育のつど大月書店
2015

Nihon no minshu kyo?iku : Minna de 21-seiki no 
Mmirai o Hiraku Kyo?iku no Tsudoi, Kyo?iku 
Kenkyu? Zenkoku Shu?kai 2011 ho?kokushu? : 
2011-nen 8-gatsu 19-nichi--21-nichi  Chiba

みんなで21世紀の未来をひらく教育のつど大月書店

2015

日本の民主教育. : みんなで 21世紀の未来をひらく
教育のつどい教育研究全国集会 2010報告集 : 2010
年8月20日~22日和歌山

みんなで21世紀の未来をひらく教育のつど大月書店
2015

どんなに障害が重くとも : 1960年代・島田療育園の
挑戦

明神もと子 大月書店
2015

かみつく子にはわけがある 子育てと健康シリーズ 岩倉政城 大月書店 2015
依存症者を治療につなげる : 対人援助職のための初
期介入入門 = Intervention

水澤都加佐 大月書店
2015

認知症になった私が伝えたいこと 佐藤雅彦 大月書店 2015
どうして就職活動はつらいのか 双木あかり 大月書店 2015
記憶と生きる : 元「慰安婦」姜徳景の生涯 土井敏邦 大月書店 2015
抵抗と絶望 : 植民地朝鮮の記憶を問う 金哲-田島哲夫 大月書店 2015
教師の心が折れるとき : 教員のメンタルヘルス実態
と予防・対処法

井上麻紀 大月書店
2015

高卒女性の12年 : 不安定な労働, ゆるやかなつなが
り

杉田真衣 大月書店
2015

自由主義と社会主義の規範理論 : 価値理念のマルク
ス的分析

松井暁 大月書店
2015



朝鮮半島で迎えた敗戦 : 在留邦人がたどった苦難の
軌跡

城内康伸-藤川大樹 大月書店
2015

歴史学が問う公文書の管理と情報公開 : 特定秘密保
護法下の課題

吉田裕-久保亨-安藤正人 大月書店
2015

ロボコンマガジン. : ロボットを知ろう, 作ろう! ロ
ボット総合情報誌 = Robocon magazine. No. 100, 
2015 7

矢野友規 オーム社
2015

ロボコンマガジン. : ロボットを知ろう, 作ろう! ロ
ボット総合情報誌 = Robocon magazine. No. 101, 
2015 9

矢野友規 オーム社
2015

消費稅法の考え方・読み方 大島隆夫-木村剛志 税務経理協会 2010
Event-B : リファインメント・モデリングに基づく
形式手法

中島震-來間啓伸 近代科学社
2015

ウェブユニバーサルデザイン 渡辺昌洋-篠原弘道.-NTTサービスエボリュ近代科学社 2014
研究者の省察 黒須正明 近代科学社 2015
JavaとUMLで学ぶオブジェクト指向プログラミング 
: Object oriented programming

半田久志 近代科学社
2014

環境保全・再生のための土砂栄養塩類動態の制御 池田駿介-国土文化研究所 近代科学社 2014
高校の数学 高校-大学数学公式集 大矢雅則-戶川美郎 近代科学社 2014
大学の数学 高校-大学数学公式集 大矢雅則-戶川美郎 近代科学社 2015
データサイエンティスト・ハンドブック 丸山宏-神谷直樹-山田敦 近代科学社 2015
シローの定理 大学数学スポットライト・シ

リーズ
佐藤隆夫 近代科学社

2015

論理数学 大学数学スポットライト・シ
リーズ

Tahara, I. 近代科学社
2015

マルチンゲールアプローチ入門 : デリバティブ価格
理論の基礎とその実際 : 金融実務講座 = 
Introduction to Martingale approach

村上秀記 近代科学社
2015

観光情報学入門 松原仁-観光情報学会 近代科学社 2015



スッキリわかる確率統計 : 定理のくわしい証明つき
皆本晃弥 近代科学社

2015

中近世京都の祭礼と空間構造 : 御霊祭・今宮祭・六
斎念仏

本多健一 吉川弘文館
2013

武家政権成立史 : 気候変動と歴史学 磯貝富士男 吉川弘文館 2013
昭和戦時期の海軍と政治 手嶋泰伸 吉川弘文館 2013
史書を読む 読みなおす日本史 坂本太郎 吉川弘文館 2013
アイヌ語の世界 田村すず子 吉川弘文館 2013
長岡京の歴史考古学研究 國下多美樹 吉川弘文館 2013
近世・近代の水産資源と生業 : 保全と繁殖の時代 高橋美貴 吉川弘文館 2013
東鄉平八郎 読みなおす日本史 田中宏巳 吉川弘文館 2013
昭和史をさぐる 読みなおす日本史 伊藤隆 吉川弘文館 2014
現代日本の民俗学 : ポスト柳田の五〇年 福田アジオ 吉川弘文館 2014
カクレキリシタンの実像 : 日本人のキリスト教理解
と受容

宮崎賢太郎 吉川弘文館
2014

日本中世の穢と秩序意識 片岡耕平 吉川弘文館 2014
西康・西蔵踏查記 近代チベット史叢書 劉曼卿-岡崎俊夫-松枝茂夫 慧文社 2015
苦難に対する態度 : 苦難の人ヨブを中心にして 賀川豊彥 慧文社 2015
ルイス・フロイス日本書翰 Fróis, Luís-木下杢太郎 慧文社 2015
現代語訳宗旦文書 千宗旦-田中稔 慧文社 2004
獄制沿革史 留岡幸助 慧文社 2015
「おもろさうし」選釈 : オモロに現われたる古琉球
の文化

伊波普猷,1876-1947 慧文社
2015

英支西蔵問題交涉略史 近代チベット史叢書 南滿洲鐵道株式會社. 慧文社 2015
六カ国語共通のことわざ集 : 日本語・英語・フラン
ス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語対照

張福武 慧文社
2015

佐渡の民話. ［新版］日本の民話 浜口一夫 未來社 2015
神奈川の民話 ［新版］日本の民話 安池正雄 未來社 2015
上州の民話. ［新版］日本の民話 小野忠孝 未來社 2015
加賀・能登の民話. ［新版］日本の民話 清酒時男 未來社 2015



東京専門学校の研究 : 「学問の独立」の具体相と
「早稲田憲法草案」 = The study on Tokyo-
Senmongakko : enbodied figure of 
"independence of learning" and "Waseda draft 
consitution"

早稲田大学学術叢書 真辺将之 早稲田大学出版部

2010

一亡命者の記錄 : 池明観のこと 早稲田大学学術叢書 堀真清 早稲田大学出版部 2010
源氏物語の言葉と異国 : The tale of Genji and its 
references to foreign lands

早稲田大学学術叢書 金 孝淑 早稲田大学出版部
2010

経営変革と組織ダイナミズム : 組織アライメントの
研究

早稲田大学学術叢書 鈴木勘一郎 早稲田大学出版部
2011

人形浄瑠璃のドラマツルギー : 近松以降の浄瑠璃作
者と平家物語

早稲田大学学術叢書 伊藤りさ 早稲田大学出版部
2011

人類は原子力で滅亡した : ギュンター・グラスと
「女ねずみ」

早稲田大学学術叢書 杵淵博樹 早稲田大学出版部
2013

兵式体操成立史の研究 : The establishment of 
heishiki taisou : (military-style physical training 
in schools)

早稲田大学学術叢書 奥野武志 早稲田大学出版部
2013

企業競争力と人材技能 : 三井物産創業半世紀の経営
分析 = White-collar workers' skills and 
organizational competitiveness : a case study of 
Mitsui & Co. during the late nineteenth and 
early twentieth centiries

早稲田大学学術叢書 高橋弘幸 早稲田大学出版部

2013

地域銀行の経営行動 : 変革期の対応 = Managerial 
behavior of Japanese regional banks and the 
phase of major change

早稲田大学学術叢書 森祐司 早稲田大学出版部
2014

アクティブ・ライフスタイルの構築 : 身体活動・運
動の行動変容研究 = Behavior change 
interventions to enhance active lifestyles

早稲田大学学術叢書 竹中晃二 早稲田大学出版部
2015



格差社会の住宅政策 : ミックスト・インカム住宅の
可能性 = Housing policy in a society with 
increasing income inequality : possibilities for 
mixed-income housing

早稲田大学学術叢書 渡邊詞男 早稲田大学出版部

2015

アリストテレスの存在論 : <実体>とは何か = 
Aristotle's theory of being : what is ?

早稲田大学学術叢書 岩田圭一 早稲田大学出版部
2015

環境リスク管理の法原則 : 予防原則と比例原則を中
心に = The legal principles of environmental risk 
management, particularly the precautionary and 
proportionality principles

早稲田大学学術叢書 藤岡典夫 早稲田大学出版部

2015

中国独占禁止法 : 法体系とカルテル規制の研究 = 
China's anti-monopoly law : the study of the 
structure and cartel regulation

早稲田大学学術叢書 陳丹舟 早稲田大学出版部
2015

An Automodular View of Ellipsis 早稲田大学学術叢書 上野義雄 早稲田大学出版部 2015
日本復帰と反復帰 : 戦後沖縄ナショナリズムの展開 
= For and against reversion of Okinawa to 
Japan : the development of post-World War II 
Okinawa nationalism

早稲田大学学術叢書 小松寬 早稲田大学出版部

2015

アジアの聖と賤 : 被差別民の歴史と文化 野間宏-沖浦和光 人文書院 1983
日本の聖と賤　中世編 野間宏-沖浦和光 人文書院 1985
日本の聖と賤　近世編 野間宏-沖浦和光 人文書院 1986
日本の聖と賤　近代編 野間宏-沖浦和光 人文書院 1992
首相政治の制度分析 : 現代日本政治の権力基盤形成

叢書21世紀の国際環境と日本 待鳥聡史 千倉書房
2012

武力行使の政治学 : 単独と多角をめぐる国際政治と
アメリカ国内政治

叢書21世紀の国際環境と日本 多湖淳 千倉書房
2010

同盟の相剋 : 戦後インドシナ紛争をめぐる英米関係
叢書21世紀の国際環境と日本 水本義彦 千倉書房

2009

戦後スペインと国際安全保障 : 米西関係に見るミド
ルパワー外交の可能性と限界

細田晴子 千倉書房
2012



人間の安全保障 : グローバル化する多様な脅威と政
策フレームワーク

福島安紀子 千倉書房
2010

アジア太平洋と新しい地域主義の展開 菊池努-渡邉昭夫 千倉書房 2010
「南進」の系譜 : 日本の南洋史観 矢野暢 千倉書房 2009
地方のための経営学 : 高知発, 地域ビジネス創造か
ら事業化へ

桂信太郎-永野正朗-那須清吾 千倉書房
2015

情報活用力 : 考える, 伝える, 分かちあう NOA SCHOOLING TXT 本田直也-Noa出版 noa出版 2011
実践ドリルで学ぶ Office活用術 : 2013対応 : 文書
作成・プレゼンに役立つ!

noa出版 noa出版
2015

統計リテラシー : 活用事例でわかる! : 数学が苦手で
も大丈夫!

NOA SCHOOLING TXT noa出版 noa出版
2014

学生のためのアカデミック情報リテラシー : 
Office2013対応版

NOA SCHOOLING TXT 阿部勘一-Noa出版 noa出版
2014

学生のための Office 2013 & 情報モラル : 身近な
テーマで作って学ぶ!

noa出版 noa出版
2014

学生のための Office 2010 & 情報モラル : 身近な
テーマで作って学ぶ!

noa出版 noa出版
2015

Office 基礎と情報モラル : Office 2013・2010対応 
: イチからしっかり学ぶ!

NOA SCHOOLING TXT noa出版 noa出版
2015

情報リテラシー : これだけは知っておこう! noa出版 noa出版 2015
情報倫理ハンドブック noa出版 noa出版 2015
仮說 [double-headed arrow] 検証 : 自ら考える, 
判断する, 行動する

noa出版 noa出版
2013

はじめての数理統計学 : Elementary mathematical 
statistics

古島幹雄-坂西文俊-市橋勝 近代科学社
2007

はじめての離散数学 小倉久和 近代科学社 2011
はじめての確率論 小杉のぶ子-久保幹雄 近代科学社 2011
はじめての情報理論 小嶋徹也 近代科学社 2011
マルチンゲール理論による統計解析 ISMシリーズ : 進化する統計数

理
西山陽一 近代科学社

2011



フィールドデータによる統計モデリングとAIC ISMシリーズ : 進化する統計数
理

島谷健一郎 近代科学社
2012

はじめての応用数学. 小坂敏文-吉本定伸 近代科学社 2013
はじめてのアルゴリズム 上原隆平 近代科学社 2013
はじめての最適化 関口良行 近代科学社 2014
DEOS : 変化しつづけるシステムのためのディペン
ダビリティ工学 = Dependability engineering for 
open systems

所真理雄 近代科学社
2014

関数とは何か : 近代数学史からのアプローチ 岡本久-長岡亮介 近代科学社 2014
法廷のための統計リテラシー : 合理的討論の基盤と
して

ISMシリーズ : 進化する統計数
理

Ishiguro, M. 近代科学社
2014

製品開発のための統計解析入門 : JMPによる品質管
理・品質工学

ISMシリーズ : 進化する統計数
理

河村敏彦 近代科学社
2015

一人称研究のすすめ : 知能研究の新しい潮流 伊藤毅志-堀浩一-諏訪正樹-人工知能学会. 近代科学社 2015
知のデザイン : 自分ごととして考えよう 諏訪正樹-藤井晴行 近代科学社 2015
サプライチェーンリスク管理と人道支援ロジスティ
クス : Supply chain risk management and 
humanitarian logistics

久保幹雄-松川弘明 近代科学社
2015

深層学習 : Deep learning 麻生英樹-神嶌敏弘-人工知能学会. 近代科学社 2015
モバイルネットワーク時代の情報倫理 : 被害者・加
害者にならないためのメディアリテラシー

山住富也 近代科学社
2015

Tree-ring Management : Take the Long View 
and Grow Your Business Slowly

塚越寬; Larrabee, Hart JPIC(出版文化産業振興財
2015

Listen to the Voice of the Earth : Learn About 
Earthquakes to Save Lives

大木聖子-Iwaki, Takako JPIC(出版文化産業振興財
2015

On Lisp : advanced techniques for common Lisp
Graham, Paul-野田開 オーム社

2007

Ship it! : ソフトウェアプロジェクト成功のための達
人式ガイドブック = Ship it! : a practical guide to 
successful software projects

Richardson, Jared R.-Gwaltney, William   オーム社
2006



ロボコンマガジン. : ロボットを知ろう, 作ろう! ロ
ボット総合情報誌 = Robocon magazine. No. 102, 
2015 11

矢野友規 オーム社
2015

ゴール & ストラテジ入門 : 残念なシステムの無くし
方 = GQM + strategies

Basili, Victor R.-鷲崎弘宜.-Trendowicz, Aオーム社
2015

プログラマのための論理パズル : 難題を突破する論
理思考トレーニング = Puzzles for programmers 
and pros

Shasha, Dennis Elliott-吉平健治 オーム社
2009

田舎のネズミと町のネズミ　（にほんご多読ブック
スLevel 0）

Aesop.-多言語多読, NPO-玉木玲子-丸善出大修館書店
2015

屋久島　（にほんご多読ブックスLevel 0） 片山智子-多言語多読, NPO 大修館書店 2015
船　（にほんご多読ブックスLevel 1） 松田緑-Midori-丸善出版株式会社.-多言語多  大修館書店 2015
招き猫　（にほんご多読ブックスLevel 1） 谷川順子.-多言語多読, NPO 大修館書店 2015
サルとカニ　（にほんご多読ブックスLevel 2） 石川智子-丸善出版株式会社.-多言語多読, N大修館書店 2015
裸の王様　（にほんご多読ブックスLevel 2） Andersen, H. C.-佐々木英子-多言語多読, 大修館書店 2015
赤ずきんちゃん　（にほんご多読ブックスLevel 2）

酒井茜-Grimm, Jacob-Grimm, Wilhelm-丸  大修館書店
2015

悪魔の散歩　（にほんご多読ブックスLevel 2） 豊島与志雄-荻原克啓.-多言語多読, NPO 大修館書店 2015
ジャックと豆の木　（にほんご多読ブックスLevel 
2）

佐々木英子.-多言語多読, NPO 大修館書店
2015

シンデレラ　（にほんご多読ブックスLevel 2） Perrault, Charles-うめだもとこ-多言語多読  大修館書店 2015
二人の恋人　他2話　（にほんご多読ブックスLevel 
2）

Aesop.-市川さち子-多言語多読, NPO 大修館書店
2015

ヘンゼルとグレーテル　（にほんご多読ブックス
Level 2）

鳥海智佳子-Grimm, Jacob-Grimm, Wilhe  大修館書店
2015

老人の町　（にほんご多読ブックスLevel 2） 今井弘美-李華龍-多言語多読, NPO 大修館書店 2015
屁っこき嫁　（にほんご多読ブックスLevel 2） 唐澤晴美-山中桃子-多言語多読, NPO 大修館書店 2015
よだかの星　（にほんご多読ブックスLevel 3） 宮沢賢治-赤星絵里.-多言語多読, NPO-山田大修館書店 2015
梨とり兄弟　（にほんご多読ブックスLevel 3） 川本かず子-東真人-多言語多読, NPO 大修館書店 2015



ばかオンダル～「三国史記」より～　（にほんご多
読ブックスLevel 3）

金富軾-徐毅植-多言語多読, NPO-渡辺英理 大修館書店
2015

日本の神話～海幸山幸～　（にほんご多読ブックス
Level 3）

松田緑-多言語多読, NPO-うめだもとこ 大修館書店
2015

大男の話　（にほんご多読ブックスLevel 3） 新美南吉-岩崎容子-多言語多読, NPO 大修館書店 2015
天狗の鼻　（にほんご多読ブックスLevel 3） 豊島与志雄-今井弘美-多言語多読, NPO-栗林大修館書店 2015
五兵衛と津波　（にほんご多読ブックスLevel 3） Hearn, Lafcadio-小島めぐみ-多言語多読, 大修館書店 2015
広島・宮島　（にほんご多読ブックスLevel 4） 中崎温子-多言語多読, NPO 大修館書店 2015
羅生門/トロッコ　（にほんご多読ブックスLevel 
4）

芥川龍之介-粟野真紀子-多言語多読, NPO-榎大修館書店
2015

女王　卑弥呼　（にほんご多読ブックスLevel 4） 長嶋啓子-青木初代-多言語多読, NPO 大修館書店 2015
中国の悲しい恋物語～「孟姜女」「梁山伯と祝英
台」～　（にほんご多読ブックスLevel 4）

李園園-張瑋芸-多言語多読, NPO 大修館書店
2015

奈良の大仏　（にほんご多読ブックスLevel 4） 白石ひろ子-樅山祥子-多言語多読, NPO 大修館書店 2015
赤毛クラブ　（にほんご多読ブックスLevel 4） Doyle, Arthur Conan-唐宇君-宮島京子-多  大修館書店 2015
信長・秀吉・家康　（にほんご多読ブックスLevel 
4）

中崎温子-浅野秀匡-多言語多読, NPO 大修館書店
2015

クリスマス・キャロル　（にほんご多読ブックス
Level 4）

Dickens, Charles-粟野真紀子-多言語多読, 大修館書店
2015

京都　（にほんご多読ブックスLevel 4） 小松和江-多言語多読, NPO 大修館書店 2015
おちくぼ物語　（にほんご多読ブックスLevel 4） 浦川やす子-多言語多読, NPO-大島史子 大修館書店 2015
落語　（にほんご多読ブックスLevel 4） 長嶋啓子-栗林千敏-多言語多読, NPO 大修館書店 2015
坂本龍馬　（にほんご多読ブックスLevel 5） 中崎温子.-大島史子-多言語多読, NPO 大修館書店 2015
野口英世　（にほんご多読ブックスLevel 5） 宮島京子-大島史子-多言語多読, NPO 大修館書店 2015
大震災に学ぶ社会科学　第２巻　震災後の自治体ガ
バナンス

稲継裕昭-小原隆治 東洋経済新報社
2015

大震災に学ぶ社会科学　第３巻　福島原発事故と複
合リスク・ガバナンス

城山英明 東洋経済新報社
2015

大学初年級でマスターしたい物理と工学のベーシッ
ク数学

河辺哲次 裳華房
2015



基礎からの量子力学 上村洸-山本貴博 裳華房 2015
大学生のための力学入門 小宮山進-竹川敦 裳華房 2015
相対論の世界 橋本正章-荒井賢三 裳華房 2015
窒素固定の科学 : 化学と生物学からの挑戦 干鯛眞信 裳華房 2015
ヒトを理解するための生物学 八杉貞雄 裳華房 2015
理工系のための生物学 坂本順司 裳華房 2015
新日本古典文学大系　第17巻　竹取物語　伊勢物語

新日本古典文学大系 堀内　秀晃　校注／秋山　虔　校注 岩波書店
1997

新日本古典文学大系　第18巻　落窪物語　住吉物語
新日本古典文学大系 藤井　貞和　校注／稲賀　敬二　校注 岩波書店

1989

新日本古典文学大系　第24巻　土佐日記　蜻蛉日記　
紫式部日記　更級日記

新日本古典文学大系 長谷川　政春　校注／今西　祐一郎　校注／ 　 　 　 　岩波書店
1989

新日本古典文学大系　第25巻　枕草子 新日本古典文学大系 渡辺　実　校注 岩波書店 1991
新日本古典文学大系　第26巻　堤中納言物語　とり
かへばや物語

新日本古典文学大系 大槻　修　校注／今井　源衛　校注／森下　 　 　 　岩波書店
1992

新日本古典文学大系　第27巻　本朝文粋 新日本古典文学大系 大曾根　章介　校注／金原　理　校注／後藤　 　岩波書店 1992
新日本古典文学大系　第28巻　平安私家集 新日本古典文学大系 犬養　廉　校注／後藤　祥子　校注／平野　 　岩波書店 1994
新日本古典文学大系　第29巻　袋草紙 新日本古典文学大系 藤岡　忠美　校注 岩波書店 1995
新日本古典文学大系　第30巻　日本霊異記 新日本古典文学大系 出雲路　修　校注 岩波書店 1996
新日本古典文学大系　第31巻　三宝絵　注好選 新日本古典文学大系 馬淵　和夫　校注／小泉　弘　校注／今野　 　岩波書店 1997
新日本古典文学大系　第32巻　江談抄　中外抄　富
家語

新日本古典文学大系 後藤　昭雄　校注／池上　洵一　校注／山根　 　岩波書店
1997

新日本古典文学大系　第38巻　六百番歌合 新日本古典文学大系 久保田　淳　校注／山口　明穂　校注 岩波書店 1998
新日本古典文学大系　第39巻　方丈記　徒然草 新日本古典文学大系 佐竹　昭広　校注／久保田　淳　校注 岩波書店 1989
新日本古典文学大系　第40巻　宝物集　閑居友　比
良山古人霊託

新日本古典文学大系 小泉　弘　校注／山田　昭全　校注／小島　 　 　 　岩波書店
1993

新日本古典文学大系　第41巻　古事談・続古事談 新日本古典文学大系 川端　善明　校注／荒木　浩　校注 岩波書店 2005
新日本古典文学大系　第42巻　宇治拾遺物語　古本
説話集

新日本古典文学大系 三木　紀人　校注／浅見　和彦　校注／中村　 　 　 　岩波書店
1990



新日本古典文学大系　第43巻　保元物語　平治物語　
承久記

新日本古典文学大系 栃木　孝惟　校注／日下　力　校注／益田　 　 　 　岩波書店
1992

新日本古典文学大系　第44巻　平家物語　上 新日本古典文学大系 梶原　正昭　校注／山下　宏明　校注 岩波書店 1991
新日本古典文学大系　第45巻　平家物語　下 新日本古典文学大系 梶原　正昭　校注／山下　宏明　校注 岩波書店 1993
新日本古典文学大系　第46巻　中世和歌集　鎌倉篇

新日本古典文学大系 樋口　芳麻呂　校注／糸賀　きみ江　校注／ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　岩波書店
1991

新日本古典文学大系　第47巻　中世和歌集　室町篇
新日本古典文学大系 伊藤　敬　校注／荒木　尚　校注／稲田　利 　 　 　岩波書店

1990

新日本古典文学大系　第48巻　五山文学集 新日本古典文学大系 入矢　義高　校注 岩波書店 1990
新日本古典文学大系　第49巻　竹林抄 新日本古典文学大系 島津　忠夫　校注／乾　安代　校注／鶴崎　 　 　 　 　 　岩波書店 1991
新日本古典文学大系　第50巻　とはずがたり　たま
きはる

新日本古典文学大系 三角　洋一　校注 岩波書店
1994

新日本古典文学大系　第51巻　中世日記紀行集 新日本古典文学大系 福田　秀一　校注／岩佐　美代子　校注／川 　 　 　 　 　 　 　 　岩波書店 1990
新日本古典文学大系　第52巻　庭訓往来　句双紙 新日本古典文学大系 山田　俊雄　校注／入矢　義高　校注／早苗　 　岩波書店 1996
新日本古典文学大系　第53巻　中華若木詩抄　湯山
聯句鈔

新日本古典文学大系 大塚　光信　校注／尾崎　雄二郎　校注／朝 　 　岩波書店
1995

新日本古典文学大系　第54巻　室町物語集　上 新日本古典文学大系 市古　貞次　校注／秋谷　治　校注／沢井　 　 　 　 　 　岩波書店 1989
新日本古典文学大系　第55巻　室町物語集　下 新日本古典文学大系 市古　貞次　校注／秋谷　治　校注／沢井　 　 　 　 　 　岩波書店 1992
新日本古典文学大系　第56巻　梁塵秘抄　閑吟集　
狂言歌謡

新日本古典文学大系 小林　芳規　校注／武石　彰夫　校注／土井　 　 　 　 　 　岩波書店
1993

新日本古典文学大系　第57巻　謡曲百番 新日本古典文学大系 西野　春雄　校注 岩波書店 1998
新日本古典文学大系　第58巻　狂言記 新日本古典文学大系 橋本　朝生　校注／土井　洋一　校注 岩波書店 1996
新日本古典文学大系　第59巻　舞の本 新日本古典文学大系 麻原　美子　校注／北原　保雄　校注 岩波書店 1994
新日本古典文学大系　第60巻　太閤記 新日本古典文学大系 桧谷　昭彦　校注／江本　裕　校注 岩波書店 1996
新日本古典文学大系　第61巻　七十一番職人歌合　
新撰狂歌集　古今夷曲集

新日本古典文学大系 岩崎　佳枝　校注／網野　善彦　校注／高橋　 　 　 　岩波書店
1993

新日本古典文学大系　第62巻　田植草紙　山家鳥虫
歌　鄙廼一曲　琉歌百控

新日本古典文学大系 友久　武文　校注／山内　洋一郎　校注／真 　 　 　 　 　 　 　 　岩波書店
1997

新日本古典文学大系　第63巻　本朝一人一首 新日本古典文学大系 小島　憲之　校注 岩波書店 1994



新日本古典文学大系　第64巻　けん園録稿　如亭山
人遺藁　梅とん詩鈔

新日本古典文学大系 日野　龍夫　校注／揖斐　高　校注／水田　 　岩波書店
1997

新日本古典文学大系　第65巻　日本詩史 五山堂詩話
新日本古典文学大系 清水　茂　校注／揖斐　高　校注／大谷　雅 　岩波書店

1991

新日本古典文学大系　第66巻　菅茶山　頼山陽詩集
新日本古典文学大系 水田　紀久　校注／頼　惟勤　校注／直井　 　岩波書店

1996

新日本古典文学大系　第67巻　近世歌文集　上 新日本古典文学大系 松野　陽一　校注／上野　洋三　校注 岩波書店 1996
新日本古典文学大系　第68巻　近世歌文集　下 新日本古典文学大系 鈴木　淳　校注／中村　博保　校注 岩波書店 1997
新日本古典文学大系　第74巻　仮名草子集 新日本古典文学大系 渡辺　守邦　校注／渡辺　憲司　校注 岩波書店 1991
新日本古典文学大系　第75巻　伽婢子 新日本古典文学大系 松田　修　校注／渡辺　守邦　校注／花田　 　岩波書店 2001
新日本古典文学大系　第76巻　好色二代男　西鶴諸
国ばなし　本朝二十不孝

新日本古典文学大系 冨士　昭雄　校注／井上　敏幸　校注／佐竹　 　岩波書店
1991

新日本古典文学大系　第81巻　田舎荘子　当世下手
談義　当世穴さがし

新日本古典文学大系 中野　三敏　校注 岩波書店
1990

新日本古典文学大系　第82巻　異素六帖　古今俄選　
粋宇瑠璃　田舎芝居

新日本古典文学大系 浜田　啓介　校注／中野　三敏　校注 岩波書店
1998

新日本古典文学大系　第83巻　草双紙集 新日本古典文学大系 木村　八重子　校注／宇田　敏彦　校注／小 　 　岩波書店 1997
新日本古典文学大系　第84巻　寝惚先生文集　狂歌
才蔵集　四方のあか

新日本古典文学大系 中野　三敏　校注／日野　龍夫　校注／揖斐　 　岩波書店
1993

新日本古典文学大系　第85巻　米饅頭始　仕懸文庫　
昔話稲妻表紙

新日本古典文学大系 水野　稔　校注 岩波書店
1990

新日本古典文学大系　第86巻　浮世風呂　戯場粋言
幕の外　大千世界楽屋探

新日本古典文学大系 神保　五彌　校注 岩波書店
1989

新日本古典文学大系　第87巻　開巻驚奇侠客伝 新日本古典文学大系 横山　邦治　校注／大高　洋司　校注 岩波書店 1998
新日本古典文学大系　第88巻　偐紫田舎源氏　上 新日本古典文学大系 鈴木　重三　校注 岩波書店 1995
新日本古典文学大系　第89巻　偐紫田舎源氏　下 新日本古典文学大系 鈴木　重三　校注 岩波書店 1995
新日本古典文学大系　第97巻　当代江戸百化物　在
津紀事　仮名世説

新日本古典文学大系 多治比　郁夫　校注／中野　三敏　校注 岩波書店
2000

新日本古典文学大系　第98巻　東路記　己巳紀行　
西遊記

新日本古典文学大系 板坂　耀子　校注／宗政　五十緒　校注 岩波書店
1991



新日本古典文学大系　第99巻　仁斎日札　たはれ草　
不尽言　無可有郷

新日本古典文学大系 植谷　元　校注／水田　紀久　校注／日野　 　岩波書店
2000

新日本古典文学大系　第100巻　江戸繁昌記　柳橋
新誌

新日本古典文学大系 日野　龍夫　校注 岩波書店
1989

ASEANシフトが進む日系企業 : 統合一体化するメコ
ン地域

春日尚雄 文眞堂
2014

ASEAN 経済共同体と日本 : 巨大統合市場の誕生 石川幸一-助川成也-清水一史 文眞堂 2013
欧州新興市場国への日系企業の進出 : 中欧・ロシア
の現場から

田中宏-池本修一 文眞堂
2014

日産コンツェルン経営史研究 宇田川勝 文眞堂 2015
パチンコホール企業改革の研究 鍛冶博之 文眞堂 2015
トヨタの新興国車IMV : そのイノベーション戦略と
組織

野村俊郎 文眞堂
2015

日本におけるバーナード理論研究 川端久夫 文眞堂 2015
アジアの企業間競争 佐々木聡-平井岳哉-橘川武郎-久保文克 文眞堂 2015
はじめて学ぶ人のための経営学 片岡信之-高橋由明-渡辺峻-斎藤毅憲-佐々木文眞堂 2015
「おもてなし」依存が会社をダメにする : 観光, ホ
テル, 旅館業のための情報産業論

青木昌城 文眞堂
2015

国際関係の論点 : グローバル・ガバナンスの視点か
ら

西孝-小野田欣也-馬田啓一 文眞堂
2015

FTA戦略の潮流 : 課題と展望 馬田啓一-石川幸一-国際貿易投資研究会 文眞堂 2015
人口減少社会の雇用 : 若者・女性・高齢者・障害
者・外国人労働者の雇用の未来は?

西川清之 文眞堂
2015

チェコの体制転換プロセスと直接投資 池本修一 文眞堂 2015
現代ビジネス中国語 : 会話と電子メールで学ぶ日中
ビジネス実務

中曽根淑芳-亀田尚己 文眞堂
2015

ASEAN 経済統合の実態 浦田秀次郎-可部繁三郎-牛山隆一 文眞堂 2015
ピアノ, 技術革新とマーケティング戦略 : 楽器のブ
ランド形成メカニズム

大木裕子 文眞堂
2015

メガFTA時代の新通商戦略 : 現状と課題 高橋俊樹-馬田啓一-石川幸一 文眞堂 2015



企業不祥事の研究 : 経営者の視点から不祥事を見る
Inoue, Izumi 文眞堂

2015

新版人的資源管理の基本 白木三秀 文眞堂 2015
エコノリーガル・スタディーズのすすめ : 社会を見
通す法学と経済学の複眼思考 = Econo-legal 
studies : thinking through the lenses of 
economics and law

大内伸哉-高橋裕-柳川隆 有斐閣

2014

政府の憲法解釈 阪田雅裕 有斐閣 2013
憲法学再入門 = A reintroduction to the study of 
constitutional law

法学教室Library 西村裕一-木村草太 有斐閣
2014

憲法講義. : = Japanese constitutional law. 1 大石眞 有斐閣 2014
法治国家観の展開 : 法治主義の普遍化的近代化と現
代化

高田敏 有斐閣
2013

国家作用の本質と体系. : Justifying legislative 
encroachment upon inherent patrimonial rights, 
an encyclopedia.

仲野武志 有斐閣
2014

条文解說公文書管理法 : 行政情報二法のポイントと
ともに

藤原静雄-七条浩二-Japan. 有斐閣
2013

行政法総論を学ぶ : Understanding the general 
theories of administrative law

法学教室Library 曽和俊文 有斐閣
2014

Q & A 番号法 : Q & A on The number act 水町雅子 有斐閣 2014
はじめての行政法 有斐閣アルマ 石川敏行-大久保規子-下井康史-藤原静雄-大有斐閣 2015
行政救済法 : Administrative remedy law 宇賀克也 有斐閣 2015
星野英一先生の想い出 星野美賀子-大村敦志-内田貴 有斐閣 2013
信託法 : The law of trust in Japan 新井誠-Japan. 有斐閣 2014
事例から民法を考える : Rethinking civil law 
through cases

法学教室Library 佐久間毅-久保野恵美子-田高寬貴-曽野裕夫有斐閣
2014

信託の設定・信託財産 道垣内弘人-能見善久 有斐閣 2013
契約の危殆化と債務不履行 : Die Vertragsgefä
hrdung und Leistungsstörungen

松井和彦 有斐閣
2013



不法行為法における名誉概念の変遷 建部雅 有斐閣 2014
経営者の報酬の法的規律 : Executive 
compensation

伊藤靖史 有斐閣
2013

重点講義民事訴訟法. : Fundamentals of civil 
procedure

高橋宏志 有斐閣
2013

民事訴訟における手続運営の理論 : Theory of 
procedural administration in civil procedure

三木浩一 有斐閣
2013

ライブ争点整理 上石奈緖-太田秀哉-林道晴 有斐閣 2014
将来債権譲渡担保と倒産手続 : Die 
Sicherungszession künftiger Forderungen in der 
Insolvenz des Zedenten

和田勝行 有斐閣
2014

事例から刑法を考える : Rethinking Criminal law 
through cases

法学教室Library 島田聡一郎-小林憲太郎 有斐閣
2014

刑法 (全) 藤木英雄-船山泰範 有斐閣 2013
刑事法入門 : An introduction to criminal law, 
criminal procedure and criminology

大谷實 有斐閣
2014

入門刑法学. 法学教室Library 井田良 有斐閣 2013
入門刑法学. 法学教室Library 井田良 有斐閣 2013
刑法各論 : Criminal law : specific offences 斎藤信治 有斐閣 2014
人事と法の対話 : 新たな融合を目指して = 
Dialogue of HRM and labor law : toward a new 
synthesis

守島基博-大内伸哉 有斐閣
2013

ベーシック経済法 : 独占禁止法入門 = The basic 
economic law : introduction of antimonopoly 
law

有斐閣アルマ 川濱昇-和久井理子-泉水文雄-瀬領真悟 有斐閣
2014

ポイント国際私法. 道垣内正人 有斐閣 2014
はじめてのアメリカ法 : Inspiring American law 樋口範雄 有斐閣 2013
政党内閣制の展開と崩壊, 一九二七--三六年 : The 
development and breakdown of the party 
cabinet system, 1927-1936

村井良太 有斐閣
2014



原因を推論する : 政治分析方法論のす[su]め = 
Causal inference and political analysis

久米郁男 有斐閣
2013

安全保障の国際政治学 : 焦りと傲り = 
International politics of security : anxiety and 
hubris

土山實男 有斐閣
2014

入門・経済学 : Introduction to economics 藪下史郎-鈴木久美-猪木武徳 有斐閣 2013
行動経済学 : 伝統的経済学との統合による新しい経
済学を目指して = Behavioral economics : 
towards a new economics by integration with 
traditional economics

大垣昌夫-田中沙織 有斐閣

2014

ソーシャル・エンタプライズ論 : 自立をめざす事業
の核心 = On Social Enterprise

鈴木良隆 有斐閣
2014

ミクロ経済学の第一步 : First steps in 
microeconomics

有斐閣ストゥディア 安藤至大 有斐閣
2013

演習式マクロ経済学・入門 福田慎一-照山博司 有斐閣 2013
産業政策のつくり方 : アジアのベストプラクティス
に学ぶ = Designing industrial policies : learning 
from Asia's best practices

大野健一 有斐閣
2013

中小企業・ベンチャー企業論 : グローバルと地域の
はざまで = Small businesses and new ventures : 
globalization and localization

植田浩史 有斐閣
2014

21世紀中小企業論 : 多様性と可能性を探る = Small 
and medium-sized enterprises in the 21st 
century

有斐閣アルマ 渡辺幸男-向山雅夫-黒瀬直宏-小川正博 有斐閣
2013

金融のエッセンス : The essence of banking & 
finance

有斐閣ストゥディア 川西諭-山崎福寿 有斐閣
2013

証券論 : Securities markets : history, logic, and 
structure

大村敬一-俊野雅司 有斐閣
2014

はじめて学ぶリスクと保険 : Fundamentals of risk 
and insurance

有斐閣ブックス 下和田功 有斐閣
2014



現代租稅の理論と思想 : Theory and thoughts of 
modern taxation

諸富徹-鶴田廣巳-宮本憲一 有斐閣
2014

土建国家の時代 : 一九六〇~八五年 日本財政の現代史 小西砂千夫-諸富徹-井手英策 有斐閣 2014
バブルとその崩壊 : 一九八六~二〇〇〇年 日本財政の現代史 小西砂千夫-井手英策-諸富徹 有斐閣 2014
構造改革とその行き詰まり : 二〇〇一年~ 日本財政の現代史 小西砂千夫-諸富徹-井手英策 有斐閣 2014
法と経済で読みとく雇用の世界 : これからの雇用政
策を考える = Understanding the world of 
employment : a perspective from law and 
economics

大内伸哉-川口大司 有斐閣

2014

キャリアのみかた : 図で見る110のポイント = 
Career navigation by economists

松繁寿和-阿部正浩 有斐閣
2014

日本のジェンダーを考える : Discussing gender 
roles in Japan

川口章 有斐閣
2013

生活保障のガバナンス : ジェンダーとお金の流れで
読み解く = Governance of livelihood security

大沢真理 有斐閣
2014

日本型ビジネスモデルの中国展開 : Development 
of Japanese business model in China 伊丹敬之 有斐閣

2013

マネジメント・コントロール : 8つのケースから考
える人と企業経営の方向性 = Management control 横田絵理-金子晋也 有斐閣

2014

グローバル製品開発戦略 : 日本コカ・コーラ社の成
功と日本ペプシコ社の撤退 = The strategy of 
global product development : Coca-Cola (Japan) 
vs. PepsiCo (Japan)

多田和美 有斐閣

2014

ケースに学ぶ国際経営 : International business : 
studying through cases

有斐閣ブックス 新宅純二郎-浅川和宏-吉原英樹-白木三秀 有斐閣
2013

学習を促す組織文化 : マルチレベル・アプローチに
よる実証分析 = Organizational culture enhancing 
learning : multi-level approach

北居明 有斐閣
2014



アントレプレナーシップ入門 : ベンチャーの創造を
学ぶ = Introduction to entrepreneurship : 
understanding new venture creation

有斐閣ストゥディア 忽那憲治 有斐閣
2013

事業創成 : イノベーション戦略の彼岸 = Business 
creation and sustenance : beyond innovation 
strategy

小林敏男 有斐閣
2014

商業まちづくり政策 : 日本における展開と政策評価 
= A public policy for revitalizing urban 
community and commerce

渡辺達朗 有斐閣
2014

はじめてのマーケティング : Marketing for 
beginners

有斐閣ストゥディア 久保田進彦-須永努-澁谷覚 有斐閣
2013

類似性の構造と判断 : 他者との比較が消費者行動を
変える = Similarity and judgement : how 
structural comparison with others changes 
consumer behavior

澁谷覚 有斐閣

2013

現代マーケティング・リサーチ : 市場を読み解く
データ分析 = Modern marketing research : data 
analysis for market decisions

照井伸彦-佐藤忠彦 有斐閣
2013

日本の消費者はなぜタフなのか : 日本的· 現代的特
性とマーケティング対応 = Are Japanese 
consumers tough consumers? : their cultural 
and modernistic attributes and marketing 
strategy

三浦俊彦 有斐閣

2013

変貌する資本主義と現代社会 : 貨幣・神・情報 = 
Changing capitalism and modern society : 
money, God and information

正村俊之 有斐閣
2014

はじめての社会保障 : 福祉を学ぶ人へ = Guide to 
social security

椋野美智子-田中耕太郎 有斐閣
2015

高齢者福祉の世界 : An introduction to social 
welfare policy and program for the elderly

有斐閣アルマ 直井道子-和気純子-中野いく子 有斐閣
2014



社会福祉政策 : 現代社会と福祉 = Social welfare 
policy

有斐閣アルマ 坂田周一 有斐閣
2014

認知心理学ハンドブック : The handbook of 
cognitive psychology

有斐閣ブックス 日本認知心理学会 有斐閣
2013

パワーエレクトロニクス入門 大野榮一-小山正人 オーム社 2014
絵ときでわかる流体工学 安達勝之-菅野一仁 オーム社 2014
絵とき水理学 國澤正和-福山和夫-西田秀行-粟津清蔵 オーム社 2014
絵ときでわかる機械設計 池田茂-中西佑二 オーム社 2014
やさしく学ぶSPSSによる統計解析 石村光資郎 オーム社 2014
絵ときでわかる熱工学 安達勝之-佐野洋一郎 オーム社 2014
続・わかりやすいパターン認識 : 教師なし学習入門

わかりやすいパターン認識 石井健一郎-上田修功 オーム社
2014

電気電子機能材料 一ノ瀬昇 オーム社 2014
見方・かき方屋内配線図 牧野俊亮 オーム社 2014
考え方・まとめ方屋内配線図 牧野俊亮 オーム社 2014
新しい物質の科学 : 身のまわりを化学する 鈴木孝弘 オーム社 2014
絵とき機械工学のやさしい知識 小町弘-櫻井美千代-金野祥久-吉田裕亮 オーム社 2014
高校数学からはじめるやさしい経済数学テキスト 鈴木孝弘 オーム社 2014
アクリルロボット工作ガイド 三井康亘 オーム社 2014
やさしいリレーとシーケンサ : 問題を解いて理解! = 
Relay & sequencer

岡本裕生 オーム社
2014

医療・福祉に携わる人のための医療用語辞典 伊藤典子 オーム社 2014
基本からわかるシステム制御講義ノート 橋本洋志-星野貴弘-汐月哲夫-石井千春 オーム社 2014
図解空気調和施工図の見方・かき方 : 長く使える空
気調和施工図の作成マニュアル = Air conditioning 
installations

塩澤義登 オーム社
2014

情報文化スキル : Windows 8.1 & Office 2013対応
城所弘泰-今井賢-井上彰宏 オーム社

2014

情報基礎と情報処理 : Windows 8.1 & Office 2013 
対応

寺沢幹雄-福田収-松田高行 オーム社
2015



人工知能の基礎 馬場口登-山田誠二 オーム社 2015
実務に役立つ高圧受電設備の知識 福田真一郎 オーム社 2015
見方・かき方高圧受電設備接続図 福田真一郎 オーム社 2015
技術者のためのわかりやすい文書の書き方 : 6つの
ルールと17の書き方で劇的に変わる

森谷仁 オーム社
2015

だれにもわかる ディジタル回路 天野英晴-相磯秀夫-武藤佳恭 オーム社 2015
わかりやすい 土木施工管理の実務 速水洋志 オーム社 2015
絵ときコンクリート 浅賀栄三-粟津清蔵 オーム社 2015
ストレージ技術 : クラウドとビッグデータの時代 = 
Storage technology

喜連川優 オーム社
2015

スリムに実現するISO 27001完全実例集 : 2014年
版対応

村島昭男 オーム社
2015

絵とき鉄筋コンクリートの設計 伊藤実-竹下鉄夫-粟津清蔵-小笹修広-佐藤啓オーム社 2015
基本からわかるディジタル回路講義ノート 安藤吉伸-平栗健二-渡部英二-井口幸洋-竜田オーム社 2015
基本からわかる電子回路講義ノート 工藤嗣友-水野文夫-吉見卓-渡部英二-高橋泰オーム社 2015
図解配電系統と太陽光発電 : 系統連系のしくみを理
解する技術要件ガイド

飯田芳一 オーム社
2015

工事成績評定 85点獲得のコツ : すぐに使える! 水村俊幸-石田義昭-宮前保美 オーム社 2015
エクストリームプログラミング : Extreme 
programming explained : embrace change, 2nd 
edition

Beck, Kent-角征典-Andres, Cynthia オーム社
2015

実践R統計分析 外山信夫-辻谷将明 オーム社 2015
杉田式ノコギリ木工のすべて 杉田豊久 オーム社 2015
看護必要度 Q & A : あなたの疑問に答えます 筒井孝子.-田中彰子-看護WiseClipper回答者オーム社 2015
基本からわかる電気機器講義ノート 下村昭二-星野勉-森下明平-西方正司-百目鬼オーム社 2014
新日本古典文学大系　第77巻　武道伝来記　西鶴置
土産　万の文反古　西鶴名残の友

新日本古典文学大系 谷脇　理史　校注／冨士　昭雄　校注／井上　 　岩波書店
1989

新日本古典文学大系　第78巻　けいせい色三味線　
けいせい伝受紙子　世間娘気質

新日本古典文学大系 長谷川　強　校注 岩波書店
1989



新日本古典文学大系　第79巻　本朝水滸伝　紀行　
三野日記　折々草

新日本古典文学大系 高田　衛　校注／田中　善信　校注／木越　 　岩波書店
1992

新日本古典文学大系　第80巻　繁野話　曲亭伝奇花
釵児　催馬楽奇談　鳥辺山調綫

新日本古典文学大系 徳田　武　校注／横山　邦治　校注 岩波書店
1992

独立完成への苦闘, 1952--1960 現代日本政治史 池田慎太郎 吉川弘文館 2012
日本軍事史年表 : 昭和・平成 吉川弘文館. 吉川弘文館 2012
高度成長と沖縄返還, 1960--1972 現代日本政治史 中島琢磨 吉川弘文館 2012
大国日本の政治指導, 1972--1989 現代日本政治史 若月秀和 吉川弘文館 2012
関東大震災を步く : 現代に生きる災害の記憶 武村雅之 吉川弘文館 2012
「改革」政治の混迷, 1989-- 現代日本政治史 佐道明広 吉川弘文館 2012
江戶時代の医学 : 名医たちの三〇〇年 青木歲幸 吉川弘文館 2012
飛鳥 : その古代史と風土 読みなおす日本史 門脇禎二 吉川弘文館 2012
犬の日本史 : 人間とともに步んだ一万年の物語 読みなおす日本史 谷口研語 吉川弘文館 2012
鉄砲とその時代 読みなおす日本史 三鬼清一郎 吉川弘文館 2012
苗字の歴史 読みなおす日本史 豊田武 吉川弘文館 2012
謙信と信玄 読みなおす日本史 井上銳夫 吉川弘文館 2012
環境先進国・江戶 読みなおす日本史 鬼頭宏 吉川弘文館 2012
料理の起源 読みなおす日本史 中尾佐助 吉川弘文館 2012
古事記はいかに読まれてきたか : 〈神話〉の変貌 斎藤英喜 吉川弘文館 2012
暦の語る日本の歴史 読みなおす日本史 內田正男 吉川弘文館 2012
漢字の社会史 : 東洋文明を支えた文字の三千年 読みなおす日本史 阿辻哲次 吉川弘文館 2013
禅宗の歴史 読みなおす日本史 今枝愛真 吉川弘文館 2013
江戶の刑罰 読みなおす日本史 石井良助 吉川弘文館 2013
地震の社会史 : 安政大地震と民衆 読みなおす日本史 北原糸子 吉川弘文館 2013
日本人の地獄と極楽 読みなおす日本史 五来重 吉川弘文館 2013
情報覇権と帝国日本. １海底ケ－ブルと通信社の誕
生

情報覇権と帝国日本 有山輝雄 吉川弘文館
2013

幕僚たちの真珠湾 読みなおす日本史 波多野澄雄 吉川弘文館 2013
秀吉の手紙を読む 読みなおす日本史 染谷光廣 吉川弘文館 2013
岡倉天心思想と行動 岡倉登志-宮瀧交二-岡本佳子 吉川弘文館 2013



近世日本の統治と改革 大石学 吉川弘文館 2013
日本古代の文字と地方社会 三上喜孝 吉川弘文館 2013
大本営 読みなおす日本史 森松俊夫 吉川弘文館 2013
時代劇の見方・楽しみ方 : 時代考証とリアリズム 大石学 吉川弘文館 2013
情報覇権と帝国日本. ２通信技術の拡大と宣伝戦 情報覇権と帝国日本 有山輝雄 吉川弘文館 2013
貴重典籍・聖教の研究 山本信吉 吉川弘文館 2013
親鸞の信仰と呪術 : 病気治療と臨終行儀 小山聡子 吉川弘文館 2013
日本海軍史 読みなおす日本史 外山三郎 吉川弘文館 2013
日本近代史を学ぶための文語文入門 : 漢文訓読体の
地平

古田島洋介 吉川弘文館
2013

戦国時代の自力と秩序 神田千里 吉川弘文館 2013
在庁官人と武士の生成 森公章 吉川弘文館 2013
占領から独立へ, 1945--1952 現代日本政治史 楠綾子 吉川弘文館 2013
平城京成立史論 北村優季 吉川弘文館 2013
山名宗全と細川勝元 読みなおす日本史 小川信 吉川弘文館 2013
室町幕府と地域権力 大薮海 吉川弘文館 2013
古代天皇への旅 : 雄略から推古まで 和田萃 吉川弘文館 2014
近世の朝廷と宗教 高埜利彦 吉川弘文館 2014
歴史的仮名遣い : その成立と特徴 読みなおす日本史 築島裕 吉川弘文館 2014
近世起請文の研究 大河内千恵 吉川弘文館 2014
日本古代王権と唐物交易 皆川雅樹 吉川弘文館 2014
時計の社会史 読みなおす日本史 角山榮 吉川弘文館 2014
古墳時代の日朝関係 : 新羅・百済・大加耶と倭の交
涉史

高田貫太 吉川弘文館
2014

漢方 : 中国医学の精華 読みなおす日本史 石原明 吉川弘文館 2014
古墳時代の葬制と他界観 和田晴吾 吉川弘文館 2014
日本中世百姓成立史論 木村茂光 吉川弘文館 2014
律令国郡里制の実像  上巻 平川南 吉川弘文館 2014
律令国郡里制の実像. 平川南 吉川弘文館 2014
墓と葬送の社会史 読みなおす日本史 森謙二 吉川弘文館 2014



奄美諸島編年史料. 石上英一 吉川弘文館 2014
津波災害と近代日本 北原糸子 吉川弘文館 2014
明治の青年とナショナリズム : 政教社・日本新聞社
の群像

中野目徹 吉川弘文館
2014

悪党 読みなおす日本史 小泉宜右 吉川弘文館 2014
近世匁銭の研究 藤本隆士 吉川弘文館 2014
近世日本の支配構造と藩地域 野尻泰弘 吉川弘文館 2014
戦国武将と茶の湯 読みなおす日本史 米原正義 吉川弘文館 2014
日本史を学ぶための〈古代の暦〉入門 細井浩志 吉川弘文館 2014
近世都市の労働社会 森下徹 吉川弘文館 2014
大佛勧進ものがたり 読みなおす日本史 平岡定海 吉川弘文館 2014
戦争に隠された「震度 7」 : 1944 東南海地震, 
1945 三河地震

木村玲欧 吉川弘文館
2014

大地震 : 古記錄に学ぶ 読みなおす日本史 宇佐美龍夫 吉川弘文館 2014
姓氏・家紋・花押 読みなおす日本史 荻野三七彦 吉川弘文館 2014
老舗の伝統と〈近代〉 : 家業経営のエスノグラ
フィー

塚原伸治 吉川弘文館
2014

古代政治史における天皇制の論理 河内祥輔 吉川弘文館 2014
マンチュリア史研究 : 「満洲」六〇〇年の社会変容

塚瀬進 吉川弘文館
2014

内大臣の研究 : 明治憲法体制と常侍輔弼 松田好史 吉川弘文館 2014
安芸毛利一族 読みなおす日本史 河合正治 吉川弘文館 2014
中近世の蝦夷地と北方交易 : アイヌ文化と内国化 関根達人 吉川弘文館 2014
曽我物語の史的研究 坂井孝一 吉川弘文館 2014
三くだり半と縁切寺 : 江戶の離婚を読みなおす 読みなおす日本史 高木侃 吉川弘文館 2014
International Journal of Okinawan Studies International journal of 

Okinawan studies
琉球大学. 研究社

2013

概說スペイン文学史 佐竹謙一 研究社 2009
異文化理解入門 : グローバルな時代を生きるための

原沢伊都夫 研究社
2013



大学生のための論文・レポートの論理的な書き方 渡邊淳子 研究社 2015
アイルランド語文法 : コシュ・アーリゲ方言 O'Siadhail, Micheal-梨本邦直-京都アイルラ研究社 2008
レストラン・お店で使う英中韓 3か国語きほん接客
フレーズ

西蔭浩子-孔令敬-権在淑-田村雅昭-平石淑子研究社
2010

ホテル・旅館で使う英中韓 3か国語きほん接客フ
レーズ

西蔭浩子-孔令敬-権在淑-田村雅昭-平石淑子研究社
2010

入門英語音声学 服部範子 研究社 2012
アウトプットに必要な基本英語表現 Vardaman, James M.-安藤文人 研究社 2015
理科系のためのかならず書ける英語論文 : Technical 
communication

藤野輝雄 研究社
2006

理科系のためのかならず書ける英語論文 : ベーシッ
ク版 = Technical communication

藤野輝雄 研究社
2008

京大学術語彙データベース基本英単語1110 研究社-京都大学英語学術語彙研究グループ研究社 2009
理科系のための英語論文表現文例集 : ヘルプ・シー
トでかならず見つかる = Technical 
communication

藤野輝雄 研究社
2012

アウトプットに必要な基本英文法 Vardaman, James M.-安藤文人 研究社 2014
英語語源辞典 : The Kenkyusha dictionary of 
English etymology

寺澤芳雄 研究社
2013

International Journal of Okinawan Studies International journal of 
Okinawan studies

琉球大学. 研究社
2013

International Journal of Okinawan Studies International journal of 
Okinawan studies

琉球大学. 研究社
2014

ネイティブが教える英語の句動詞の使い方 Thayne, David A.-古正佳緖里 研究社 2014
ネイティブが教えるほんとうの英語の前置詞の使い
方

Thayne, David A.-古正佳緖里 研究社
2014

新統計入門 : New introduction to statistics 小寺平治 裳華房 2008
微分積分 : 理工系入門 = Introduction to calculus

石原繁-浅野重初 裳華房
2009

微分方程式 矢野健太郎-石原繁 裳華房 2009



ベクトル解析 矢野健太郎-石原繁 裳華房 2009
複素解析 矢野健太郎-石原繁 裳華房 2007
応用解析 矢野健太郎-石原繁 裳華房 2015
代数学と幾何学 矢野健太郎 裳華房 1971
変分法と調和写像 浦川肇 裳華房 2006
一般力学系と場の幾何学 大森英樹 裳華房 2003
数論序說 小野孝 裳華房 2001
平面解析幾何学 矢野健太郎 裳華房 2002
立体解析幾何学 矢野健太郎 裳華房 2002
群と位相 横田一郎 裳華房 2001
線形空間 柴岡泰光 裳華房 2003
初等幾何学 清宮俊雄 裳華房 2002
待ち行列 鈴木武次 裳華房 1977
群と表現 横田一郎 裳華房 2001
座標 栗田稔 裳華房 2002
代数的整数論入門. 藤崎源二郎 裳華房 2001
代数的整数論入門. 藤崎源二郎 裳華房 2001
計量微分幾何学 松本誠 裳華房 2003
行列特論 草場公邦 裳華房 2002
テンソル解析 田代嘉弘 裳華房 2006
現代微分幾何入門 野水克己 裳華房 2003
人間の尊厳と自立 : 生活支援場面における「人間」
の理解

介護福祉士養成テキスト . 人間
と社会

黒澤貞夫 建帛社
2009

人間関係とコミュニケーション : 体験学習型ワーク
ブック

介護福祉士養成テキスト . 人間
と社会

諏訪茂樹-大谷佳子 建帛社
2009

生活と福祉 : 家庭, 地域, 社会・組織の福祉的機能と
生活支援

介護福祉士養成テキスト . 人間
と社会

大村薰-小澤温 建帛社
2011

介護の基本. 介護福祉士養成テキスト . 介護 
. 介護の基本 ; 1

綿祐二-柴田範子-西村洋子-本名靖 建帛社
2009



介護の基本. 介護福祉士養成テキスト . 介護 
. 介護の基本 ; 2

綿祐二-柴田範子-西村洋子-本名靖 建帛社
2009

コミュニケーション技術 : 人間関係の形成と実践技
術

介護福祉士養成テキスト . 介護 小熊順子-黒澤貞夫 建帛社
2009

生活支援技術. 介護福祉士養成テキスト . 介護 
. 生活支援技術 ; 1

本名靖-綿祐二-柴田範子-白井孝子 建帛社
2009

生活支援技術. 介護福祉士養成テキスト . 介護 
. 生活支援技術 ; 2

本名靖-山岡喜美子-中川英子-井上由起子-荏建帛社
2009

生活支援技術. 介護福祉士養成テキスト . 介護 
. 生活支援技術 ; 3

柴田範子-山崎イチ子-久保田トミ子-井上由建帛社
2009

生活支援技術. 介護福祉士養成テキスト . 介護 
. 生活支援技術 ; 4

山崎イチ子-山谷里希子-中川英子-川村佐和建帛社
2009

介護過程の展開 : 基礎的理解と実践演習
介護福祉士養成テキスト . 介護 峯尾武巳-黒澤貞夫 建帛社

2008

介護総合演習 : 実習をとおした学びの目標と課題
介護福祉士養成テキスト . 介護 黒澤貞夫-峯尾武巳 建帛社

2009

発達と老化の理解 : 介護の視点からみる高齢者の心
理と健康

介護福祉士養成テキスト . ここ
ろとからだのしくみ

遠藤英俊-長嶋紀一-長谷川和夫 建帛社
2009

認知症の理解 : 介護の視点からみる支援の概要 介護福祉士養成テキスト . ここ
ろとからだのしくみ

長谷川和夫 建帛社
2008

こころとからだのしくみ : 生活場面・状態像に応じ
た支援の理解

介護福祉士養成テキスト . ここ
ろとからだのしくみ

遠藤英俊-長谷川和夫 建帛社
2009

社会保障制度・介護福祉の制度と実践 : 制度の基礎
的理解と事例研究

介護福祉士養成テキスト . 人間
と社会

馬場茂樹-横倉聡 建帛社
2013

障害の理解 : 介護の視点からみるこころとからだの
障がい

介護福祉士養成テキスト . ここ
ろとからだのしくみ

藤野信行-坂本洋一-遠藤英俊 建帛社
2009

人類が変えた地球 : 新時代アントロポセンに生きる
Vince, Gaia-小坂恵理 化学同人

2015

はじめての研究生活マニュアル : 解消します! 理系
大学生の疑問と不安

西澤幹雄 化学同人
2015



医薬品の合成戦略 : 医薬中間体から原薬まで 有機合成化学協会 化学同人 2015
マンガで学ぶ生命倫理 : わたしたちに課せられた
「いのち」の宿題

児玉聡-なつたか 化学同人
2013

アメリカへ博士号をとりにいく : 理系大学院留学奮
戦記

鎌谷朝之 化学同人
2001

大人のためのサイエンス iQ : クイズで診断! 左卷健男 化学同人 2008
だまされる視覚 : 錯視の楽しみ方 北岡明佳 化学同人 2007
ヒューマンエラーを防ぐ知恵 : ミスはなくなるか 中田亨 化学同人 2007
漢方読みの漢方知らず : 西洋医が見た中国の伝統薬

吉田荘人 化学同人
2007

降水確率 50%は五分五分か : 天気予報を正しく理
解するために

村山貢司 化学同人
2007

生き物たちの情報戦略 : 生存をかけた静かなる戦い
針山孝彦 化学同人

2007

中国の環境問題 : 今なにが起きているのか 井村秀文 化学同人 2007
犯罪捜查の心理学 : プロファイリングで犯人に迫る

越智啓太 化学同人
2008

左対右, きき手大研究 八田武志 化学同人 2008
未来の記憶のつくり方 : 脳をパワーアップする発想
法

篠原菊紀 化学同人
2008

世界初! マグロ完全養殖 : 波乱に富んだ 32年の軌跡
林宏樹 化学同人

2008

地球環境 46億年の大変動史 田近英一 化学同人 2009
統計数字を読み解くセンス : 当確はなぜすぐにわか
るのか?

青木繁伸 化学同人
2009

ほんとうの「食の安全」を考える : ゼロリスクとい
う幻想

畝山智香子 化学同人
2009

DNA鑑定は万能か : その可能性と限界に迫る 赤根敦 化学同人 2010
鳥脳力 : 小さな頭に秘められた驚異の能力 渡辺茂 化学同人 2010
だまし絵のトリック : 不可能立体を可能にする 杉原厚吉 化学同人 2010



日常に生かす数学的思考法 : 屁理屈から数学の論理
へ

竹山美宏 化学同人
2011

肥満は進化の産物か? : 遺伝子進化が病気を生み出す
メカニズム

颯田葉子 化学同人
2011

不便から生まれるデザイン : 工学に活かす常識を超
えた発想

川上浩司 化学同人
2011

マジックにだまされるのはなぜか : 「注意」の認知
心理学

熊田孝恒 化学同人
2012

文化遺産の眠る海 : 水中考古学入門 岩淵聡文 化学同人 2012
エコライフ : ドイツと日本どう違う 高松平藏-高松アンドレア 化学同人 2003
ベーシック反応工学 太田口和久 化学同人 2015
アト秒科学 : 1京分の 1秒スケールの超高速現象を
光で観測・制御する = Attosecond science

大森賢治 化学同人
2015

光合成のエネルギー変換と物質変換 : 人工光合成を
めざして

南後守-伊藤繁-杉浦美羽 化学同人
2015

フロー・マイクロ合成 : 基礎から実際の合成・製造
まで

吉田潤一 化学同人
2014

見てわかる構造生命科学 : 生命科学研究へのタンパ
ク質構造の利用

中村春木 化学同人
2014

統計力学入門 : 化学の視点から 田中一義 化学同人 2014
1分子生物学 : Single-molecule biology 原田慶恵 化学同人 2014
身近な事例で学ぶ看護倫理 宮脇美保子 中央法規出版 2008
看護実践のための倫理と責任 : 事例検討から学ぶ 宮脇美保子 中央法規出版 2014
ナースのためのレポートの書き方 : 看護のプロが教
える「伝わる文章」の作法

水戶美津子 中央法規出版
2014

ナースのためのマナー & 接遇術 : 看護のこころとセ
ンスを磨く

関根健夫-杉山真知子 中央法規出版
2012

ナースのためのストレスコントロール術 : "幸せ笑顔
"になるヒント

下園壮太 中央法規出版
2007



地域包括ケアシステム構築のためのマネジメント戦
略 : integrated care の理論とその応用

筒井孝子 中央法規出版
2016

高齢者のこころとからだ事典 大川一郎-日本老年行動科学会. 中央法規出版 2016
ソーシャルワーク・スーパービジョン論 : Social 
work supervision

日本社会福祉教育学校連盟. 中央法規出版
2016

大震災に学ぶ社会科学　第６巻　復旧・復興へ向か
う地域と学校

青木栄一 東洋経済新報社
2015

２０１６年　日本はこうなる 三菱UFJリサーチ & コンサルティング 東洋経済新報社 2015
経済がわかる　論点５０　２０１６ みずほ総合研究所 東洋経済新報社 2015
ＩＴナビゲーター２０１６年版 野村総合研究所. 東洋経済新報社 2015
すっきりわかる! 歴史認識の争点 Q & A 歴史教育者協議会 大月書店 2015
日韓基本条約が置き去りにしたもの : 植民地責任と
真の友好

吉岡吉典-吉澤文寿 大月書店
2015

小林多喜二の思想と文学 : 貧困・格差・ファシズム
の時代に生きて

尾西康充 大月書店
2015

戦争を描くリアリズム : 石川達三・丹羽文雄・田村
泰次郎を中心に

尾西康充 大月書店
2015

沖縄戦と心の傷 : トラウマ診療の現場から 蟻塚亮二 大月書店 2015
統合失調症とのつきあい方 : 闘わないことのすすめ

蟻塚亮二 大月書店
2015

くらべてわかる科学小事典 兵頭俊夫. 大月書店 2015
生活とあそびで育つ子どもたち 河添理論の保育実践 今井寿美枝-丸山美和子. 大月書店 2015
「はう運動あそび」で育つ子どもたち 河添理論の保育実践 今井寿美枝 大月書店 2015
丸山眞男と戦後思想 近代日本思想論 吉田傑俊 大月書店 2015
死の自己決定権のゆくえ : 尊厳死・「無益な治療」
論・臓器移植

児玉真美 大月書店
2015

農業・食料問題入門 田代洋一 大月書店 2015
デートDVと恋愛 伊田広行 大月書店 2015
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矢野友規 オーム社
2016

ナースのためのクレーム対応術 : 苦情を「患者満
足」へつなげるポイント

関根健夫-杉山真知子 中央法規出版
2010

熱設計と数値シミュレーション 国峰尚樹-中村篤 オーム社 2015
鉄道の「鉄」学 : 車両と軌道を支える金属材料のお
話 = テツドウノテツガク

松山晋作 オーム社
2015

FileMaker Pro 開発運用講座 高岡幸生-ジェネコム, 株式会社. オーム社 2015
戦後史のなかの福島原発 : 開発政策と地域社会 中嶋久人 大月書店 2016
これならわかる金融経済 : グローバル時代の日本経
済入門

山田博文 大月書店
2016

共産党宣言 マルクス・フォー・ビギナー Marx, Karl-村田陽一-浜林正夫-Engels, Fr 大月書店 2016
賃労働と資本 マルクス・フォー・ビギナー Marx, Karl-村田陽一-金子ハルオ 大月書店 2016
賃金・価格・利潤 マルクス・フォー・ビギナー Marx, Karl-土屋保男-金子ハルオ 大月書店 2016
戦後史の汚点 : レッド・パージ : GHQ の指示とい
う「神話」を検証する

明神勲 大月書店
2016

北朝鮮の人権問題にどう向きあうか 小川晴久 大月書店 2016
人文・社会科学系大学院生のキャリアを切り拓く : 
<研究と就職>をつなぐ実践

佐藤裕-青木深-三浦美樹-一橋大学. 大月書店
2016

はじめて学ぶジェンダー論 : Gender 伊田広行 大月書店 2016
続・はじめて学ぶジェンダー論 : Gender 伊田広行 大月書店 2016
空想から科学へ マルクス・フォー・ビギナー Engels, Friedrich-寺沢恒信-村田陽一-浜林大月書店 2016
はじめて学ぶ有機化学 : Organic chemistry for 
beginners

高橋秀依-須貝威-夏苅英昭 化学同人
2015

パンデミックを阻止せよ! : 感染症危機に備える10
のケーススタディ

浦島充佳 化学同人
2012

仏教は宇宙をどう見たか : アビダルマ仏教の科学的
世界観

佐々木閑 化学同人
2013

「左脳・右脳神話」の誤解を解く 八田武志 化学同人 2013



生まれ変わる動物園 : その新しい役割と楽しみ方 Tanaka, M. 化学同人 2013
「美しい顔」とはどんな顔か : 自然物から人工物ま
で, 美しい形を科学する

牟田淳 化学同人
2013

生物の大きさはどのようにして決まるのか : ゾウと
ネズミの違いを生む遺伝子

大島靖美 化学同人
2013

落ちない飛行機への挑戦 : 航空機事故ゼロの未来へ
鈴木真二 化学同人

2014

和算の再発見 : 東洋で生まれたもう一つの数学 城地茂 化学同人 2014
料理と科学のおいしい出会い : 分子調理が食の常識
を変える

石川伸一 化学同人
2014

絶対音感神話 : 科学で解き明かすほんとうの姿 宮崎謙一 化学同人 2014
地球の変動はどこまで宇宙で解明できるか : 太陽活
動から読み解く地球の過去・現在・未来

宮原ひろ子 化学同人
2014

つくられる偽りの記憶 : あなたの思い出は本物か?
越智啓太 化学同人

2014

情報を生み出す触覚の知性 : 情報社会をいきるため
の感覚のリテラシー

渡邊淳司 化学同人
2014

スポーツを10倍楽しむ統計学 : データで一変するス
ポーツ観戦

鳥越規央 化学同人
2015

マインドフルネス入門講義 大谷彰 金剛出版 2014
思春期の心の臨床 : 面接の基本とすすめ方 青木省三 金剛出版 2011
心理療法の基本 : 日常臨床のための提言 村瀬嘉代子-青木省三-村瀬嘉代子. 金剛出版 2014
精神療法家の仕事 : 面接と面接者 成田善弘 金剛出版 2014
統合失調症とのつきあい方 : 対人援助職の仕事術 野坂達志 金剛出版 2014
大震災に学ぶ社会科学　第５巻　被害・費用の包括
的把握

植田和弘 東洋経済新報社
2015

ドイツに学ぶ科学技術政策 永野博 近代科学社 2016
データ分析とデータサイエンス 柴田里程 近代科学社 2015
日本語大事典 : An encyclopedia of Japanese 
language and linguistics

佐藤武義-前田富祺 朝倉書店
2014



民衆は学校とどう向き合ったのか : イギリス教育社
会史断章

小野征夫 大月書店
2016

はじめて学ぶ日本近代史. はじめて学ぶ日本近代史 大日方純夫 大月書店 2016
はじめて学ぶ日本近代史. はじめて学ぶ日本近代史 大日方純夫 大月書店 2016
ロボコンマガジン. : ロボットを知ろう, 作ろう! ロ
ボット総合情報誌 = Robocon magazine. No. 104, 
2016 3

矢野友規 オーム社
2016

AutoCAD LT2013機械製図 : Efficient drafting, 
easy sharing, simplified plotting

間瀬喜夫-土肥美波子 オーム社
2012

基礎からくわしいパワーエレクトロニクス回路 : パ
ワエレ素子のON/OFFと動作波形の関係がよくわか
る!!

島村茂 オーム社
2015

うつ病を体験した精神科医の処方せん : 医師として, 
患者として, 支援者として

蟻塚亮二 大月書店
2016

福沢諭吉と中江兆民 : 〈近代化〉と〈民主化〉の思
想

近代日本思想論 吉田傑俊 大月書店
2016

「京都学派」の哲学 : 西田・三木・?坂を中心に 近代日本思想論 吉田傑俊 大月書店 2016
近代天皇制権力の創出 平田哲男 大月書店 2016
事例で学ぶ経営学 : Management 今口忠政 白桃書房 2012
経営の解釈学 : Hermeneutics of management 稲垣保弘 白桃書房 2013
ICTの進展と情報活用能力 : 変容する組織と個人の
関係性

小豆川裕子 白桃書房
2012

日本のキャリア研究 : 組織人のキャリア・ダイナミ
クス = Career dynamics

日本のキャリア研究 金井壽宏-鈴木竜太 白桃書房
2013

日本のキャリア研究 : 専門技能とキャリア・デザイ
ン = Career design

日本のキャリア研究 金井壽宏-鈴木竜太 白桃書房
2013

現代トップリーダーとイノベーション : The 
modern top management and innovation

池内守厚 白桃書房
2012



企業事故の発生メカニズム : 「手続きの神話化」が
事故を引き起こす = A mechanism of corporate 
accidents : corporate accidents as a result of 
work procedure mythologization

谷口勇仁 白桃書房

2012

ファミリービジネス : 知られざる実力と可能性 = 
Family business

後藤俊夫 白桃書房
2012

環境変化とリスクマネジメントの新展開 専修大学商学研究所叢書 上田和勇 白桃書房 2012
戦略的協働の経営 後藤祐一 白桃書房 2013
現代組織の情報セキュリティ・マネジメント : その
戦略と導入・策定・運用 = The strategy of 
information security management in modern 
organization

稅所哲郎 白桃書房

2012

イノベーターの知財マネジメント : 「技術の生まれ
る瞬間」から「オープンイノベーションの収益化」
まで

渡部俊也 白桃書房
2012

営業トヨタウェイのグローバル戦略 塚田修 白桃書房 2012
仕事の経営学 : 職務の機能と進路を考える 川村稲造 白桃書房 2012
組織不祥事研究 : 組織不祥事を引き起こす潜在的原
因の解明

樋口晴彦 白桃書房
2012

サプライネットワーク・マネジメント : 競争優位の
戦略 = Supply network management

水嶋康雅 白桃書房
2012

日本企業の収益不全 : 収益性向上のための最適成長
速度 = Profit-sacrificing practices among 
Japanese businesses : the potimal speed of 
growth to achieve greater profitability

平井孝志 白桃書房

2012

ホスピタリティ・ビジネスの人材育成 山上徹 白桃書房 2012
IT投資マネジメントの変革 松島桂樹 白桃書房 2013
グローバル企業の経営倫理・CSR 小林俊治-日本経営倫理学会.-高橋浩夫 白桃書房 2013
人材イノベーション 咸　惠善 白桃書房 2013



新規事業開発のマネジメント : 社外からの著名効果
の分析

伊藤嘉浩 白桃書房
2013

小売商業の事業継承 : 日韓比較でみる商人家族 和歌山大学経済学部研究叢書 柳　到亨 白桃書房 2013
変革マネジメントの理論と実践 : プロジェクトリー
ダーシップの役割

和歌山大学経済学部研究叢書 野間口隆郎 白桃書房
2013

MOT教育の総合的研究 : Management of 
technology

明治大学社会科学研究所叢書 大石芳裕 白桃書房
2013

アジアの投資環境・企業・産業 : 現状と展望 専修大学商学研究所叢書 小林守 白桃書房 2013
多国籍企業の戦略経営 : The strategic 
management of multinational enterprise

佐久間信夫-黒川文子 白桃書房
2013

二重性のダイナミクス : 組織変革の構造 渡辺伊津子 白桃書房 2013
人にやさしい会社 : 安全・安心, 絆の経営 田中宏司-水尾順一 白桃書房 2013
イノベーションの普及における正当化とフレーミン
グの役割 : 「自分へのご褒美」消費の事例から

鈴木智子 白桃書房
2013

パズル理論 : 意思決定にみるジグソーパズル型と知
恵の輪型

前川佳一 白桃書房
2013

情報システムを成功に導く経営者の支援行動 : 失敗
する情報システム構築に共通する社長の行動

栗山敏 白桃書房
2013

コーポレートベンチャリング新時代 : 本格化するベ
ンチャーの時代と大手ICT企業の成長戦略

湯川抗 白桃書房
2013

アライアンス・イノベーション : 大企業とベン
チャー企業の提携 : 理論と実際

中村裕一郎 白桃書房
2013

「日系人」活用戦略論 : ブラジル事業展開における
「バウンダリー・スパナー」としての可能性 = 
Boundary spanner

古沢昌之 白桃書房
2013

仕事のコミュニケーション論 : 人間関係の基本と自
信を身につける

川村稲造 白桃書房
2013

ガイダンス企業会計入門 : 手ほどき絵ほどきA to Z
山浦久司-廣本敏郎 白桃書房

2012

ストック・オプション会計 山下克之 白桃書房 2013



ケースでまなぶ財務会計 : 新聞記事のケースを通し
て財務会計の基礎をまなぶ = Financial accounting 永野則雄 白桃書房

2013

地域の再生と流通・まちづくり 日本流通学会設立25周年記念
出版プロジェクト

佐々木保幸-番場博之-日本流通学会. 白桃書房
2013

中国流通のダイナミズム : 内需拡大期における内資
系企業と外資系企業の競争 = Dynamism of the 
distribution in China

渡辺達朗-流通経済研究所 (Japan) 白桃書房
2013

こだわりと日本人 : 若者の新生活感 : 選択基準と購
買行動

辻幸恵 白桃書房
2013

わかりやすい消費者行動論 黒田重雄-金成洙 白桃書房 2013
宅急便を創った男小倉昌男さんのマーケティング力

中田信哉 白桃書房
2013

食品スーパーの店舗オペレーション・システム : 競
争力構築のメカニズム

岸本徹也 白桃書房
2013

商品, ビジネス開発のケースブック 見目洋子 白桃書房 2013
観光地のアメニティ : 何が観光客を引きつけるか 田村正紀-大津正和-島津望-橋元理恵 白桃書房 2012
「設計施工」の効率性研究 : 建設産業は設計施工に
よって効率化されたのか

登坂敏晴 白桃書房
2012

海外市場開拓のビジネス : 中国市場とアメリカ市場 
= Chinese market and American market

中野宏一-寺嶋正尚-春山貴広 白桃書房
2012

コンテンツの多様性 : 多様な情報に接しているのか
浅井澄子 白桃書房

2013

不安定と格差の住宅市場論 : 住宅市場のガバナンス
のために  = Housing market at instability and 
polarization : toward the governance of housing 
market

和歌山大学経済学部研究叢書 大泉英次 白桃書房

2013

入門現代経済学要論 : Economics 青木孝子-鑓田亨-安藤潤-塚原康博 白桃書房 2012
問題解決のコミュニケーション : 学際的アプローチ

鈴木健人-鈴木健-塚原康博 白桃書房
2012



利用と搾取の経済倫理 : エクスプロイテーション概
念の研究

神奈川大学経済貿易研究叢書 山口拓美 白桃書房
2013

CT super basic 市川勝弘 オーム社 2015
地域連携論 : 医療・看護・介護・福祉の協働と包括
的支援 : 地域連携論の実践と理論が体系的にわかる 高橋紘士-武藤正樹 オーム社

2013

誰でも作れるセンサロボット 熊谷文宏 オーム社 2015
自家用電気設備の保守・管理 : よくわかる測定実務 
: カラー版

田沼和夫 オーム社
2015

電気設備のトラブルレスキュー 森下正志 オーム社 2015
マンガでわかる物理. 新田英雄-深森あき-トレンドプロ. オーム社 2015
ITロードマップ 2016年版 野村総合研究所. 東洋経済新報社 2016
材料力学入門 機械工学入門シリーズ 堀野正俊 オーム社 1993
センサ入門 図解メカトロニクス入門シリー

ズ
雨宮好文 オーム社

1999

わかりやすいパターン認識 石井健一郎-上田修功-村瀬洋-前田英作 オーム社 1998
行政法入門 : Introduction to the Japanese 
administrative law

藤田宙靖 有斐閣
2016

大震災に学ぶ社会科学　第１巻　政治過程と政策 辻中豊 東洋経済新報社 2016
祖国の姿 三宅雪嶺 慧文社 2015
西蔵伝印度仏教歴史 河口慧海著作選集 河口慧海 慧文社 2015
ティベット史概說 近代チベット史叢書 大村謙太郎 慧文社 2016
生死自在 河口慧海著作選集 河口慧海 慧文社 2016
古今対照日本歴史地名字引 關根正直-伊東裕起 慧文社 2016
入菩薩行 河口慧海著作選集 Śāntideva-河口慧海 慧文社 2016
描画テスト・描画療法入門 : 臨床体験から語る入門
とその一歩あと

藤掛明 金剛出版
2013

薬物依存とアディクション精神医学 : Substance 
use and addictive disorder

松本俊彦 金剛出版
2012



赤ちゃんの步行獲得 : 新生児から1歲までの動作・
EMG記錄

岡本勉-岡本香代子 歩行開発研究所
2016

対人恐怖・醜形恐怖 : 「他者を恐れ・自らを嫌悪す
る病い」の心理と病理

鍋田恭孝 金剛出版
2013

強迫症の臨床研究 成田善弘 金剛出版 2013
心と身体の精神療法 成田善弘 金剛出版 2013
青年期境界例 成田善弘 金剛出版 2013
ロボコンマガジン. : ロボットを知ろう, 作ろう! ロ
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矢野友規 オーム社
2016

完全図解空調・給排水衛生設備の基礎知識早わかり
大浜庄司 オーム社

2014

獄務要書 日本の司法福祉の源流をたずね
て

小河滋次郎-小野修三 慧文社
2016

秘密の国・西藏遊記 近代チベット史叢書 青木文教 慧文社 2016
企業の研究者をめざす皆さんへ : Research that 
matters

丸山宏 近代科学社
2009

バイオ統計の基礎 : 医薬統計入門 バイオ統計シリーズ 柳川堯-荒木由布子 近代科学社 2010
サバイバルデータの解析 : 生存時間とイベントヒス
トリデータ

バイオ統計シリーズ 赤澤宏平-柳川堯 近代科学社
2010

ゲノム創薬のためのバイオ統計 : 遺伝子情報解析の
基礎と臨床応用

バイオ統計シリーズ 舘田英典-服部聡 近代科学社
2010

臨床試験のデザインと解析 : 薬剤開発のためのバイ
オ統計

バイオ統計シリーズ 角間辰之-服部聡 近代科学社
2012

人間中心設計の基礎 HCDライブラリー 黒須正明-松原幸行-八木大彦-山崎和彦 近代科学社 2013
人間中心設計の国内事例 HCDライブラリー 黒須正明-HCDライブラリー委員会-松原幸行近代科学社 2014
医療・臨床データチュートリアル : 医療・臨床デー
タの解析事例集

バイオ統計シリーズ 柳川堯 近代科学社
2014

Python言語によるプログラミングイントロダクショ
ン

世界標準MIT教科書 Guttag, John-久保幹雄-麻生敏正-木村泰紀近代科学社
2014



人工知能とは 松尾豊-中島秀之-人工知能学会. 近代科学社 2016
コンピュータ科学とプログラミング入門 : コン
ピュータとアルゴリズムの基礎

小高知宏 近代科学社
2015

日常現象からの解析学 岡本久 近代科学社 2016
アクティブ・ラーニングで身につけるコミュニケー
ション力 : 聞く力・話す力・人間力

切田節子-長山恵子 近代科学社
2016

デジタルコンテンツアセッサ入門 : DCA資格 2級・
3級テキスト = Digital contents assessor

インターネットコンテンツ審查監視機構 近代科学社
2016

数理物理と数理情報の基礎 大学数学スポットライト・シ
リーズ

大矢雅則-原利英 近代科学社
2016

観察データの多変量解析 : 疫学データの因果分析 バイオ統計シリーズ 柳川堯 近代科学社 2016
人間中心設計入門 HCDライブラリー 山崎和彦-松原幸行-竹内公啓-黒須正明-八木近代科学社 2016
数学の道具箱 Mathematica : 基本編 宮岡悦良 近代科学社 2016
システムのレジリエンス : さまざまな擾乱からの回
復力

新領域融合研究センター. 近代科学社
2016

変貌する言語教育 : 多言語・多文化社会のリテラ
シーズとは何か

佐々木倫子 くろしお出版
2007

国語を教える文法の底力 山田敏弘 くろしお出版 2009
ゼロからの統計学 : 使えるシーンが見える 竹田茂生-藤木清 くろしお出版 2010
日本語を教えるための第二言語習得論入門 大関浩美-白井恭弘-丸善出版株式会社. くろしお出版 2010
SLA研究入門 : 第二言語の処理・習得研究のすすめ
方

門田修平-丸善出版株式会社. くろしお出版
2010

複言語・複文化主義とは何か : ヨーロッパの理念・
状況から日本における受容・文脈化へ

リテラシーズ叢書 細川英雄-丸善出版株式会社.-西山教行 くろしお出版
2010

ことばの習得 : 母語獲得と第二言語習得 鈴木孝明-白畑知彦 くろしお出版 2012
日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
13, no. 1 March 2013

日本語文法学会 くろしお出版
2013

授業を変えるコトバとワザ : 小学校教師のコミュニ
ケーション実践

新時代教育のツボ選書 森篤嗣 くろしお出版
2013

知的な論文・レポートのためのリサーチ入門 竹田茂生-藤木清 くろしお出版 2013



日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
13, no. 2 September 2013

日本語文法学会 くろしお出版
2013

コミュニケーションデザイン 西條美紀 くろしお出版 2014
日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
14, no. 1 March 2014

日本語文法学会 くろしお出版
2014

日本語教育のための文法コロケーションハンドブッ
ク

中俣尚己 くろしお出版
2014

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
14, no. 2 September 2014

日本語文法学会 くろしお出版
2014

感じのよい英語, 感じのよい日本語 : 日英比較コ
ミュニケーションの文法

水谷信子 くろしお出版
2015

マイナスの待遇表現行動 : 対象を低く悪く扱う表現
への規制と配慮

西尾純二 くろしお出版
2015

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
15, no. 1 March 2015

日本語文法学会 くろしお出版
2015

アセスメントと日本語教育 : 新しい評価の理論と実
践

佐藤慎司-熊谷由理 くろしお出版
2010

国語教師が知っておきたい日本語音声・音声言語 山田敏弘 くろしお出版 2013
日本語文法練習帳 山田敏弘 くろしお出版 2015
日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
15, no. 2 September 2015

日本語文法学会 くろしお出版
2015

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
16, no. 1 March 2016

日本語文法学会 くろしお出版
2016

情報メディア白書. : A research for information 
and media society

電通. ダイヤモンド社 2016

自閉症児の教育マニュアル : ロヴァス法による行動
分析治療

Lovaas, O. Ivar-中野良顕 ダイヤモンド社 2011

フードシステムの革新と業務・加工用野菜 坂知樹 大学教育出版 2014
都市・建築安全性の社会工学 : 安全評価と安全水準
設定の理論

青木義次 大学教育出版
2014



学問キャリアの作り方 小林弘司-Jayasena, Pathmasiri-鈴木絢女 大学教育出版 2014
知的資産経営の実践 : 潜在価値を見つけ, 育て, 活か
すために

下村幸喜 大学教育出版
2014

The People and Culture of Japan : 
Conversations Between Donald Keene and Shiba 
Ryotaro

司馬遼太郎-Keene, Donald-Gonzalez, To JPIC(出版文化産業振興財
2016

Kabuki : A Mirror of Japan: Ten Plays That Offer 
a Glimpse Into Evolving Sensibilities

松井今朝子-Crandall, David JPIC(出版文化産業振興財
2016

The Building of Horyu-ji : The Technique and 
Wood That Made It Possible

西岡常一-小原二郎-Brase, Michael JPIC(出版文化産業振興財
2016

Fifteen Lectures on Showa Japan : Road to the 
Pacific War in Recent Historiography

筒井清忠-野田牧人-Narum, Paul JPIC(出版文化産業振興財
2016

Essays on the History of Scientific Thought in 
Modern Japan

金森修-Carr, Christopher-Sheftall, Morde  JPIC(出版文化産業振興財
2016

伝送交換設備及び設備管理 電気通信主任技術者試験 : これ
なら受かる

オーム社 オーム社
2014

電気通信システム 電気通信主任技術者試験 : これ
なら受かる

オーム社 オーム社
2014

法規 電気通信主任技術者試験 : これ
なら受かる

オーム社 オーム社
2015

法規 電気通信主任技術者試験必勝テ
キスト

オーム社 オーム社
2015

伝送交換設備及び設備管理 電気通信主任技術者試験必勝テ
キスト

オーム社 オーム社
2015

無線従事者試験重要公式ポケットブック 吉川忠久 オーム社 2016
ロボコンマガジン. : ロボットを知ろう, 作ろう! ロ
ボット総合情報誌 = Robocon magazine. No. 106, 
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矢野友規 オーム社
2016

多縁社会：自分で選んだ縁で生きていく。 篠原聡子-空間研究所-アサツー ディ・ケイ  東洋経済新報社 2015
薬で読み解く江戸の事件史 山崎光夫 東洋経済新報社 2015



賊軍の昭和史 半藤一利-保阪正康 東洋経済新報社 2015
湛山読本：いまこそ、自由主義、再興せよ。 船橋洋一 東洋経済新報社 2015
幕末維新を動かした８人の外国人 小島英記 東洋経済新報社 2016
明日の地方創生を考える 土地総合研究所 東洋経済新報社 2015
ＮＨＫはなぜ、反知性主義に乗っ取られたのか：
法・ル－ル・規範なきガバナンスに支配される日本 上村達男 東洋経済新報社

2015

「履修履歴」面接：導入、質問、評価のすべて 辻太一朗 東洋経済新報社 2015
入門テキスト安全学 向殿政男 東洋経済新報社 2016
戦後労働史からみた賃金：海外日本企業が生き抜く
賃金とは

小池和男 東洋経済新報社
2015

資本主義という病：ピケティに欠けている株式会社
という視点

奥村宏 東洋経済新報社
2015

知らないと損する経済とおかねの超基本１年生：お
となの学習参考書

大江英樹 東洋経済新報社
2015

教養としてのマクロ経済学 藪下史郎 東洋経済新報社 2015
戦後経済史：私たちはどこで間違えたのか 野口悠紀雄 東洋経済新報社 2015
検証日本の「失われた２０年」：日本はなぜ停滞か
ら抜け出せなかったのか

船橋洋一 東洋経済新報社
2015

日本経済　黄金期前夜 永濱利廣 東洋経済新報社 2015
マイナス金利：ハイパ－・インフレよりも怖い日本
経済の末路

徳勝礼子 東洋経済新報社
2015

欧州リスク：日本化・円化・日銀化 唐鎌大輔 東洋経済新報社 2014
デ－ビッド・アトキンソン新・観光立国論：イギリ
ス人アナリストが提言する２１世紀の「所得倍増 Atkinson, David 東洋経済新報社

2015

江ノ電　１０ｋｍの奇跡：人々はなぜ引きつけられ
るのか？

深谷研二 東洋経済新報社
2015

イノベ－ション：活性化のための方策 後藤晃 東洋経済新報社 2016



これがガバナンス経営だ！：スト－リ－で学ぶ企業
統治のリアル

冨山和彦-澤陽男 東洋経済新報社
2015

ＰＤＣＡプロフェッショナル：結果を出すための
〈思考と技術〉

稲田将人 東洋経済新報社
2016

ラストキャリア：５０代からの地方創生に貢献する
新しい選択肢

谷川史郎. 東洋経済新報社
2016

コンテキスト思考：論理を超える問題解決の技術 杉野幹人-内藤純 東洋経済新報社 2009
金融中国語入門 柴田真一-陳茜 東洋経済新報社 2014
なぜ、日本人の金融行動がこれから大きく変わるの
か？：ＮＲＩ生活者１万人アンケ－トでわかった！ 宮本弘之-鳩宿潤二-久保田陽子 東洋経済新報社

2015

金融機関マネジメント：バンカ－のための経営戦略
論

川本裕子 東洋経済新報社
2015

公共貨幣：政府債務をゼロにする「現代版シカゴプ
ラン」

山口薰 東洋経済新報社
2015

金融の基礎：入門テキスト 藤木裕 東洋経済新報社 2016
日本経済と資本市場：企業と投資家のガバナンスが
もたらす変化

日興リサーチセンター 東洋経済新報社
2016

雇用の変容と公的年金：法学と経済学のコラボレ－
ション研究

西村淳 東洋経済新報社
2015

東京２０２５ポスト五輪の都市戦略 市川宏雄-森記念財団. 東洋経済新報社 2015
都市経済学  プログレッシブ経済学シリ－ズ 金本良嗣-藤原徹 東洋経済新報社 2016
ひしがれたる者の呻き 日本の司法福祉の源流をたずね

て
原胤昭 慧文社

2016

清王朝の宮廷絵画 : 郎世寧とその周辺の画家たち = 
Court painting of the Qing dynasty

王凱 大学教育出版
2016

紛争解決学入門 : 理論と実践をつなぐ分析視角と思
考法

ASシリーズ 上杉勇司-長谷川晋 大学教育出版
2016

環境と政策 : 倉敷市からの証言 井上堅太郎 大学教育出版 2015



教師と子どもの共同による学びの創造 : 特別支援教
育の授業づくりと主体性

成田孝-廣瀬信雄-湯浅恭正 大学教育出版
2015

キルケゴールの教育倫理学 伊藤潔志 大学教育出版 2015
格差・環境問題はなぜ : 過剰化時代の格差・環境問
題と地域・環境づくり

北村修二 大学教育出版
2015

食材の細胞科学・産業的応用 応用細胞資源利用学 稲森悠平-日本応用細胞生物学会-猪岡尚志.大学教育出版 2015
トヨタ生産方式の異業種展開の実践 : 挑戦・理念・
手法・実際

熊澤光正 大学教育出版
2015

ラプラスの天体力学論. Laplace, Pierre Simon-竹下貞雄 大学教育出版 2012
ラプラスの天体力学論. Laplace, Pierre Simon-竹下貞雄 大学教育出版 2013
ジャスト・イン・タイム実現のための段取り替え短
縮法

熊澤光正 大学教育出版
2015

中国宮廷美術史 王凱 大学教育出版 2015
デニス英語の魅力 : 「血の通った英語」を読み解く

中村義実 大学教育出版
2015

安芸・備後の民話. ［新版］日本の民話 垣内稔 未來社 2015
安芸・備後の民話. ［新版］日本の民話 垣内稔 未來社 2015
宮城の民話 ［新版］日本の民話 山田野理夫 未來社 2015
兵庫の民話 ［新版］日本の民話 宮崎修二朗-徳山静子 未來社 2015
房総の民話 ［新版］日本の民話 高橋在久 未來社 2015
肥後の民話 ［新版］日本の民話 荒木精之 未來社 2015
子どもの生活白書. 前橋明-日本食育学術会議.-早稲田大学. 大学教育出版 2011
子どもの生活白書. 前橋明-日本食育学術会議.-早稲田大学. 大学教育出版 2011
子どもの生活白書. 前橋明-日本食育学術会議.-早稲田大学. 大学教育出版 2012
子どもの生活白書. 前橋明-日本食育学術会議.-早稲田大学. 大学教育出版 2012
子どもの生活白書. 前橋明-日本食育学術会議.-早稲田大学. 大学教育出版 2012
子どもの生活白書. 前橋明-日本食育学術会議.-早稲田大学. 大学教育出版 2012
子どもの生活白書. 前橋明-日本食育学術会議.-早稲田大学. 大学教育出版 2014
子どもの生活白書. 前橋明-日本食育学術会議.-早稲田大学. 大学教育出版 2016
第二次世界大戦の遺産 : アメリカ合衆国 ASシリーズ 杉田米行 大学教育出版 2015



大統領の演説と現代アメリカ社会 ASシリーズ 花木亨 大学教育出版 2015
変化を生みだすソーシャルワーク : ヒロシマMSWの
生活史から

村上須賀子 大学教育出版
2015

アメリカ人の言語観を知るための 10章 : 先住民・
黒人・ヒスパニック・日系の事例から

杉野俊子 大学教育出版
2012

苦悩に満ちた宮廷画家 : 郎世寧による異文化の受容
と変貌

王凱 大学教育出版
2010

英字新聞「日経ウイークリー」活用法. : TOEIC対策
必携書

杉田米行 大学教育出版
2012

ことばをどう育て, 国語をどう学ぶのか : 発達脳科
学からのコメント

竹下研三 大学教育出版
2013

作業姿勢と自覚疲労 : トヨタ生産方式は自覚疲労を
高めるか

熊澤光正 大学教育出版
2012

日本人英語学習者のためのタスクによるライティン
グ評価法 : 構成概念に基づく言語処理的テスト法 杉田由仁 大学教育出版

2013

グッドケア!! 本当の介護現場 : Good care!! 笹山周作.-辻尾朋子-舩木仁子 大学教育出版 2016
イギリスにおける学習と訓練の公共管理システム : 
需要主導アプローチへの転換

白幡真紀 大学教育出版
2015

ジェームズ・マディソン伝記事典 = James 
Madison

アメリカ歴代大統領大全 . 建国
期のアメリカ大統領

西川秀和 大学教育出版
2016

ジェンダーから見た日本語教科書 : 日本女性像の昨
日・今日・明日

水本光美 大学教育出版
2015

ポスト・オバマのアメリカ : America in the post-
Obama era

山岸敬和-西川賢 大学教育出版
2016

宇宙体系解說 Laplace, Pierre Simon-竹下貞雄 大学教育出版 2015
英語実践力獲得への道 : ストラテジーと演習 中田康行 大学教育出版 2016
学び手の視点から創る中学校・高等学校の保健体育
授業 : 体育編

鈴木直樹-梅澤秋久-宮本乙女 大学教育出版
2016

看護学生のための精神看護学概論 東中須恵子 大学教育出版 2015



芸術・スポーツ文化学研究 北海道教育大学岩見沢校. 大学教育出版 2015
芸術・スポーツ文化学研究. 北海道教育大学岩見沢校. 大学教育出版 2016
最新教職概論・生徒指導論 : 「教職実践演習」対応

梨木昭平 大学教育出版
2015

児童文化の中に見られる言語表現 三宅光一 大学教育出版 2014
社会法総論 : 社会法の基本法理とその現代的展開 柴田滋 大学教育出版 2015
食文化のスタイルデザイン : "地域"と"生活"からの
コンテクスト転換

地域デザイン学会叢書 原田保-地域デザイン学会-庄司真人-青山忠大学教育出版
2015

人間教育を視点にした教職入門 中田正浩 大学教育出版 2014
戦後アメリカの対日政策と日本の技術再興 : 日本の
テレビジョン放送・原子力導入と柴田秀利

奥田謙造 大学教育出版
2015

大学の戦略的経営手法 岩崎保道 大学教育出版 2016
道徳の授業における教師の悩みに関する研究 前田治-益川浩一 大学教育出版 2015
迫り来る食糧危機 : 食の「安全」保障を考える 田中豊裕 大学教育出版 2015
病院給食と地産地消 大宮めぐみ 大学教育出版 2015
幼児体育用語辞典 前橋明-日本幼児体育学会. 大学教育出版 2015
アメリカ政治史の基本 : 植民地時代からオバマ大統
領, 沖縄問題まで

ASシリーズ 向井洋子 大学教育出版
2011

ヒップホップの政治学 : 若者文化によるアメリカの
再生

ASシリーズ 川村亜樹 大学教育出版
2012

ハルキとハルヒ : 村上春樹と涼宮ハルヒを解読する
ASシリーズ 土居豊 大学教育出版

2012

American Politics From American and Japanese 
Perspectives : 英語と日米比較で学ぶアメリカ政治 ASシリーズ 山岸敬和-Pisapia, Michael Callaghan 大学教育出版

2013

Understanding International Relations : The 
World and Japan

ASシリーズ 竹内俊隆 大学教育出版
2013

ITの基礎 ファーストステップ 國友義久 近代科学社 2011
IT技術者の長寿と健康のために 長野宏宣-情報通信医学研究所 近代科学社 2016



Microsoft Office 2013 を使った情報リテラシーの
基礎 : Information literacy

切田節子-三浦信宏-小林としえ-乙名健 近代科学社
2014

コンピュータリテラシー ファーストステップ 中井秀樹-朴修賢 近代科学社 2012
スッキリわかる線形代数 : 解法テクニックつき 皆本晃弥 近代科学社 2011
スッキリわかる微分積分演習 : 誤答例・評価基準つ
き

皆本晃弥 近代科学社
2008

スッキリわかる微分方程式とベクトル解析 : 誤答
例・評価基準つき

皆本晃弥 近代科学社
2007

スッキリわかる複素関数論 : 誤答例・評価基準つき
皆本晃弥 近代科学社

2007

ストラング : 線形代数イントロダクション : 原書第 
4版

世界標準MIT教科書 Strang, Gilbert-松崎公紀-新妻弘 近代科学社
2015

実践ロボットプログラミング : LEGO Mindstorms 
NXTで目指せロボコン!

藤吉弘亘-藤井隆司-鈴木裕利-石井成郎 近代科学社
2009

情報通信ネットワーク ファーストステップ 浅井宗海 近代科学社 2011
製品開発のための実験計画法 : JMPによる応答曲面
法・コンピュータ実験

河村敏彦 近代科学社
2016

多様体への道 大学数学スポットライト・シ
リーズ

榎本一之 近代科学社
2016

スッキリわかる線形代数演習 : 誤答例・評価基準つ
き

皆本晃弥 近代科学社
2006

内科學 : Asakura internal medicine 矢崎義雄-伊藤貞嘉 朝倉書店 2013
社会保障の源流を探る : 教典に描かれた貧困観と貧
困への対応

ASシリーズ 増山道康 大学教育出版
2012

半導体の高次元化技術 : 貫通電極による 
3D/2.5D/2.1D実装

傳田精一 東京電機大学出版局
2015

誘導モータのベクトル制御技術 新中新二 東京電機大学出版局 2015
自動車の限界コーナリングと制御 : Automotive 
vehicle critical cornering control

野崎博路 東京電機大学出版局
2015

C言語によるPICプログラミング入門 浅川毅 東京電機大学出版局 2015



離散トモグラフィーとデルタ関数 硲文夫 東京電機大学出版局 2015
たのしくできるArduino電子制御 : processingでパ
ソコンと連携

牧野浩二 東京電機大学出版局
2015

第一級陸上特殊無線技士国家試験計算問題突破塾 : 
コレなら解ける! 無線工学の計算問題

吉村和昭 東京電機大学出版局
2015

たのしくできるかんたんブレッドボード電子工作 加藤芳夫 東京電機大学出版局 2015
ビル・ゲイツ. : マイクロソフト帝国の誕生 ビル・ゲイツ 脇英世 東京電機大学出版局 2015
電験三種理論 : 平成28年度版 合格マスター 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2015
電験三種電力 : 平成28年度版 合格マスター 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2015
電験三種機械 : 平成28年度版 合格マスター 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2015
電験三種法規 : 平成28年度版 合格マスター 東京電機大学. 東京電機大学出版局 2015
住まいの化学物質 : リスクとベネフィット = 
Chemical substance in the house

関根嘉香.-室内環境学会 東京電機大学出版局
2015

バッテリマネジメント工学 : 電池の仕組みから状態
推定まで = Battery management systems 
engineering

足立修一-廣田幸嗣-押上勝憲-馬場厚志-丸田東京電機大学出版局
2015

第 2級ハム集中ゼミ : アマチュア無線技士国家試験
吉川忠久 東京電機大学出版局

2015

情報セキュリティスペシャリスト試験午前厳選問題
集 510題.

東京電機大学 東京電機大学出版局
2015

ITパスポート試験厳選問題集 500題. : CBT対応 = 
IP

東京電機大学 東京電機大学出版局
2015

基本情報技術者試験午前厳選問題集 560題. 東京電機大学 東京電機大学出版局 2015
応用情報技術者試験午前厳選問題集 560題. 東京電機大学 東京電機大学出版局 2015
一陸特合格精選 470題試験問題集. : 第一級陸上特
殊無線技士

吉川忠久 東京電機大学出版局
2016

先端自動車工学 = Advanced automotive 
engineering

清水康夫 東京電機大学出版局
2016

XBeeによるArduino無線ロボット工作 鈴木美朗志 東京電機大学出版局 2016



無線従事者試験のための数学基礎 : 一総通・二総
通・一陸技・二陸技・一陸特・一アマ対応

加藤昌弘 東京電機大学出版局
2016

詳解物理学の基礎 : Fundamentals of physics 丹羽雅昭 東京電機大学出版局 2015
電気設備技術基準・解釈. : 電気事業法・電気工事士
法・電気工事業法

東京電機大学 東京電機大学出版局
2016

電気法規と電気施設管理. 竹野正二 東京電機大学出版局 2016
軍艦島実測調?資料集 : 大正・昭和初期の近代建築群
の実証的研究

阿久井喜孝-滋賀秀實 東京電機大学出版局
2005

ビギナーズデジタル信号処理 中村尚五 東京電機大学出版局 1989
アジア系アメリカ人の光と陰 : アジア系アメリカ移
民の歴史

Chan, Sucheng-Archdeacon, Thomas J. 大学教育出版
2010

キリスト教福祉実践の史的展開 杉山博昭 大学教育出版 2003
パレスチナの政治文化 : 民主化途上地域への計量的
アプローチ

浜中新吾 大学教育出版
2002

科挙と女性 高峰 大学教育出版 2004
関係論に立つ小学校体育の授業づくり : 2008年学習
指導要領の改訂を契機にして

鈴木直樹 大学教育出版
2008

窮乏の民族誌 : 中部太平洋・キリバス南部環礁の社
会生活  = 'Equality' under the dual conditions of 
poverty : socio-economic anthropology in 
Tabiteuea South, Kiribati

風間計博 大学教育出版

2003

自己発見とあなたの挑戦 : 大学生活をリッチにする
入門講座

小野良太 大学教育出版
2006

社会科学のことがよくわかる本 : ザ・出張講義 流通科学大学. 大学教育出版 2009
充実した大学生活のために : 先人の智恵に学ぶ 岩附正明 大学教育出版 2009
障害児授業実践の教授学的研究 湯浅恭正 大学教育出版 2006
ネットジェネレーションのための情報リテラシー & 
情報モラル : ネット犯罪, ネットいじめ, 学校裏サイ
ト

加納寬子 大学教育出版
2008

信頼型マネジメントによる農協生産部会の革新 西井賢悟 大学教育出版 2006



美/学 酒井紀幸-山本恵子 大学教育出版 2009
人間的自然と社会環境 : 人間発達の学をめざして Asano, Shin'ichi 大学教育出版 2005
聖伝の構造に関する宗教学的硏究 : 聖徳太子伝を中
心に

宮本要太郎 大学教育出版
2003

地域産業創生と創造的中小企業 中村良平-江島由裕 大学教育出版 2004
報酬分配場面における公正認知に関する研究 原田耕太郎 大学教育出版 2006
法と経済の心理学 : 紛争回避の新たなアプローチ = 
Psychology of law & economy

法と経済の心理学 立石孝夫 大学教育出版
2007

貿易実務の教科書 Yokoyama, Kenji 大学教育出版 2006
幼少児のためのティーボールあそび 前橋明 大学教育出版 2007
バイオテクノロジー : 基礎原理から工業生産の実際
まで = Biotechnology

久保幹-新川英典-竹口昌之-蓮実文彦 大学教育出版
2016

歴史言語学. : Historical linguistics in Japan. 日本歴史言語学会 大学教育出版 2012
歴史言語学. : Historical linguistics in Japan. 日本歴史言語学会 大学教育出版 2013
歴史言語学. : Historical linguistics in Japan. 日本歴史言語学会 大学教育出版 2015
社会学で解く現代アメリカ ASシリーズ 山元里美 大学教育出版 2013
カウンターカルチャーのアメリカ : 希望と失望の
1960年代

ASシリーズ 竹林修一 大学教育出版
2014

米国のラティーノ ASシリーズ 三吉美加 大学教育出版 2014
心を病む人とのコミュニケーション : 医療現場から
の提言

塚本一-東中須恵子 大学教育出版
2004

中世ヨーロッパの教会と民衆の世界 : ブルカルドゥ
スの贖罪規定をつうじて

野口洋二 早稲田大学出版部
2009

近代武道・合気道の形成 : 「合気」の技術と思想 = 
The formation of aikido as a modern budo : 
history of technique and thought about "aiki"

早稲田大学学術叢書 工藤龍太 早稲田大学出版部
2015

戦後日本の対外文化政策 : 1952年から 72年におけ
る再編成の模索 = Japan's foreign culture policy 
in the postwar years : focusing on the 
exploration of reorganization from 1952-1972

早稲田大学学術叢書 牟倫海 早稲田大学出版部

2016



前漢国家構造の研究 : A study of the state 
structure of the former Han

早稲田大学学術叢書 楯身智志 早稲田大学出版部
2016

日中漢字文化をいかした漢字・語彙指導法 : 「覚え
る」から「考える」へ = Teaching methods for 
kanji/vocaburary by using kanji cultures of 
Japan and China : from "memorizing" to 
"thinking"

早稲田大学学術叢書 李軍 早稲田大学出版部

2016

ロボコンマガジン. : ロボットを知ろう, 作ろう! ロ
ボット総合情報誌 = Robocon magazine. No. 107, 
2016 9

矢野友規 オーム社
2016

英語で学ぶ現代アメリカ水産業 ASシリーズ 山元里美 大学教育出版 2011
「教え人」「学び人」のコミュニケーション 長谷川宏司 大学教育出版 2016
アメリカを知るための 18章 : 超大国を読み解く アメリカ研究シリーズ 杉田米行 大学教育出版 2013
ケアを生きる私たち ノートルダム清心女子大学. 大学教育出版 2016
テキスト日本国憲法 中西俊二 大学教育出版 2015
テキスト法学 中西俊二 大学教育出版 2015
沖縄の歴史・政治・社会 今林直樹 大学教育出版 2016
健康行動論 鍋谷照 大学教育出版 2012
最新進路指導論 基礎基本シリーズ 神野建-原田恵理子-森山賢一 大学教育出版 2015
人間性心理学研究序說 : 続・生きがいの心理学 鶴田一郎 大学教育出版 2016
図書館の基本を求めて. : 「風」「談論風発」
2012~2014より

田井 郁久雄 大学教育出版
2015

成熟経済下における日本金融のあり方 : 「豊かさ」
を実感できる社会のために

前田拓生 大学教育出版
2013

先駆者の光と影人生の転機 : 変化にどう対処したか
志村和次郎 大学教育出版

2015

沈黙と無言の哲学 : <語りえぬもの>の語りえなさ
を語る

中村直行 大学教育出版
2015

幼児体育. : 理論と実践 前橋明-日本幼児体育学会-松尾瑞穂 大学教育出版 2016
理科教育法 : 理論をふまえた理科の授業実践 山田卓三-秋吉博之 大学教育出版 2015



トマス・ジェファソン伝記事典 : Thomas 
Jefferson

アメリカ歴代大統領大全 . 建国
期のアメリカ大統領

西川秀和 大学教育出版
2014

現代満州族シャーマニズムに関する文化人類学的研
究 : シャーマンの神話・成巫過程・儀礼を中心とし
て

楊紅 大学教育出版
2016

観光マーケティングの現場 : ブランド創出の理論と
実践

吉田春生 大学教育出版
2016

現代子どもの教育と福祉の法規事典 中島正明 大学教育出版 2014
新世界の悪魔 : カトリック・ミッションとアンデス
先住民宗教

谷口智子 大学教育出版
2007

ハンス・J・モーゲンソーの国際政治思想 宮下豊 大学教育出版 2012
資源争奪戦時代 : なぜ今オーストラリアか? 田中豊裕 大学教育出版 2012
中国, 岐路に立つ経済大国 : 四半世紀の中国を見て

中藤康俊 大学教育出版
2012

マニラの都市底辺層 : 変容する労働と貧困 青木秀男 大学教育出版 2013
旅のはじまりと文化の生成 大学教育出版 大学教育出版 2013
ウィトゲンシュタインと教育 : 言語ゲームにおける
生成と変容のダイナミズム

平田仁胤 大学教育出版
2013

キーワード人間と発達 神戸大学. 大学教育出版 2007
学校組織の信頼 露口健司 大学教育出版 2012
保育の中の子ども達 : ともに歩む日々 伊藤美保子-くすの木福祉会中山保育園.-西 大学教育出版 2012
乳幼児の健康 前橋明-石井浩子 大学教育出版 2010
ドナウの南とエルベの東 : ドイツ地誌入門 : ドイツ
の二大文化圈

鈴木喜参 大学教育出版
2010

産業教育・職業教育学ハンドブック 日本産業教育学会 大学教育出版 2013
幼児の体育 : 子どもの未来づくり 前橋明-澤田幸男.-さわだスポーツクラブ 大学教育出版 2010
F. フレーベルのヒントによるボールあそびと手あそ
びの歌

Fröbel, Friedrich-千種民江-熊谷美智代 大学教育出版
2008

幼児のリズム運動 前橋明-日本幼児体育学会-岡みゆき 大学教育出版 2012
知的障害児の教育 本保恭子-ノートルダム清心女子大学.-西崎 大学教育出版 2012



生涯学習社会と農業教育 佐々木正剛 大学教育出版 2008
トヨタ生産方式大全 : 大野耐一の思想・理論・写真
で見る実践 = Toyota

熊澤光正 大学教育出版
2015

中国都市部における社区教育政策 馬麗華 大学教育出版 2016
宇宙物理学入門 : 現代宇宙物理学のΑからΩ 伏見賢一 大学教育出版 2015
日本人の生死観 : 日本文化の根源を求めて 新保哲 大学教育出版 2009
親鸞 : 病・癒し・福祉 = Shinran 新保哲 大学教育出版 2010
東大寺大仏と日本思想史 : 大仏造立・再興の意味を
問う

磯部隆 大学教育出版
2010

アジアの法整備と法発展 金子由芳 大学教育出版 2010
憲法 13条解釈をどうやって客観化するか 早瀬勝明 大学教育出版 2011
1次関数で学ぶ経済学 増田辰良 大学教育出版 2013
教養系の国際経済論 : 総合理解から次の一歩まで 坂元浩一 大学教育出版 2012
オーケストラ指揮者の多元的知性研究 : 場のリー
ダーシップに関するメタ・フレームワークの構築を
通して

宇田川耕一 大学教育出版
2011

医療簿記. 羽生正宗 大学教育出版 2010
老いない愛と性 : 豊かな高齢期を生きる 林春植-宣賢奎-住居広士 大学教育出版 2011
続・多次元のコミュニケーション 長谷川宏司 大学教育出版 2012
中国とベトナム山地民族の世界 : ヤオ族音楽文化に
関する基礎的研究

李金叶 大学教育出版
2009

改革開放後中国の愛国主義教育 : 社会の近代化と徳
育の機能をめぐって

武小燕 大学教育出版
2013

憲法と学校教育 大西斎 大学教育出版 2012
中国労農教育政策の形成と展開 : 解放後の国家政策
における人材観を中心に

王国輝 大学教育出版
2012

韓国の教育格差と教育政策 : 韓国の社会教育・生涯
教育政策の歴史的展開と構造的特質

尹敬勲 大学教育出版
2010

高等教育機関の発展 : グローバルな視点からのアプ
ローチ

Gamage, David Thenuwara-植山剛行 大学教育出版
2012



学校理科で探究する生活科学 : 生活科学的アプロー
チによる学校理科の学習転換 : エネルギー・電磁
波・放射能

桐山信一 大学教育出版
2012

はじめての人のための理科の授業づくり : 学習問題
から学習課題へ

三崎隆 大学教育出版
2011

小学校理科「物理・天文分野」の指導 : 文科系学生
が物理・天文分野の基礎を理解できる : 新課程対応 桐山信一 大学教育出版

2011

リテラシーの地平 : 読み書き能力の教育哲学 小柳正司 大学教育出版 2010
自己と関わりの創造学 : セルフスタディの教育研究

竹村哲 大学教育出版
2016

幼児の器械運動あそび 梶谷信之-梶谷みどり 大学教育出版 2007
歴史言語学. : Historical linguistics in Japan. No. 
3 (2014)

日本歴史言語学会 大学教育出版
2014

日本国憲法概論 西浦公 大学教育出版 2015
女性のためのライフプランニング 田和真希 大学教育出版 2016
学校運営協議会の導入による学校教育の改善過程に
関する研究

大林正史 大学教育出版
2015

教職実践演習・教育実習指導 : ロールプレイ・ロー
ルレタリング対応

梨木昭平 大学教育出版
2015

基礎化学実験 広島大学. 大学教育出版 2016
こころを支える力はどこにあるのか : ストレスの受
け止め方

竹下研三 大学教育出版
2016

メタボ & ロコモ予防講座 : メタボとロコモの意外な
関係

増子佳世-水上由紀-坂手誠治 大学教育出版
2016

図書館の基本を求めて. : 「風」「談論風発」
2011~2012より

田井郁久雄 大学教育出版
2014

高校生・受験生・大学生のための中堅大学活用術 宇田川拓雄 大学教育出版 2014
発明への誘い : 日本のイノベーション事例にみる創
造の技法

加藤直規 大学教育出版
2013



日本的ニヒリズムの行方 : 正法眼蔵と武田泰淳 藤本成男 大学教育出版 2011
近代国家と能楽堂 奥富利幸 大学教育出版 2009
アメリカで裁かれた本 : 公立学校と図書館における
本を読む自由 = Challenged books in US Courts : 
freedom to read in public schools and libraries

上田伸治 大学教育出版

2008

大学生のための研究ハンドブック : よくわかるレ
ポート・論文の書き方 = Study handbook

ノートルダム清心女子大学. 大学教育出版
2011

混迷の時代を生きる君へ 土屋廣幸 大学教育出版 2011
行政法理の研究 岡田春男 大学教育出版 2008
地域統合 : ヨーロッパの経験と東アジア 岡山大学社会文化科学研究科学

内COEシリーズ
清水耕一-岡山大学. 大学教育出版

2009

新興市場国サーベイ : グローバル・スタンダードと
構造改革

坂元浩一 大学教育出版
2009

技術予測 : 未来を展望する方法論 金間大介 大学教育出版 2011
図書館の再出発 : ICU図書館の15年 畠山珠美 大学教育出版 2007
西洋世界と日本の近代化 : 教育文化交流史研究 加藤詔士-吉川卓治 大学教育出版 2010
最新生徒指導論 基礎基本シリーズ 神野建-原田恵理子-森山賢一 大学教育出版 2015
新常識! 身体健康学 佐々木拓男 大学教育出版 2016
アメリカ留学公式ガイドブック 日米教育委員会 アルク 2015
TOEICテスト part 5 文法をこれ以上無理やっちゅ
うほどやさしく教える本

TTTスーパー講師シリーズ 天満嗣雄 アルク
2014

TOEICテスト全パート完全攻略 石井辰哉 アルク 2014
TOEICテスト究極のゼミPart 2 & 1 西嶋愉一 アルク 2013
TOEICテスト究極のゼミPart 3 & 4 早川幸治 アルク 2013
TOEICテスト究極のゼミPart 5 & 6 前田ヒロ アルク 2012
TOEICテスト究極のゼミPart 7 前田ヒロ アルク 2012
TOEICテストいきなり 600点! 横川綾子 アルク 2012
改訂版TOEIC Test 文法・語彙出るとこだけ! 問題集

小石裕子 アルク
2015



必ず聞き取れる新TOEICテストリスニング 河野太一 アルク 2009
改訂版TOEIC Test 英文法出るとこだけ! 小石裕子 アルク 2015
新TOEICテスト 900点突破 20日間特訓プログラム

小山克明 アルク
2010

改訂版TOEIC Test 英単語出るとこだけ! 小石裕子 アルク 2015
TOEICテスト究極の模試 600問 前田ヒロ アルク 2012
TOEICテストおまかせ 730点! 石井洋佑 アルク 2015
TOEICテスト中学英文法で 600点! 小石裕子 アルク 2016
キクタンTOEIC test score 600 一杉武史 アルク 2016
キクタンTOEIC test score 800 一杉武史 アルク 2016
キクタンTOEIC test score 990 一杉武史 アルク 2016
キクタン英会話【おもてなし編】 : 聞いてマネして
すらすら話せる

一杉武史 アルク
2015

キクタン 2000 : 聞いて書いて覚えるコーパス英単
語

英語の超人になる!アルク学参
シリーズ

アルク (Firm). アルク
2008

キクタン<中学英単語>高校入試レベル : 聞いて覚
えるコーパス英単語

英語の超人になる!アルク学参
シリーズ

アルク (Firm). アルク
2015

キクタン英会話. : 聞いてマネしてすらすら話せる　
発展編

一杉武史 アルク
2014

キクタンリーディング 4000 : 聞いて読んで覚える
コーパス英単語

英語の超人になる!アルク学参
シリーズ

アルク (Firm). アルク
2015

キクタンリーディング 6000 : 聞いて読んで覚える
コーパス英単語

英語の超人になる!アルク学参
シリーズ

アルク (Firm). アルク
2015

キクタンリーディング 12000 : 聞いて読んで覚える
コーパス英単語

英語の超人になる!アルク学参
シリーズ

アルク (Firm). アルク
2015

キクタン英語でコレ言える. : 聞いて覚える日常英単
語

一杉武史 アルク
2016

新ユメタン 夢をかなえる英単語0 中学修了～高校基
礎レベル

英語の超人になる!アルク学参
シリーズ

木村達哉 アルク
2015



新ユメタン 夢をかなえる英単語1 大学合格必須レベ
ル

英語の超人になる!アルク学参
シリーズ

木村達哉 アルク
2015

新ユメタン 夢をかなえる英単語2 難関大学合格必須
レベル

英語の超人になる!アルク学参
シリーズ

木村達哉 アルク
2015

新ユメタン 夢をかなえる英単語3 スーパーハイレベ
ル

英語の超人になる!アルク学参
シリーズ

木村達哉 アルク
2015

起きてから寝るまで話せる英文法 : 1日の生活に合
わせ, 文法が身に付くフレーズを英語でつぶやく⇒
会話力 & 文法力がみるみるアップ!

長尾和夫 アルク
2015

アメリカ人なら小学校で学ぶ英文ライティング入門
Leeper, Sumiko アルク

2014

スラスラ読める最初の1000語 : 究極の英語リーディ
ング Standard Vocabulary List, Vol.1

究極の英語リーディング : 
Standard Vocabulary List

辰巳友昭. アルク
2014

どんどん読める初級の2000語 : 究極の英語リーディ
ング Standard Vocabulary List, Vol.2

究極の英語リーディング : 
Standard Vocabulary List

辰巳友昭. アルク
2015

サクサク読める初・中級の3000語 : 究極の英語リー
ディング Standard Vocabulary List, Vol.3

究極の英語リーディング : 
Standard Vocabulary List

アルク (Firm). アルク
2015

英語でゾクゾクするちょっと怖い話 : どんどん読め
る, 背筋がひんやり

アルク (Firm). アルク
2014

英語でハッとする聖書の話 : どんどん読める, 教養
が深まる

Ishiguro, Marie Rose アルク
2015

英語で泣けるちょっといい話. : どんどん読める, ほ
ろりとくる

アルク (Firm). アルク
2015

英語で心いやされるちょっといい話 : どんどん読め
る, 誰かに話したくなる

アルク (Firm). アルク
2014

パワー音読入門 : 最強の英語独習メソッド 横山カズ アルク 2015
英語でやる気が出る仕事の話 : どんどん読める, 每
日が楽しくなる

アルク (Firm). アルク
2015

起きてから寝るまで英語で「7つの習慣」 春日聡子 アルク 2016



起きてから寝るまで子育て英語表現 600. : 親子の 1
日を全部英語で言う⇒どんどん話せるようになる 春日聡子 アルク

2016

本当はちゃんと通じてる! 日本人エイゴ : ネイティ
ブ72人が認めた

Hashimoto, Kan Andrew アルク
2016

ハリウッドスターの英語　英国俳優編 Author unknown アルク 2015
みんなの接客英語 : 全業種で使える 広瀬直子 アルク 2015
世界で働く人になる! : 人づきあいと英語のスキルを
劇的に上げる 41の方法

田島麻衣子 アルク
2014

もしも英語ができたなら ... : ネイティブ講師が教え
る「脱・ペーパースピーカー」の秘訣

アルク・ライブラリー Barker, David アルク
2016

グローバル教育を考える : 教育とビジネスの現場に
みるグローバル教育の潮流

アルク選書シリーズ アルク教育総合研究所. アルク
2015

現代語訳でよむ日本の憲法 柴田元幸 アルク 2015
相手を必ず動かす英文メールの書き方 Bissonnette, Paul アルク 2014
英語と仲直りできる本 : ネイティブ講師が教える英
語上手の秘訣

アルク・ライブラリー Barker, David アルク
2016

相手を必ず味方につける英会話のロジック 愛場吉子 アルク 2015
フォーカス・オン・フォームとCLILの英語授業 : 生
徒の主体性を伸ばす授業の提案

アルク選書シリーズ 和泉伸一 アルク
2016

インド英語のツボ : 必ず聞き取れる 5つのコツ 榎木薗鉄也 アルク 2016
英語のプレゼン直前 5日間の技術 しごとのミニマム英語 愛場吉子 アルク 2014
英語の発音直前 6時間の技術 しごとのミニマム英語 小川直樹 アルク 2014
英語の交渉直前 7時間の技術 しごとのミニマム英語 Kopp, Rochelle アルク 2015
英語の会議直前 5時間の技術 しごとのミニマム英語 柴山かつの アルク 2014
英語の面接直前 5時間の技術 しごとのミニマム英語 花田七星 アルク 2015
英語の電話直前3時間の技術 しごとのミニマム英語 竹村和浩 アルク 2014
はじめての英文契約書の読み方 アルクはたらく×英語 寺村淳 アルク 2016
通訳ガイドというおしごと : 仕事の始め方から技術
を磨くコツまで

アルクはたらく×英語 島崎秀定 アルク
2016



タイとビジネスをするための鉄則 55 アルクはたらく×英語 梅本昌男 アルク 2016
ベトナムとビジネスをするための鉄則 55 アルクはたらく×英語 古川悠紀 アルク 2016
インドとビジネスをするための鉄則 55 アルクはたらく×英語 島田卓 アルク 2016
反省しないアメリカ人をあつかう方法 34 アルクはたらく×英語 Kopp, Rochelle アルク 2015
英語の基礎を成す[最初の1000語] 究極の英語ディクテーション 横本勝也 アルク 2015
日常生活で活躍する[初級の2000語] 究極の英語ディクテーション 横本勝也 アルク 2015
キクタン 4000 : 聞いて覚えるコーパス英単語 英語の超人になる!アルク学参

シリーズ
一杉武史 アルク

2012

キクタン 6000 : 聞いて覚えるコーパス英単語 英語の超人になる!アルク学参
シリーズ

一杉武史 アルク
2012

キクタン 12000 : 聞いて覚えるコーパス英単語 英語の超人になる!アルク学参
シリーズ

一杉武史 アルク
2012

キクタン英会話 : 聞いてマネしてすらすら話せる 一杉武史 アルク 2013
聞いて覚える英単語キクタンTOEFL test. : TOEFL 
iBT & TOEFL ITP 両対応

高橋基治 アルク
2011

普通作物病害図説 梶原敏宏 養賢堂 2016
TOEICテスト part 3 & 4 鬼の変速リスニング TTTスーパー講師シリーズ 寺倉テッド アルク 2014
キクタン英会話【オフィス編】 : 聞いてマネしてす
らすら話せる

一杉武史 アルク
2014

Public Health in a Nuclear Disaster : Message 
From Fukushima

安村誠司-神谷研二 広島大学出版会
2016

Infant Walking Acquisition : Motion and EMG 
Recordings From Birth to Age One

Okamoto, Tsutomu-Okamoto, Kayoko 歩行開発研究所
2016

新編感覚・知覚心理学ハンドブック 大山正-今井省吾-和気典二 誠信書房 1994
新編感覚・知覚心理学ハンドブック. 大山正-今井省吾-和気典二-菊地正 誠信書房 2007
心理学論の新しいかたち 心理学の新しいかたち 下山晴彦 誠信書房 2005
心理学史の新しいかたち 心理学の新しいかたち 佐藤達哉 誠信書房 2005
心理学研究法の新しいかたち 心理学の新しいかたち 吉田寿夫 誠信書房 2006
実験心理学の新しいかたち 心理学の新しいかたち 廣中直行 誠信書房 2004
認知心理学の新しいかたち 心理学の新しいかたち 仲真紀子 誠信書房 2005



発達心理学の新しいかたち 心理学の新しいかたち 遠藤利彦 誠信書房 2005
教育心理学の新しいかたち 心理学の新しいかたち 鹿毛雅治 誠信書房 2005
社会心理学の新しいかたち 心理学の新しいかたち 竹村和久 誠信書房 2004
臨床心理学の新しいかたち 心理学の新しいかたち 下山晴彦 誠信書房 2004
環境心理学の新しいかたち 心理学の新しいかたち 南博文 誠信書房 2006
芸術心理学の新しいかたち 心理学の新しいかたち 子安増生 誠信書房 2005
人文・社会科学のためのテキストマイニング 松村真宏-三浦麻子 誠信書房 2014
労働法 : Labor and employment law 水町勇一郎 有斐閣 2016
労働法 : Labor and employment law 有斐閣ストゥディア 小畑史子-緖方桂子-竹内寿 有斐閣 2016
はじめての社会保障 : 福祉を学ぶ人へ = Guide to 
social security

椋野美智子-田中耕太郎 有斐閣
2016

あるごりずむ 広瀬貞樹 近代科学社 2006
効果的プログラム開発技法 : Improved 
programming technology

國友義久 近代科学社
2009

あたらしい数理最適化 : Python言語とGurobiで解
く

久保幹雄-Pedroso, João Pedro-村松正和-  近代科学社
2012

プロジェクトの概念 : プロジェクトマネジメントの
知恵に学ぶ = Project management

神沼靖子.-日本プロジェクトマネジメント協近代科学社
2013

緊急事態のための情報システム : 多様な危機発生事
例から探る課題と展望

Walle, Bartel van de-Turoff, Murray-Hiltz   近代科学社
2014

ソフトウェア工学 岸知二-野田夏子 近代科学社 2016
数学の作法 蟹江幸博 近代科学社 2016
極値統計学 ISMシリーズ : 進化する統計数

理
高橋倫也-志村隆彰 近代科学社

2016

Python言語によるビジネスアナリティクス : 実務家
のための最適化・統計解析・機械学習

久保幹雄-小林和博-斉藤努-並木誠-橋本英樹近代科学社
2016

イデアル論入門 大学数学スポットライト・シ
リーズ

新妻弘 近代科学社
2016



本と民主主義 : アメリカの図書館における「表現の
自由」の保護と制限 = Books and democracy : 
freedom of speech and its limits in American 
libraries

上田伸治 大学教育出版

2006

国際契約法 : International contract law 井原宏 大学教育出版 2006
世界金融危機 : 歴史とフィールドからの検証 : 
G20・金融制度改革・途上国

坂元浩一 大学教育出版
2010

子どもの未来づくり作戦 いま、子どもの心とからだが危
ない / 前橋明著

前橋明 大学教育出版
2006

日本上空の米第 20 航空軍 : The 20th AF over 
Japan : brief history of the Twentieth Air Force 日笠俊男-藤本文昭-United States. 大学教育出版

2007

情報源と情報サービス 木本幸子 大学教育出版 2007
特別支援教育コーディネーター : エッセンシャル 武藏博文-惠羅修吉 大学教育出版 2013
シンギュラリティ : 限界突破を目指した最先端研究 
= Singularity

NAIST-IS書籍出版委員会 近代科学社
2016

モデリングの諸相 : ORと数理科学の交叉点 シリーズ : 最適化モデリング 山下浩 近代科学社 2016
ナノカーボン : 炭素材料の基礎と応用 シリーズ : 未来を創るナノ・サ

イエンス&テクノロジー
尾上順-大澤映二 近代科学社

2012

ナノ粒子 : 物性の基礎と応用 シリーズ : 未来を創るナノ・サ
イエンス&テクノロジー

林真至-隅山兼治-保田英洋 近代科学社
2013

ナノコロイド : 合成・物性・機能 = Nanocolloid シリーズ : 未来を創るナノ・サ
イエンス&テクノロジー

寺西利治-山田真実-鳥本司 近代科学社
2014

光計算 ナチュラルコンピューティン
グ・シリーズ

谷田純 近代科学社
2011

DNAナノエンジニアリング ナチュラルコンピューティン
グ・シリーズ

小宮健 近代科学社
2011

可逆計算 ナチュラルコンピューティン
グ・シリーズ

森田憲一 近代科学社
2012



カオスニューロ計算 ナチュラルコンピューティン
グ・シリーズ

堀尾喜彦-安達雅春-池口徹 近代科学社
2012

量子計算 ナチュラルコンピューティン
グ・シリーズ

西野哲朗-岡本龍明-三原孝志 近代科学社
2015

自然計算へのいざない ナチュラルコンピューティン
グ・シリーズ

小林聡-萩谷昌己-横森貴-山村雅幸 近代科学社
2015

サイコパス・インサイド : ある神経科学者の脳の謎
への旅

Fallon, James H.-影山任佐 金剛出版
2015

アディクション臨床入門 : 家族支援は終わらない 信田さよ子 金剛出版 2015
CRAFT薬物・アルコール依存症からの脱出 : あなた
の家族を治療につなげるために

吉田精次-境泉洋 金剛出版
2014

心理療法家の気づきと想像 : 生活を視野に入れた心
理臨床

村瀬嘉代子 金剛出版
2015

子どもから大人への発達精神医学 : 自閉症スペクト
ラム・ADHD・知的障害の基礎と実践

本田秀夫 金剛出版
2013

精神医療・診断の手引き : DSM-IIIはなぜ作られ, 
DSM-5はなぜ批判されたか

Ono, Y. 金剛出版
2014

英語で日本紹介ハンドブック 松本美江 アルク 2014
TOEICテストやたらと出る英単語クイックマスター

TTTスーパー講師シリーズ 寺倉テッド アルク
2013

TOEICテスト基本例文 700選 TTTスーパー講師シリーズ 前田ヒロ. アルク 2013
TOEICテスト part 5 できる人, できない人の頭の中

TTTスーパー講師シリーズ 加藤TEX アルク
2013

キクタン英会話 : 聞いてマネしてすらすら話せる 一杉武史 アルク 2013
キクタン英検 1級 : 聞いて覚えるコーパス単熟語 一杉武史 アルク 2010
キクタン英検準 1級 : 聞いて覚えるコーパス単熟語

一杉武史 アルク
2010

キクタン英検 2級 : 聞いて覚えるコーパス単熟語 一杉武史 アルク 2009
キクタン英検準 2級 : 聞いて覚えるコーパス単熟語

一杉武史 アルク
2010



キクタン英検 3級 : 聞いて覚えるコーパス単熟語 一杉武史 アルク 2011
キクタン英会話 : 聞いてマネしてすらすら話せる 一杉武史 アルク 2014
究極の英単語SVL v.1 : 初級の3000語 究極の英単語 アルク (Firm). アルク 2006
究極の英単語SVL v.2 : 中級の3000語 究極の英単語 アルク (Firm). アルク 2006
究極の英単語SVL v.3 : 上級の3000語 究極の英単語 アルク (Firm). アルク 2007
究極の英単語SVL v.4 : 超上級の3000語 究極の英単語 アルク (Firm). アルク 2007
英語で泣けるちょっといい話 : どんどん読める, 心
温まる

アルク (Firm). アルク
2011

英語で元気が出るちょっといい話 : どんどん読める, 
明日への活力がわいてくる

アルク (Firm). アルク
2012

究極の英会話 : 中学 1～2年レベル英文法 100パー
セント攻略

究極の英会話 / 辰巳友昭監修 辰巳友昭. アルク
2014

究極の英会話 : 中学 2～3年レベル英文法 100パー
セント攻略

究極の英会話 / 辰巳友昭監修 辰巳友昭. アルク
2014

Standard vocabulary list 1000語レベルで1万語
「最初の1000語」

究極の英語リスニング 辰巳友昭. アルク
2008

Standard vocabulary list 2000語レベルで1万語
「自然な2000語」

究極の英語リスニング 辰巳友昭. アルク
2008

Standard vocabulary list 3000語レベルで1万語
「深まる3000語」

究極の英語リスニング 辰巳友昭. アルク
2008

Standard vocabulary list 6000語レベルで1万語
「ネイティブが話す6000語」

究極の英語リスニング 辰巳友昭. アルク
2010

複素関数論の基礎 山本直樹 裳華房 2016
力学 物理学講義 松下貢 裳華房 2016
電磁気学 物理学講義 松下貢 裳華房 2016
熱力学 物理学講義 松下貢 裳華房 2016
力学・電磁気学・熱力学のための基礎数学 松下貢 裳華房 2016
マクスウェル方程式から始める電磁気学 小宮山進-竹川敦 裳華房 2016
演習で学ぶ化学熱力学 : 基本の理解から大学院入試
まで

中田宗隆 裳華房
2016



有機分子構造とその決定法 齋藤勝裕 裳華房 2016
化学結合論 物理化学入門シリーズ 中田宗隆 裳華房 2016
化学熱力学 物理化学入門シリーズ 原田義也 裳華房 2016
量子化学 物理化学入門シリーズ 大野公一 裳華房 2016
発生・変態・リズム : 時 ホルモンから見た生命現象と進

化シリーズ
天野勝文-日本比較内分泌学会.-田川正朋 裳華房

2016

成長・成熟・性決定 : 継 ホルモンから見た生命現象と進
化シリーズ

伊藤道彦-日本比較内分泌学会-高橋明義 裳華房
2016

求愛・性行動と脳の性分化 : 愛 ホルモンから見た生命現象と進
化シリーズ

小林牧人-日本比較内分泌学会-小澤一史-棟裳華房
2016

ホメオスタシスと適応 : 恒 ホルモンから見た生命現象と進
化シリーズ

海谷啓之-日本比較内分泌学会-内山実 裳華房
2016

生体防御・社会性 : 守 ホルモンから見た生命現象と進
化シリーズ

水澤寬太-日本比較内分泌学会.-矢田崇 裳華房
2016

医療・看護系のための生物学 田村隆明 裳華房 2016
中世の唐物と伝来技術 関周一 吉川弘文館 2015
自衛隊史論 : 政・官・軍・民の 60年 佐道明広 吉川弘文館 2015
太平記の世界 : 列島の内乱史 読みなおす日本史 佐藤和彦 吉川弘文館 2015
古代都城の造営と都市計画 近江俊秀 吉川弘文館 2015
律令制と正倉院の研究 柳雄太郎 吉川弘文館 2015
譜代大名の創出と幕藩体制 小宮山敏和 吉川弘文館 2015
日中間海底ケーブルの戦後史 : 国交正常化と通信の
再生

貴志俊彦 吉川弘文館
2015

空海伝の研究 : 後半生の軌跡と思想 武内孝善 吉川弘文館 2015
日本古代の地域と社会統合 溝口優樹 吉川弘文館 2015
沖縄返還と通貨パニック 川平成雄 吉川弘文館 2015
日米安保と事前協議制度 : 「対等性」の維持装置 豊田祐基子 吉川弘文館 2015
番茶と庶民喫茶史 日本歴史民俗叢書 中村羊一郎 吉川弘文館 2015
平安時代の神社と神職 加瀬直弥 吉川弘文館 2015
蒲生氏鄉 読みなおす日本史 今村義孝 吉川弘文館 2015



中世城郭の縄張と空間 : 土の城が語るもの 城を極める 松岡進 吉川弘文館 2015
歴史のなかの「夜明け前」 : 平田国学の幕末維新 宮地正人 吉川弘文館 2015
日本古代都城制と城柵の研究 阿部義平 吉川弘文館 2015
織田信長権力論 金子拓 吉川弘文館 2015
キリシタン大名 読みなおす日本史 岡田章雄 吉川弘文館 2015
東アジアの中世城郭 : 女真の山城と平城 城を極める 臼杵勲 吉川弘文館 2015
ハンコの文化史 読みなおす日本史 新関欽哉 吉川弘文館 2015
近世仏教の制度と情報 日本大学法学部叢書 朴澤直秀 吉川弘文館 2015
紙幣肖像の近現代史 植村峻 吉川弘文館 2015
古代をあゆむ 笹山晴生 吉川弘文館 2015
平泉の光芒 東北の中世史 柳原敏昭 吉川弘文館 2015
ザビエルと東アジア : パイオニアとしての任務と軌
跡

岸野久 吉川弘文館
2015

内乱のなかの貴族 : 南北朝と「園太暦」の世界 読みなおす日本史 林屋辰三郎 吉川弘文館 2015
日本古代の典籍と宗教文化 増尾伸一郎 吉川弘文館 2015
北の原始時代 東北の古代史 阿子島香 吉川弘文館 2015
歴史のなかの石造物 : 人間・死者・神仏をつなぐ 山川均 吉川弘文館 2015
戦没者合祀と靖国神社 赤澤史朗 吉川弘文館 2015
出雲尼子一族 読みなおす日本史 米原正義 吉川弘文館 2015
高師直 : 室町新秩序の創造者-(歴史文化ライブラ
リー406)

歴史文化ライブラリー 亀田俊和 吉川弘文館
2015

将門伝説の歴史-(歴史文化ライブラリー407) 歴史文化ライブラリー 樋口州男 吉川弘文館 2015
日本の古代宮都と文物 小笠原好彦 吉川弘文館 2015
富士山宝永大爆発 読みなおす日本史 永原慶二 吉川弘文館 2015
近世海難史の研究 段木一行 吉川弘文館 2015
總持寺の歴史 竹内道雄-尾崎正善 吉川弘文館 2015
平安京と中世仏教 : 王朝権力と都市民衆 上川通夫 吉川弘文館 2015
倭国の形成と東北 東北の古代史 藤沢敦 吉川弘文館 2015
鎌倉幕府と東北 東北の中世史 七海雅人 吉川弘文館 2015
日本古代の喪葬儀礼と律令制 稲田奈津子 吉川弘文館 2015



里山の成立 : 中世の環境と資源 水野章二 吉川弘文館 2015
古代国家の東北辺境支配 日本史学研究叢書 今泉隆雄 吉川弘文館 2015
比叡山と高野山 読みなおす日本史 景山春樹 吉川弘文館 2015
新田一族の中世 : 「武家の棟梁」への道-(歴史文化
ライブラリー408)

歴史文化ライブラリー 田中大喜 吉川弘文館
2015

アジアのなかの戦国大名 : 西国の群雄と経営戦略-
(歴史文化ライブラリー409)

歴史文化ライブラリー 鹿毛敏夫 吉川弘文館
2015

日蓮 : 殉教の如来使 読みなおす日本史 田村芳朗 吉川弘文館 2015
現代語訳小右記. 現代語訳小右記 藤原實資-倉本一宏 吉川弘文館 2015
旗本・御家人の就職事情-(歴史文化ライブラリー
410)

歴史文化ライブラリー 山本英貴 吉川弘文館
2015

五稜郭の戦い : 蝦夷地の終焉-(歴史文化ライブラ
リー411)

歴史文化ライブラリー 菊池勇夫 吉川弘文館
2015

室町幕府と東北の国人 東北の中世史 白根靖大 吉川弘文館 2015
古墳時代の生産と流通 和田晴吾 吉川弘文館 2015
モニュメントの 20世紀 : タイムカプセルが伝える
〈記錄〉と〈記憶〉 = Modern

シリーズ近代美術のゆくえ 坂口英伸 吉川弘文館
2015

「昭和天皇実錄」講義 : 生涯と時代を読み解く 古川隆久-森暢平-茶谷誠一 吉川弘文館 2015
奈良時代建築の造営体制と維持管理 海野聡 吉川弘文館 2015
明治期の旧藩主家と社会 : 華士族と地方の近代化 内山一幸 吉川弘文館 2015
蝦夷と城柵の時代 東北の古代史 熊谷公男 吉川弘文館 2015
〈華族爵位〉請願人名辞典 松田敬之 吉川弘文館 2015
伊達騒動と原田甲斐 読みなおす日本史 小林清治 吉川弘文館 2015
日本古代の年齢集団と地域社会 田中禎昭 吉川弘文館 2015
中世公武関係と承久の乱 長村祥知 吉川弘文館 2015
中世日本の信用経済と徳政令 井原今朝男 吉川弘文館 2015
鎌倉将軍・執権・連署列伝 細川重男-日本史史料研究会. 吉川弘文館 2015
空海の文字とことば-(歴史文化ライブラリー412) 歴史文化ライブラリー 岸田知子 吉川弘文館 2015
皇居の近現代史 : 開かれた皇室像の誕生-(歴史文化
ライブラリー413)

歴史文化ライブラリー 河西秀哉 吉川弘文館
2015



殺生と往生のあいだ : 中世仏教と民衆生活-(歴史文
化ライブラリー414)

歴史文化ライブラリー 苅米一志 吉川弘文館
2015

戦国大名の兵粮事情-(歴史文化ライブラリー415) 歴史文化ライブラリー 久保健一郎 吉川弘文館 2015
タネをまく縄文人 : 最新科学が覆す農耕の起源-(歴
史文化ライブラリー416)

歴史文化ライブラリー 小畑弘己 吉川弘文館
2016

神と死者の考古学 : 古代のまつりと信仰-(歴史文化
ライブラリー417)

歴史文化ライブラリー 笹生衛 吉川弘文館
2016

伊達氏と戦国争乱 東北の中世史 遠藤ゆり子 吉川弘文館 2016
明治国家形成と華族 久保正明 吉川弘文館 2015
地理から見た信長・秀吉・家康の戦略 読みなおす日本史 足利健亮 吉川弘文館 2016
日本史を学ぶための古文書・古記録訓読法 苅米一志-日本史史料研究会. 吉川弘文館 2015
日本古代の交通・交流・情報. 日本古代の交通・交流・情報 舘野和己-出田和久 吉川弘文館 2016
海をわたる機関車 : 近代日本の鉄道発展とグローバ
ル化 = Trading locomotives : the first 
globalization and the development of Japan's 
railways, 1869-1914

中村尚史 吉川弘文館

2016

落日の豊臣政権 : 秀吉の憂鬱, 不穏な京都-(歴史文
化ライブラリー418)

歴史文化ライブラリー 河内将芳 吉川弘文館
2016

大久保利通と東アジア : 国家構想と外交戦略-(歴史
文化ライブラリー419)

歴史文化ライブラリー 勝田政治 吉川弘文館
2016

神々の系譜 : 日本神話の謎 読みなおす日本史 松前健 吉川弘文館 2016
歴史と日本民俗学 : 課題と方法 福田アジオ 吉川弘文館 2016
飛鳥史跡事典 木下正史 吉川弘文館 2016
Excelで学ぶ食品微生物学 : 増殖・死滅の数学モデル
予測 = Predictive food microbiology

藤川浩 オーム社
2015

Excelで学ぶ進化計算 : ExcelによるGAシミュレー
ション = Evolutionary computing

伊庭斉志 オーム社
2016

FPGAの原理と構成 尼崎太樹-天野英晴 オーム社 2016
Rで学ぶ統計データ分析 : マーケティングデータを
分析しながら正しい理論と分析力を身につける

本橋永至 オーム社
2015



Rによるデータマイニング : R x data mining 山本義郎-藤野友和-久保田貴文 オーム社 2015
SAS Studio によるやさしい統計データ分析 高浪洋平-舟尾暢男 オーム社 2016
SPSSによるロジスティック回帰分析 内田治 オーム社 2016
100万人の給排水 : Plumbing system 小川正晃 オーム社 2015
やさしいリレーとプログラマブルコントローラ : 
Relay & programmable controllers

岡本裕生 オーム社
2015

イラスト図解建築法規 井上国博-三村大介 オーム社 2016
マンガでわかるQC検定 3級 内田治-ウェルテ (Firm)-蜜谷子ぐり オーム社 2016
マンガでわかる基礎生理学 田中越郎.-ビーコム (Firm)-こやまけいこ オーム社 2016
電気基礎入門早わかり : 2色刷絵とき 岩本洋-堀桂太郎 オーム社 2016
基本からわかる電気電子計測講義ノート 桐生昭吾-湯本雅恵-宮下収-元木誠-山崎貞郎オーム社 2015
基本からわかる電気電子材料講義ノート 青柳稔-湯本雅恵-鈴木薫-田中康寬-松本聡 オーム社 2015
機械学習と深層学習 : マシンラーニングとディープ
ラーニング = Machine learning [and] deep 
learning

小高知宏 オーム社
2015

見えないものをさぐる--それがベイズ : ツールによ
る実践ベイズ統計

藤田一弥-フォワードネットワーク, 株式会 オーム社
2015

アフロ先生と学ぶ登錄販売者合格テキスト : 最短合
格!

岩堀禎廣 オーム社
2015

実務に役立つ機械設計の考え方 × 進め方 鈴木剛志 オーム社 2016
進化計算と深層学習 : 創発する知能 = ニューロエボ
リューションとディープラーニング = Neuro-
evolution [and] deep learning

伊庭斉志 オーム社
2015

対応分析入門 : 原理から応用まで : 解説Rで検算し
ながら理解する = Applied correspondence 
analysis : an introduction

Clausen, Sten-Erik-藤本一男 オーム社
2015

第二種電気工事士筆記試験最短合格のツボ50 大嶋勇輝 オーム社 2015
Excel で学ぶ統計解析入門 : Statistical analysis 菅民郎 オーム社 2016
ISO 9001内部品質監査の実務知識早わかり : ISO 
9001-2015年版準拠

大浜庄司 オーム社
2016



SAS Enterprise Guide. : Enterprise guide + 
Enterprise miner

高柳良太-SAS Institute Japan. オーム社
2016

SAS Enterprise Guide. 高柳良太-SAS Institute Japan. オーム社 2016
マンガでわかる土質力学 加納陽輔-黒八-ジーグレイプ株式会社 オーム社 2016
基礎から学ぶ電気回路計算 永田博義 オーム社 2015
はじめての人のためのアクティブ・ラーニングへの
近道

三崎隆 大学教育出版
2016

見ても聞いてもわかるバリアフリー英文法 山下広司 大学教育出版 2016
英語で知るアメリカ : 8つのテーマで超大国の実情
に迫る

アメリカ研究シリーズ 杉田米行 大学教育出版
2013

塩尻公明と戦没学徒木村久夫 : 「或る遺書につい
て」の考察

中谷彪 大学教育出版
2014

国際不正競業法の研究 : The research of unfair 
competition in private international law

相澤吉晴 大学教育出版
2016

最新特別活動論 基礎基本シリーズ 原田恵理子-高橋知己-森山賢一-加々美肇 大学教育出版 2016
小学校体育器械運動 : 達人教師への道 藤田雅文-湯口雅史 大学教育出版 2016
世界の生涯学習 : 現状と課題 新海英行-松田武雄 大学教育出版 2016
道徳教育法, 特別活動指導法 梨木昭平 大学教育出版 2014
明日から使える『学び合い』の達人技術 三崎隆 大学教育出版 2016
アメリカ観の変遷. アメリカ研究シリーズ 杉田米行 大学教育出版 2014
アメリカ観の変遷. アメリカ研究シリーズ 杉田米行 大学教育出版 2014
15週間で英語力倍増 語学シリーズ 杉田米行-山西敏博 大学教育出版 2014
アメリカ合衆国の連邦休日を英語で学ぼう : An 
introduction to the federal holidays of the United 
States of America

語学シリーズ Brooks, M. Scott-伊藤孝治-杉田米行 大学教育出版
2014

ボイス・オブアメリカ, ニュースで学ぶ英語 : レベ
ル 1

語学シリーズ 佐藤晶子 大学教育出版
2014

自由と愛の精神 : 桃山学院大学のチャレンジ Taniguchi, Terusō-石川明人-伊藤潔志 大学教育出版 2016
近世大坂の町と人 読みなおす日本史 脇田修 吉川弘文館 2015



世界の法律情報 : グローバル・リーガル・リサーチ
阿部博友-小林成光-高田寛-高橋均-平野温郎文眞堂

2016

近代製糖業の経営史的研究 久保文克 文眞堂 2016
自治会・町内会の経営学 : 21世紀の住民自治発展の
ために

石栗伸郎 文眞堂
2016

東芝事件と「守りのガバナンス」 今井祐 文眞堂 2016
日本人と馬の文化史 久慈勝男 文眞堂 2016
組織の罠 : 人間行動の現実 Argyris, Chris-河野昭三 文眞堂 2016
生命保険企業のグローバル経営戦略 : 欧米系有力企
業のアジア事業展開を中心として

平賀富一 文眞堂
2016

企業の持続性と組織変革 槇谷正人 文眞堂 2016
応用経営史 : 福島第一原発事故後の電力・原子力改
革への適用

橘川武郎 文眞堂
2016

外資の経営史 橘川武郎-金花-井岡佳代子 文眞堂 2016
現代日本経済の論点 : 岐路に立つニッポン 馬田啓一-大川昌利 文眞堂 2016
日本企業のアジア FTA 活用戦略 : TPP 時代の FTA 
活用に向けた指針

助川成也-高橋俊樹 文眞堂
2016

経営倫理とプラグマティズム : ジョン・デューイの
思想に依拠した序説的考察

岩田浩 文眞堂
2015

経営学と文明の転換 : 知識経営論の系譜とその批判
的研究

藤沼司 文眞堂
2015

日本の TPP 交渉参加の真実 : その政策過程の解明 
= The truth of Japan's participation in the TPP 
negotiations : revealing its policy process

作山巧 文眞堂
2015

現代ASEAN経済論 石川幸一-朽木昭文-清水一史 文眞堂 2015
グローバル銀行業界の課題と展望 : 欧米アジアの大
手銀行とビジネスモデルの行方

新形敦 文眞堂
2015

TOEICテスト完全教本新形式問題対応 Hilke, Robert A.-Thayne, David A. 研究社 2016
一歩先の英文ライティング : A guide to better 
English writing

田邉祐司 研究社
2015



英語談話標識用法辞典 : 43の基本ディスコース・
マーカー = A dictionary of discourse markers in 
English

松尾文子-廣瀬浩三-西川眞由美 研究社
2015

漢字の使い分けときあかし辞典 円満字二郎 研究社 2016
International journal of Okinawan studies International journal of 

Okinawan studies
琉球大学. 研究社

2015

ネイティブが教える英語の時制の使い分け Thayne, David A.-古正佳緖里 研究社 2016
基礎から学ぶ音声学講義 加藤重広-安藤智子 研究社 2016
ソシュール一般言語学講義 : 新訳 = Saussure Saussure, Ferdinand de-町田健 研究社 2016
フランス語文法総解説 : Compendium de la 
grammaire française

町田健 研究社
2015

私はだれでしょう？　（にほんご多読ブックスLevel 
0）

鈴木和子-多言語多読, NPO 大修館書店
2017

おもしろい！日本のトイレ　（にほんご多読ブック
スLevel 0）

川本かず子-大島史子-多言語多読, NPO 大修館書店
2017

きょうだい～明と由香の一年～　（にほんご多読
ブックスLevel 0）

田中るり子-多言語多読, NPO 大修館書店
2017

ニホンザル　（にほんご多読ブックスLevel 0） 粟野真紀子-多言語多読, NPO 大修館書店 2017
日本の行事　（にほんご多読ブックスLevel 1） 粟野真紀子-多言語多読, NPO 大修館書店 2017
「キツネとカラス」「ネズミの相談」　（にほんご
多読ブックスLevel 0）

Aesop.-多言語多読, NPO 大修館書店
2017

ロボットD太　「はじめまして」「いただきます」　
（にほんご多読ブックスLevel 0）

遠藤和彦-岩井真之-多言語多読, NPO 大修館書店
2017

ロボットD太　「日記」　（にほんご多読ブックス
Level 1）

遠藤和彦-岩井真之-多言語多読, NPO 大修館書店
2017

南の島のタクシー　（にほんご多読ブックスLevel 
1）

谷川順子-山中桃子-多言語多読, NPO 大修館書店
2017

みにくいアヒルの子　（にほんご多読ブックスLevel 
1）

Andersen, H. C.-宮城恵弥子-多言語多読, 大修館書店
2017



どうして蚊は人の血を吸う？――ベトナムの昔話　
（にほんご多読ブックスLevel 1）

Lê, Troṇg Nghĩa-作田奈苗-多言語多読, N 大修館書店
2017

日本漢方典籍辞典 小曽戶洋 大修館書店 1999
漢方の歴史 : 中国・日本の伝統医学 あじあブックス 小曽戸洋 大修館書店 2014
針灸の歴史 : 悠久の東洋医術 あじあブックス 小曽戸洋-天野陽介 大修館書店 2015
理科系のための実戦英語プレゼンテーション 廣岡慶彦 朝倉書店 2014
理系英語で使える強力動詞 60 : 60 strong verbs 太田真智子-斎藤恭一 朝倉書店 2015
書ける! 理系英語例文 77 斎藤恭一-ベンソン華子 朝倉書店 2015
博物館の理論と教育 浜田弘明 朝倉書店 2014
情動の進化 : 動物から人間へ = Evolution of 
emotions

情動学シリーズ 渡辺茂-菊水健史 朝倉書店
2015

情動の仕組みとその異常 : Neural mechanisms of 
emotion and its disorders

情動学シリーズ 山脇成人-西条寿夫 朝倉書店
2015

算法助術 : 新解説・和算公式集 土倉保-山本賀前 朝倉書店 2014
ルベーグ積分と関数解析 講座数学の考え方 Yajima, K. 朝倉書店 2015
シュレーディンガー方程式Ⅰ 朝倉数学大系 Yajima, K. 朝倉書店 2014
シュレーディンガー方程式Ⅱ 朝倉数学大系 Yajima, K. 朝倉書店 2014
境界値問題と行列解析 朝倉数学大系 Yamamoto, T. 朝倉書店 2014
楕円型方程式と近平衡力学系. : 循環するハミルトニ
アン

朝倉数学大系 鈴木貴-大塚浩史 朝倉書店
2015

楕円型方程式と近平衡力学系. : 自己組織化のポテン
シャル

朝倉数学大系 鈴木貴-大塚浩史 朝倉書店
2015

線形双曲型偏微分方程式 : 初期値問題の適切性 朝倉数学大系 西谷達雄 朝倉書店 2015
保型形式論 : 現代整数論講義 朝倉数学大系 吉田敬之 朝倉書店 2015
経済・経営系のためのよくわかる統計学 前川功一-得津康義-河合研一 朝倉書店 2014
データ解析のためのSAS入門 : SAS 9.3/9.4 対応 宮岡悦良-吉澤敦子 朝倉書店 2014
情報トレーニング : パズルで学ぶ, なっとくの 60題

丸岡章 朝倉書店
2014

情報科学の基礎知識 宮内ミナミ-森本喜一郎 朝倉書店 2014
情報ネットワークの仕組みを考える 河西宏之-北見憲一-坪井利憲 朝倉書店 2014



アルゴリズム理論入門 岩間一雄 朝倉書店 2014
C言語による画像処理プログラミング入門 : サンプ
ルプログラムから学ぶ

長尾智晴 朝倉書店
2014

コンピュータアーキテクチャ 福本聡-岩崎一彦 朝倉書店 2015
基礎からのベイズ統計学 : ハミルトニアンモンテカ
ルロ法による実践的入門

豊田秀樹 朝倉書店
2015

ソフトウェア工学 情報科学こんせぷつ 中所武司 朝倉書店 2014
多変量データ解析 多変量データの統計科学 杉山高一-藤越康祝-小椋透 朝倉書店 2014
空間統計学 : 自然科学から人文・社会科学まで 統計ライブラリー 瀬谷創-堤盛人 朝倉書店 2014
高次元データ分析の方法 : R による統計的モデリン
グとモデル統合

統計ライブラリー Ando, Tomohiro 朝倉書店
2014

セミパラメトリック推測と経験過程 統計ライブラリー 久保木久孝-鈴木武 朝倉書店 2015
応用をめざす数理統計学 統計解析スタンダード 国友直人 朝倉書店 2015
マーケティングの統計モデル 統計解析スタンダード 佐藤忠彦 朝倉書店 2015
流体解析の基礎 河村哲也 朝倉書店 2014
イラストレイテッド光の科学 田所利康-石川謙-大津元一 朝倉書店 2014
基礎解説力学 守田治 朝倉書店 2015
宇宙物理学 : 星・銀河・宇宙論 高原文郎 朝倉書店 2015
やさしく物理 : 力・熱・電気・光・波 夏目雄平 朝倉書店 2015
納得しながら電磁気学 納得しながら学べる物理シリー

ズ / 岸野正剛著
岸野正剛 朝倉書店

2014

納得しながら電子物性 納得しながら学べる物理シリー
ズ

岸野正剛 朝倉書店
2015

化学英語精選文例辞典 松永義夫 朝倉書店 2015
酸と塩基 30講 やさしい化学30講シリーズ 山崎昶 朝倉書店 2014
はじめて学ぶ海洋学 : An introduction to 
oceanography

横瀬久芳 朝倉書店
2015

日本産アリ類図鑑 : Encyclopedia of Japanese 
ants

寺山守-久保田敏-江口克之 朝倉書店
2014



身近な水の環境科学. : 自然の仕組みを調べるために
日本陸水学会. 朝倉書店

2014

環境学 : 21世紀の教養 = Environmental studies : 
liberal arts in the 21st century

京都大学で環境学を考える研究者たち 朝倉書店
2014

線形システム制御論 山本透-水本郁朗-松井義弘 朝倉書店 2015
エッセンシャル応用物性論 : Introduction to 
material physics : essential

荻野俊郎 朝倉書店
2015

信号処理とフーリエ変換 永野宏治 朝倉書店 2014
機能デバイス工学 電気電子工学シリーズ 松山公秀-圓福敬二 朝倉書店 2014
破壊力学 機械工学基礎課程 中井善一-久保司郎 朝倉書店 2014
熱力学 機械工学基礎課程 松村幸彦-遠藤琢磨 朝倉書店 2015
システム解析 シリーズ「新しい化学工学」 黒田千秋 朝倉書店 2014
これからの住まいとまち : 住む力をいかす地域生活
空間の創造

堀田祐三子-近藤民代-阪東美智子 朝倉書店
2014

システムの信頼性と安全性 田中健次 朝倉書店 2014
リスクマネジメント ジャフィー・ジャーナル : 金融

工学と市場計量分析
中妻照雄-Japanese Association of Financ    朝倉書店

2014

消費者行動のモデル シリーズマーケティング・エン
ジニアリング

木戸茂-小川孔輔 朝倉書店
2014

ブランド評価手法 : マーケティング視点によるアプ
ローチ

シリーズマーケティング・エン
ジニアリング

守口剛-佐藤栄作-佐藤忠彦 朝倉書店
2014

金融リスクモデリング : 理論と重要課題へのアプ
ローチ

シリーズ「金融工学の新潮流」 室町幸雄-乾孝治 朝倉書店
2014

肉の機能と科学 食物と健康の科学シリーズ 松石昌典-西邑隆徳-山本克博 朝倉書店 2015
社会学入門 : 社会をモデルでよむ 小林盾-数理社会学会. 朝倉書店 2014
社会・政策の統計の見方と活用 : データによる問題
解決

久保真人 朝倉書店
2015

ウェブ検索による日本語研究 荻野綱男 朝倉書店 2014
音韻論 : Phonology 朝倉日英対照言語学シリーズ 菅原真理子 朝倉書店 2014
韓国語と日本語 日本語ライブラリー 沖森卓也-曺喜澈-李勇九 朝倉書店 2014



心理学のための英語論文の書き方・考え方 羽生和紀 朝倉書店 2014
基礎をかためる生物・生化学 : 栄養学を理解するた
めの第一歩

川端輝江-山田和彦-福島亜紀子-菱沼宏哉 朝倉書店
2014

コンパクト臨床栄養学 長浜幸子-中西靖子-近藤雅雄-嵐雅子 朝倉書店 2014
食物科学概論　 （改訂版） 生活環境学ライブラリー 的場輝佳 朝倉書店 2014
ネットワーク科学の道具箱 : つながりに隠れた現象
をひもとく

林幸雄-大久保潤 近代科学社
2007

SPiNモデル検查 : 検証モデリング技法 = Model 
checking with SPIN

中島震 近代科学社
2008

新人工知能の基礎知識 : Foundations of artificial 
intelligence

太原育夫 近代科学社
2008

複雑ネットワーク : 基礎から応用まで = Complex 
networks

増田直紀-今野紀雄 近代科学社
2010

事例から学ぶサービスサイエンス : サービス価値計
測手法 : 10の実例

木下栄蔵 近代科学社
2009

数学用語英和辞典 : Mathematical Terms English-
Japanese Dictionary

蟹江幸博 近代科学社
2013

Excelで学ぶオペレーションズリサーチ : 
Operations research

大野勝久-逆瀬川浩孝-中出康一 近代科学社
2014

自己組織化する複雑ネットワーク : 空間上の次世代
ネットワークデザイン

林幸雄 近代科学社
2014

薬液注入の長期耐久性と恒久グラウト本設注入工法
の設計施工 : 環境保全型液状化対策工と品質管理 = 
Grouting technology for permanent ground 
improvement

米倉亮三-島田俊介 近代科学社

2016

はじめてのMATLAB 北村達也 近代科学社 2016
Rubyで数独 : AIプログラミング入門 佐藤理史 近代科学社 2016
わかりやすい数学モデルによる多変量解析入門 : An 
introduction to multivariate statistical analysis 木下栄蔵 近代科学社

2009



事業承継のジレンマ : 後継者の制約と自律のマネジ
メント

落合康裕 白桃書房
2016

マーケティングの批判精神 : 持続可能社会の実現を
目指して

折笠和文 白桃書房
2016

ロジスティクスの歴史物語 : 江戸から平成まで 苦瀬博仁 白桃書房 2016
すぐわかる物流不動産 : 倉庫から物流センターへと
進化したサプライチェーンの司令塔 = Quick 
understanding of logistics real estate

鈴木邦成-大谷巌一 白桃書房
2016

流通イノベーションへの挑戦 田口冬樹 白桃書房 2016
イノベーション・ドライバーズ : IoT時代をリード
する競争力構築の方法

氏家豊 白桃書房
2016

中国知財戦略 : イノベーションの実態と知財プラク
ティス

山田勇毅 白桃書房
2016

製品開発と市場創造 : 技術の社会的形成アプローチ
による探求 = Product, market

宮尾学 白桃書房
2016

環境法BASIC : Essentials of environmental law 大塚直 有斐閣 2016
新・情報公開法の逐条解説 : 行政機関情報公開法・
独立行政法人等情報公開法 = New commentary 
on information disclosure laws

宇賀克也-Japan. 有斐閣
2016

ECHONET lite入門 : スマートハウスの通信技術を
学ぼう!

杉村博-笹川雄司-関家一雄-藤田裕之-一色正オーム社
2016

電験二種二次試験「電力・管理」精選問題 大島輝夫 オーム社 2016
電験二種二次試験「機械・制御」精選問題 大島輝夫 オーム社 2016
ロボコンマガジン. : ロボットを知ろう, 作ろう! ロ
ボット総合情報誌 = Robocon magazine. No. 108, 
2016 11

矢野友規 オーム社
2016

量子化学. 原田義也 裳華房 2016
量子化学. 原田義也 裳華房 2016
回遊・渡り : 巡 ホルモンから見た生命現象と進

化シリーズ
安東宏徳-日本比較内分泌学会.-浦野明央 裳華房

2016



感化事業とその管理法 日本の司法福祉の源流をたずね
て

留岡幸助 慧文社
2016

少年保護の法理と実際 日本の司法福祉の源流をたずね
て

宮城長五郎-少年保護婦人協会-植田粂三郎-慧文社
2016

平成 28年度 電験三種予想問題集 電験三種対策研究会 オーム社 2016
趣味からはじめる昆虫学 : 知られざる虫の姿を新発
見!

熊澤辰徳 オーム社
2016

電験三種過去問題集 : 平成27~20年度8ヵ年の試験
問題

オーム社 オーム社
2016

中規模・大規模太陽光発電システム : 基礎・計画・
設計・施工・運転管理・保守点検

黒川浩助-田中良-先進エネルギー国際研究セオーム社
2016

第一種電気工事士筆記試験完全解答 オーム社 オーム社 2016
第二種電気工事士テキスト : 筆記も! 技能も! これ一
冊で学べる!

オーム社 オーム社
2016

新日本古典文学大系．明治編　１　開化風俗誌集 新日本古典文学大系 日野 龍夫 校注／中野 三敏 校注／小林 勇 校   岩波書店 2004
新日本古典文学大系．明治編　２　漢詩文集 新日本古典文学大系 入谷 仙介 校注／揖斐 高 校注／大谷 雅夫 校       岩波書店 2004
新日本古典文学大系．明治編　３　漢文小説集 新日本古典文学大系 池澤 一郎 校注／宮崎 修多 校注／徳田 武 校  岩波書店 2005
新日本古典文学大系．明治編　４　和歌俳句歌謡音
曲集

新日本古典文学大系 久保田 啓一 校注／櫻井 武次郎 校注／越後    岩波書店
2003

新日本古典文学大系．明治編　５　海外見聞集 新日本古典文学大系 松田 清 校注／ロバート・キャンベル 校注／              岩波書店 2009
新日本古典文学大系．明治編　６　落語怪談咄集 新日本古典文学大系 延広 真治 校注 岩波書店 2006
新日本古典文学大系．明治編  ７　講談人情咄集 新日本古典文学大系 延広 真治 校注 岩波書店 2008
新日本古典文学大系．明治編　８　河竹黙阿弥集 新日本古典文学大系 原 道生 校注／神山 彰 校注／渡辺 喜之 校注岩波書店 2001
新日本古典文学大系．明治編　９　明治戯作集 新日本古典文学大系 須田 千里 校注／岩田 秀行 校注 岩波書店 2010
新日本古典文学大系．明治編　１０　福澤諭吉集 新日本古典文学大系 松沢 弘陽 校注 岩波書店 2011
新日本古典文学大系．明治編　１１　教科書・啓蒙
文集

新日本古典文学大系 斉藤 利彦 校注／倉田 喜弘 校注／谷川 恵一 岩波書店
2006

新日本古典文学大系．明治編　１２　新体詩・聖
書・讃美歌集

新日本古典文学大系 阿毛 久芳 校注／明治詩探究の会 校注／松       岩波書店
2001

新日本古典文学大系．明治編　１３　明治実録集 新日本古典文学大系 須田 千里 校注／松本 常彦 校注 岩波書店 2007



新日本古典文学大系．明治編　１４　翻訳小説集．
１

新日本古典文学大系 中川 久定 校注／峯村 至津子 校注／秋山 伸      岩波書店
2013

新日本古典文学大系．明治編　１５　翻訳小説集．
２

新日本古典文学大系 中丸 宣明 校注／清水 孝純 校注／岡 照雄 校       岩波書店
2002

新日本古典文学大系．明治編　１６　政治小説集．
１

新日本古典文学大系 山田 俊治 校注／林原 純生 校注 岩波書店
2003

新日本古典文学大系．明治編　１７　政治小説集．
２

新日本古典文学大系 大沼 敏男 校注／中丸 宣明 校注 岩波書店
2006

新日本古典文学大系．明治編　１８　坪内逍遙・二
葉亭四迷集

新日本古典文学大系 青木 稔弥 校注／十川 信介 校注 岩波書店
2002

新日本古典文学大系．明治編　１９　尾崎紅葉集 新日本古典文学大系 須田 千里 校注／松村 友視 校注 岩波書店 2003
新日本古典文学大系．明治編　２０　泉鏡花集 新日本古典文学大系 東郷 克美 校注／吉田 昌志 校注 岩波書店 2002
新日本古典文学大系．明治編　２１　硯友社文学集

新日本古典文学大系 山田 有策 校注／猪狩 友一 校注／宇佐美 毅 岩波書店
2005

新日本古典文学大系．明治編　２２　幸田露伴集 新日本古典文学大系 登尾 豊 校注／関谷 博 校注／中野 三敏 校注   岩波書店 2002
新日本古典文学大系．明治編　２３　女性作家集 新日本古典文学大系 高田 知波 校注／中川 成美 校注／中山 和子 岩波書店 2002
新日本古典文学大系．明治編　２４　樋口一葉集 新日本古典文学大系 菅 聡子 校注／関 礼子 校注 岩波書店 2001
新日本古典文学大系．明治編　２５　森鴎外集 新日本古典文学大系 小泉 浩一郎 校注／小川 康子 校注／山崎 一      岩波書店 2004
新日本古典文学大系．明治編　２６　キリスト者評
論集

新日本古典文学大系 藪 禎子 校注／吉田 正信 校注／出原 隆俊 校岩波書店
2002

新日本古典文学大系．明治編　２７　正岡子規集 新日本古典文学大系 金井 景子 校注／宗像 和重 校注／勝原 晴希 岩波書店 2003
新日本古典文学大系．明治編　２８　国木田独歩・
宮崎湖処子集

新日本古典文学大系 藤井 淑禎 校注／新保 邦寛 校注 岩波書店
2006

新日本古典文学大系．明治編　２９　風刺文学集 新日本古典文学大系 中野 三敏 校注／宗像 和重 校注／十川 信介   岩波書店 2005
新日本古典文学大系．明治編　３０　明治名作集 新日本古典文学大系 谷川 恵一 校注／高橋 圭一 校注／中島 国彦   岩波書店 2009
グッド・マス : ギークのための数・論理・計算機科
学 = Good math : a geek's guide to the beauty 
of numbers, logic, and computation

Chu-Carroll, Mark C.-Cocoatomo オーム社
2016

Excelで学ぶ時系列分析 : 理論と事例による予測 : 
Excel 2016/2013対応版 = Time-series analysis

近藤宏-上田太一郎.-高橋玲子-村田真樹-淵上オーム社
2016



パースグリッドスケッチ練習ノート : なぞってカン
タン! : 図法に基づく立体フォルムの描き方

染森健一-吉村伸 オーム社
2016

IoTデバイス設計・実装 : AVRマイコンとPythonで
はじめよう : AVRマイコンとオープンソースライブ
ラリを活用してInternet of Thingsを実装する

武藤佳恭 オーム社

2015

情報通信ネットワーク IT text 阪田史郎-井関文一-情報処理学会 (Japan) オーム社 2015
情報と職業 IT text 駒谷昇一-辰己丈夫-情報処理学会 (Japan) オーム社 2015
ソフトウェア開発 IT text 小泉寿男-辻秀一-情報処理学会 (Japan)-吉オーム社 2015
マンガでわかる電気回路 飯田芳一-山田ガレキ オーム社 2010
マンガでわかる測量 栗原哲彦-佐藤安雄-吉野はるか オーム社 2008
マンガでわかる熱力学 原田知広-川本梨恵 オーム社 2009
マンガでわかる電気設備 五十嵐博一-笹岡悠瑠 オーム社 2016
ロボコンマガジン. : ロボットを知ろう, 作ろう! ロ
ボット総合情報誌 = Robocon magazine. No. 109, 
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矢野友規 オーム社
2017

社会福祉士国家試験過去問解説集. : 第 26回―第 28
回全問完全解説

日本社会福祉士養成校協会 中央法規出版
2016

精神保健福祉士国家試験過去問解説集. : 第 16回―
第 18回全問完全解説

日本社会福祉士養成校協会-日本精神保健福中央法規出版
2016

管理栄養士国家試験過去問解説集. : <第 26回~第 
30回> 5年分徹底解説

管理栄養士国試対策研究会 中央法規出版
2016

東日本大震災と地域福祉 : 次代への継承を探る 日本地域福祉学会 中央法規出版 2015
小山剛の拓いた社会福祉 萩野浩基-長岡福祉協会 中央法規出版 2016
対人援助職のためのジェノグラム入門 : 家族理解と
相談援助に役立つツールの活かし方

早樫一男 中央法規出版
2016

認知症カフェ読本 : 知りたいことがわかるQ&Aと実
践事例  = Alzheimer café reading book

矢吹知之 中央法規出版
2016

ソーシャルワークの理論と実践 : その循環的発展を
目指して

岡本民夫-平塚良子-小山隆-加藤博史 中央法規出版
2016



知的障害・発達障害のある子どもの住まいの工夫ガ
イドブック : 危ない! 困った! を安全・安心に

西村顕-本田秀夫 中央法規出版
2016

難病の患者に対する医療等に関する法律 : 逐条解説
難病法制研究会.-Japan. 中央法規出版

2015

身体領域の作業療法 クリニカル作業療法シリーズ 大嶋伸雄 中央法規出版 2016
高齢期領域の作業療法 : プログラム立案のポイント

クリニカル作業療法シリーズ 山田孝-小林法一-竹原敦-鎌田樹寬 中央法規出版
2016

日常生活活動の作業療法 クリニカル作業療法シリーズ 藤井浩美-小山内隆生-黒渕永寿 中央法規出版 2014
セルフ・ネグレクトの人への支援 : ゴミ屋敷・サー
ビス拒否・孤立事例への対応と予防

岸恵美子-小宮山恵美 中央法規出版
2015

訪問看護実務相談Q&A 全国訪問看護事業協会 中央法規出版 2016
第六次改正医療法の解説 : 2025年に向けた医療提供
体制の改革の全体像.

Author Unknown 中央法規出版
2015

日本の医療 : その仕組みと新たな展開 岩渕豊 中央法規出版 2015
詳解感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律

Japan. 中央法規出版
2016

精神保健福祉法詳解 精神保健福祉研究会.-Japan. 中央法規出版 2016
英語デトックス : 世界は英語だけじゃない 山本忠行-江田優子ペギー-岡戸浩子 くろしお出版 2016
市民性形成とことばの教育 : 母語・第二言語・外国
語を超えて

リテラシーズ叢書 Mariotti, Marcella-細川英雄-尾辻恵美 くろしお出版
2016

認知語用論 認知日本語学講座 小山哲春-甲田直美-山本雅子 くろしお出版 2016
文と事態類型を中心に 仁田義雄 くろしお出版 2016
ディスコース分析の実践 : メディアが作る「現実」
を明らかにする

石上文正-高木佐知子-稲永知世-相田洋明-富くろしお出版
2016

ニーズを踏まえた語彙シラバス 現場に役立つ日本語教育研究 山内博之-森篤嗣 くろしお出版 2016
日本語教材研究の視点 : 新しい教材研究論の確立を
めざして

吉岡英幸-本田弘之-荒川洋平 くろしお出版
2016

名詞類の文法 : Studies on grammatical 
characteristics of Japanese nominals

福田嘉一郎-建石始-庵功雄 くろしお出版
2016



レポート・論文を書くための日本語文法 : ここがポ
イント! : 中上級~上級学習者対象

小森万里-三井久美子 くろしお出版
2016

現代日本語の反復構文 : 構文文法と類像性の観点か
ら = Repetitive constructions in modern 
Japanese : from the viewpoint of construction 
grammar and Iconicity

Frontier series日本語研究叢書 野呂健一 くろしお出版

2016

日本語文法. : Journal of Japanese grammar. Vol. 
16, no. 2, September 2016

日本語文法学会 くろしお出版
2016

認知症ケアのデリバリースーパービジョン : デン
マークにおける導入と展開から

汲田千賀子 中央法規出版
2016

パーキンソン病・パーキンソン症候群の在宅ケア : 
合併症・認知症の対応, 看護ケア = Caring at 
home for patients with Parkinson's disease and 
Parkinsonism : management for complications 
and dementia

佐藤猛-服部信孝-村田美穂 中央法規出版

2016

現代社会教育・生涯学習の諸相. 益川浩一 大学教育出版 2016
心おどる造形活動 : 幼稚園・保育園の保育者に求め
られるもの

成田孝 大学教育出版
2017

地域福祉源流の真実と防災福祉コミュニティ : 浅間
山「天明の大噴火」被災地復興の教訓

川村匡由 大学教育出版
2016

二人の近代 : 諭吉と襄 坂井誠 大学教育出版 2016
保育の質を問う 塚口伍喜夫-谷村誠-明路咲子-谷村佳奈美 大学教育出版 2017
図書館の基本を求めて. : 『風』『談論風発』
2014~2015より

田井郁久雄 大学教育出版
2016

世界経済評論. : 世界経済を読み解く国際戦略の羅針
盤 = World economic review. 2016 vol. 1.

世界経済評論 国際貿易投資研究所. 文眞堂
2016

世界経済評論. : 世界経済を読み解く国際戦略の羅針
盤 = World economic review. 2016 vol. 30, no. 
2.

世界経済評論 国際貿易投資研究所. 文眞堂
2016



世界経済評論. : 世界経済を読み解く国際戦略の羅針
盤 = World economic review. 2016 vol. 60, no. 
3.

世界経済評論 国際貿易投資研究所. 文眞堂
2016

世界経済評論. : 世界経済を読み解く国際戦略の羅針
盤 = World economic review. 2016 vol. 60, no. 
4.

世界経済評論 国際貿易投資研究所. 文眞堂
2016

世界経済評論. : 世界経済を読み解く国際戦略の羅針
盤 = World economic review. 2016 vol. 60, no. 
5.

世界経済評論 国際貿易投資研究所. 文眞堂
2016

世界経済評論. : 世界経済を読み解く国際戦略の羅針
盤 = World economic review. 2016 vol. 60, no. 
6.

世界経済評論 国際貿易投資研究所. 文眞堂
2016

世界経済評論. : 世界経済を読み解く国際戦略の羅針
盤 = World economic review. 2016 vol. 61, no. 
1.

世界経済評論 国際貿易投資研究所. 文眞堂
2016

アンサンブル機械学習 : 超実践 = Ensemble 
machine learning

武藤佳恭 近代科学社
2016

「伝わる日本語」練習帳 阿部圭一-富永敦子 近代科学社 2016
万能コンピュータ : ライプニッツからチューリング
への道すじ

Davis, Martin-沼田寬 近代科学社
2016

気候変動下の水・土砂災害適応策 : 社会実装に向け
て

池田駿介-国土文化研究所.-小松利光-馬場健近代科学社
2016

ストラング:計算理工学 世界標準MIT教科書 Strang, Gilbert-今井桂子-日本応用数理学会近代科学社 2017
NetCommons 実践デザインカスタマイズ : 私にも
できちゃった!

ネットコモンズ公式マニュアル 橋本俊秀-藤原りか-新井紀子 近代科学社
2010

NetCommons で本格ウェブサイト : 私にもでき
ちゃった!

ネットコモンズ公式マニュアル 新井紀子 近代科学社
2012

NetCommons 実例でわかるサイト構築 : 私にもで
きちゃった!

ネットコモンズ公式マニュアル 新井紀子-平塚知真子-松本太佳司 近代科学社
2011

関数論 栗林暲和 裳華房 1987



微分方程式 藤本淳夫 裳華房 1986
基礎化学 吉岡甲子郎 裳華房 1984
一般化学 富田功 裳華房 1987
物理化学 前川恒夫 裳華房 1989
無機化学 岩本振武-山崎昶 裳華房 1986
線形代数 茂木勇-間下克哉 裳華房 1991
微分積分 田代嘉宏-熊原啓作 裳華房 1989
個人情報保護法の逐条解説 : 個人情報保護法・行政
機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護
法 = Commentary on personal information 
protection laws

宇賀克也-Japan. 有斐閣

2016

番号法の逐条解説 : Commentary on the number 
law

宇賀克也-Japan. 有斐閣
2016

エネルギーと経済, そして人間 石田葉月 大学教育出版 2017
語彙を増やすための英語語根集 上田悟 大学教育出版 2017
現代の教育費をめぐる政治と政策 橋野晶寬 大学教育出版 2017
子どもの健康福祉指導ガイド 前橋明-日本幼児体育学会 大学教育出版 2017
植物の知恵とわたしたち 長谷川宏司-植物生理化学会 大学教育出版 2017
電験二種攻略 : 一次重要事項と二次論説 菅原秀雄 オーム社 2016
ディジタル回路入門早わかり : 絵とき 堀桂太郎-岩本洋. オーム社 2016
光ファイバ通信 : 部品・システムからネットワーク
へ = Optical fiber telecommunication

Kaminow, Ivan P.-Li, Tingye-Willner, Ala  オーム社
2016

プログラミング Elixir : Pragmatic programmer. 
Programming Elixir 1.2 : functional, concurrent, 
pragmatic, fun

Thomas, David-笹田耕一-鳥井雪 オーム社
2016

Excel 統計学入門 : データを見ただけで分析できる
ようになるために : 7日間集中講義!

米谷学 オーム社
2016

Chainer による実践深層学習 : ディープラーニング 
: 複雑なNNの実装方法  = Deep learning with 
Chainer

新納浩幸 オーム社
2016



達人プログラマー : 職人から名匠への道 Hunt, Andrew-Thomas, David-村上雅章 オーム社 2016
SAS Enterprise Guide. 高柳良太-SAS Institute Japan. オーム社 2016
The R tips : データ解析環境Rの基本技・グラ
フィックス活用集

舟尾暢男 オーム社
2016

群の表示 大学数学スポットライト・シ
リーズ

佐藤隆夫 近代科学社
2017

言語処理システムをつくる 実践・自然言語処理シリーズ 佐藤理史 近代科学社 2017
データ市場 : データを活かすイノベーションゲーム 
= MoDAT, market of data

大澤幸生-早矢仕晃章-秋元正博-久代紀之-中近代科学社
2017

武藤博士の発明の極意 : いかにしてアイデアを形に
するか

武藤佳恭 近代科学社
2013

チューリング : Alan Turing コンピュータ理論の起源 Turing, Alan Mathison-伊藤和行-佐野勝彦近代科学社 2014
図解実務者のためのコンクリート診断用語事典 小野定 近代科学社 2013
実践的プライバシーリスク評価技法 : プライバシー
バイデザインと個人情報影響評価 = Privacy by 
design

瀬戸洋一 近代科学社
2014

薩摩・大隅の民話 ［新版］日本の民話 村田熙 未來社 2016
周防・長門の民話. ［新版］日本の民話 松岡利夫 未來社 2016
福岡の民話. ［新版］日本の民話 加来宣幸 未來社 2016
伊勢・志摩の民話 ［新版］日本の民話 倉田正邦 未來社 2016
栃木の民話. ［新版］日本の民話 日向野徳久 未來社 2016
種子島の民話. ［新版］日本の民話 下野敏見 未來社 2016
越中の民話. ［新版］日本の民話 伊藤曙覧-石崎直義-佐伯安一 未來社 2016
岡山の民話 ［新版］日本の民話 稲田浩二 未來社 2016
屋久島の民話. ［新版］日本の民話 下野敏見 未來社 2016
屋久島の民話. ［新版］日本の民話 下野敏見 未來社 2016
栃木の民話. ［新版］日本の民話 日向野徳久 未來社 2016
八丈島の民話 ［新版］日本の民話 浅沼良次 未來社 2016
京都の民話 ［新版］日本の民話 二反長半 未來社 2016
福島の民話. ［新版］日本の民話 片平幸三 未來社 2016



日向の民話. ［新版］日本の民話 比江島重孝 未來社 2016
若狭・越前の民話. ［新版］日本の民話 杉原丈夫-石崎直義 未來社 2016
阿波の民話. ［新版］日本の民話 武田明 未來社 2016
周防・長門の民話. ［新版］日本の民話 松岡利夫 未來社 2016
天草の民話 ［新版］日本の民話 浜名志松 未來社 2016
長崎の民話 ［新版］日本の民話 吉松祐一 未來社 2016
大分の民話. ［新版］日本の民話 土屋北彦 未來社 2016
遠江・駿河の民話 ［新版］日本の民話 菅沼五十一 未來社 2016
種子島の民話. ［新版］日本の民話 下野敏見 未來社 2016
アルゴリズムの基礎とデータ構造 : 数理とCプログ
ラム

浅野孝夫 近代科学社
2017

C言語で学ぶコンピュータ科学とプログラミング 小高知宏 近代科学社 2017
はじめての半導体デバイス 執行直之 近代科学社 2017
ロボコンマガジン. : ロボットを知ろう, 作ろう! ロ
ボット総合情報誌 = Robocon magazine. No. 110, 
2017 3

矢野友規 オーム社
2017

グラフ・ネットワークアルゴリズムの基礎 : 数理と
Cプログラム

数理とCプログラム 浅野孝夫 近代科学社
2017

Bushido and the Art of Living : An Inquiry Into 
Samurai Values

Bennett, Alexander JPIC(出版文化産業振興財
2017

Bushido and the Art of Living : An Inquiry Into 
Samurai Values

Bennett, Alexander JPIC(出版文化産業振興財
2017

Unsung Heroes of Old Japan 磯田道史-Carpenter, Juliet Winters JPIC(出版文化産業振興財 2017
Human Resource Development in Twentieth-
century Japan

猪木武徳-Gonzalez, Tony JPIC(出版文化産業振興財
2017

An Introduction to Yōkai Culture : Monsters, 
Ghosts, and Outsiders in Japanese History

小松和彦-依田寬子-Alt, Matt JPIC(出版文化産業振興財
2017

Myth and Deity in Japan : The Interplay of Kami 
and Buddhas

鎌田東二-Sekimori, Gaynor JPIC(出版文化産業振興財
2017



Perspectives on Sino-Japanese Diplomatic 
Relations

Rossman, John-読売新聞. JPIC(出版文化産業振興財
2017

The Self-defense Forces and Postwar Politics in 
Japan

佐道明広-野田牧人 JPIC(出版文化産業振興財
2017

Toward the Abe Statement on the 70th 
Anniversary of the End of World War II : 
Lessons From the 20th Century and a Vision for 
the 21st Century for Japan

Cannon, Tara-21世紀構想懇談会 JPIC(出版文化産業振興財

2017

人工知能 : 人工知能学会誌. 　Vol. 32 No.2 人工知能 人工知能学会 オーム社 2017
交通システム 塚口博司-塚本直幸-日野泰雄-内田敬-小川圭オーム社 2016
ロボコンマガジン. : ロボットを知ろう, 作ろう! ロ
ボット総合情報誌 = Robocon magazine. No. 111, 
2017 5

ロボコンマガジン 矢野友規 オーム社
2017

人工知能 : 人工知能学会誌.　Vol. 31 No.1 人工知能 人工知能学会 オーム社 2016
人工知能 : 人工知能学会誌. 　Vol. 31 No.2 人工知能 人工知能学会 オーム社 2016
人工知能 : 人工知能学会誌. 　Vol. 31 No.3 人工知能 人工知能学会 オーム社 2016
人工知能 : 人工知能学会誌. 　Vol. 31 No.4 人工知能 人工知能学会 オーム社 2016
人工知能 : 人工知能学会誌. 　Vol. 31 No.6 人工知能 人工知能学会 オーム社 2016
人工知能 : 人工知能学会誌. 　Vol. 31 No.5 人工知能 人工知能学会 オーム社 2016
人工知能 : 人工知能学会誌. 　Vol. 32 No.1 人工知能 人工知能学会 オーム社 2017
人工知能 : 人工知能学会誌. 　Vol. 32 No.3 人工知能 人工知能学会 オーム社 2017
オープンソースハードウェア : 体験する!! : NanoPi 
NEO, Arduino他で楽しむIoT設計

武藤佳恭 近代科学社
2017

ナノバイオ・メディシン : 細胞核内反応とゲノム編
集

シリーズ : 未来を創るナノ・サ
イエンス&テクノロジー

宇理須恒雄-佐久間哲史 近代科学社
2017

離散数学への入門 : わかりやすい離散数学 小倉久和 近代科学社 2005
アンサンブル法による機械学習 : 基礎とアルゴリズ
ム = Ensemble methods : foundations and 
algorithms

周志華-宮岡悦良-下川朝有 近代科学社
2017



標準著作権法 : Copyright law from the ground 
up

高林龍 有斐閣
2016

はじめての法律学 : HとJの物語 有斐閣アルマ 松井茂記-松宮孝明-曽野裕夫 有斐閣 2017
民事執行・保全法 : Enforcement and provisional 
remedies

有斐閣アルマ 上原敏夫-長谷部由起子-山本和彦 有斐閣
2017

基礎から学ぶ刑事法 : Basics of criminal law and 
procedure

有斐閣アルマ 井田良 有斐閣
2017

いちばんやさしい憲法入門 有斐閣アルマ 初宿正典-高橋正俊-米沢広一-棟居快行 有斐閣 2017
はじめての社会保障 : 福祉を学ぶ人へ = Guide to 
social security

椋野美智子-田中耕太郎 有斐閣
2017

入門刑事手続法 三井誠-酒巻匡 有斐閣 2017
立憲主義と日本国憲法 : Constitutionalism and the 
Constitution of Japan

高橋和之 有斐閣
2017

ロバスト統計 : 外れ値への対処の仕方 ISMシリーズ : 進化する統計数
理

藤澤洋徳 近代科学社
2017

アジャイル開発への道案内 : Agile 片岡雅憲-小原由紀夫-日本プロジェクトマネ近代科学社 2017
マルチメディア 今井崇雅 近代科学社 2017
データ仮説構築 : データマイニングを通して 岩下基 近代科学社 2017
IT研究者のひらめき本棚 : ビブリオ・トーク : 私の
オススメ

情報処理学会 (Japan). 近代科学社
2017

京都のアルゴリズム 岩間一雄 近代科学社 2017
Python言語によるプログラミングイントロダクショ
ン : データサイエンスとアプリケーション

世界標準MIT教科書 Guttag, John-久保幹雄-麻生敏正 近代科学社
2017

現場主義統計学のすすめ : 野外調査のデータ解析
統計スポットライト・シリーズ 島谷健一郎 近代科学社

2017

マインドフルネス 日本語-英語バイリンガル・
ブック

松尾正信 近代科学社
2017

人工知能 : 人工知能学会誌. 　Vol. 32 No.4 人工知能 人工知能学会 オーム社 2017
生活科学 山本直成-浦上智子-中根芳一 オーム社 2014
プロジェクトをうまく進めるための 17の鍵 清雄一-菊島靖弘-石谷靖-Pries-Heje, Jan-J  オーム社 2017



人工知能 : 人工知能学会誌. 　Vol. 32 No.5 人工知能 人工知能学会 オーム社 2017
ロボコンマガジン. : ロボットを知ろう, 作ろう! ロ
ボット総合情報誌 = Robocon magazine. No. 113, 
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ロボコンマガジン 矢野友規 オーム社
2017

Dr. 辻本の乳腺診断：カテゴリー分類 US vs MMG 辻本文雄 ベクトル・コア 2017
投下労働量計算と基本経済指標：新しい経済統計学
の探究

大阪経済大学研究叢書 泉 弘志［著］ 大月書店
2014

マルクス自身の手による資本論入門 ヨハン・モスト［原著］-カール・マルクス大月書店 2009
99％のための経済学入門〈第2版〉：マネーがわか
れば社会が見える

シリーズ大学生の学びをつくる 山田博文［著］ 大月書店
2016

大学生のためのメンタルヘルスガイド：悩む人、助
けたい人、知りたい人へ

シリーズ大学生の学びをつくる 松本俊彦［編］ 大月書店
2016

「がまんする力」が育つ保育：河添理論の保育実践
パート３

河添理論の保育実践 今井寿美枝［著］ 大月書店
2016

3.11と心の災害：福島にみるストレス症候群 蟻塚亮二-須藤康宏［著］ 大月書店 2016
そこが知りたい電力自由化：自然エネルギーを選べ
るの？

高橋真樹［著］ 大月書店
2016

個人情報（プライバシー）丸裸のマイナンバーはい
らない！

永山利和-今西 清［編著］ 大月書店
2016

公正中立がメディアを殺す 放送レポート 別冊 メディア総合研究所-放送レポート編集委員大月書店 2016
バーニー・サンダース自伝 バーニー・サンダース［著］-萩原伸次郎［大月書店 2016
資本主義を超える　マルクス理論入門 渡辺憲正-平子友長-後藤道夫-蓑輪明子［編大月書店 2016
日米安保と戦争法に代わる選択肢：憲法を実現する
平和の構想

シリーズ新福祉国家構想 渡辺治・福祉国家構想研究会［編］ 大月書店
2016

つながり、変える　私たちの立憲政治 中野晃一［著］ 大月書店 2016
愛の不等辺三角形：漱石小説論 吉村英夫［著］ 大月書店 2016
新自由主義と金融覇権：現代アメリカ経済政策史 萩原伸次郎［著］ 大月書店 2016
数と音楽：美しさの源への旅 坂口博樹［著］-桜井 進［数学監修］ 大月書店 2016
戦場ぬ止み（いくさばぬとぅどぅみ）：辺野古・高
江からの祈り

三上智恵［著］ 大月書店
2015



築地移転の闇をひらく 中澤 誠-水谷和子-宇都宮健児［著］ 大月書店 2016
生きたかった：相模原障害者殺傷事件が問いかける
もの

藤井克徳-池上洋通-石川 満-井上英夫［編］大月書店
2016

日本の民主教育2015 みんなで21世紀の未来をひらく教育のつど 　大月書店 2015
日本の民主教育2016 みんなで21世紀の未来をひらく教育のつど大月書店 2017
社会権：人権を実現するもの 竹内章郎-吉崎祥司［著］ 大月書店 2017
風かたか：「標的の島」撮影記 三上智恵［著］ 大月書店 2017
貿易入門：世界と日本が見えてくる

シリーズ大学生の学びをつくる 小林尚朗-篠原敏彦-所 康弘［編］ 大月書店
2017

引き裂かれたアメリカ：富の集中、経済危機と金権
政治

高田太久吉［著］ 大月書店
2017

ポピュリズムと「民意」の政治学：3・11以後の民
主主義

木下ちがや［著］ 大月書店
2017

保育と憲法：個人の尊厳ってこれだ！ 川口 創-平松知子［著］ 大月書店 2017
〈政治〉の危機とアーレント：『人間の条件』と全
体主義の時代

佐藤和夫［著］ 大月書店
2017

デンマーク共同社会（サムフンズ）の歴史と思想：
新たな福祉国家の生成

小池直人［著］ 大月書店
2017

半径５メートルからの教育社会学
シリーズ大学生の学びをつくる 片山悠樹-内田 良-古田和久-牧野智和［編］大月書店

2017

歴史学が挑んだ課題：継承と展開の50年 歴史科学協議会［編］ 大月書店 2017
増補版　赤ペンチェック 自民党憲法改正草案 伊藤 真［著］ 大月書店 2017
サフラジェット：英国女性参政権運動の肖像とシル
ビア・パンクハースト

中村久司［著］ 大月書店
2017

市民政治の育てかた:新潟が吹かせたデモクラシーの
風

佐々木 寛［著］ 大月書店
2017

ハリウッド「赤狩り」との闘い:「ローマの休日」と
チャップリン

吉村英夫［著］ 大月書店
2017

老後不安社会からの転換:介護保険から高齢者ケア保
障へ

シリーズ新福祉国家構想 岡﨑祐司-福祉国家構想研究会［編］ 大月書店
2017



ハタチまでに知っておきたい性のこと　第２版
シリーズ大学生の学びをつくる 橋本紀子-田代美江子-関口久志［編］ 大月書店

2017

「慰安婦」問題と未来への責任:日韓「合意」に抗し
て

中野敏男・板垣竜太・金 昌禄・岡本有佳・  大月書店
2017

消費税を上げずに　社会保障財源38兆円を生む税制
不公平な税制をただす会［編］ 大月書店

2018

日本の民主教育2017 みんなで21世紀の未来をひらく教育のつど大月書店 2018
制御工学の基礎 足立, 修一 東京電機大学出版局 2016
LibreOfficeで学ぶ情報リテラシー 畔津, 忠博 東京電機大学出版局 2016
学生のための情報リテラシー ―Office 
2016/Windows 10版―

若山, 芳三郎 東京電機大学出版局
2016

「リアル」を掴む! ―力を感じ、感触を伝えるハプ
ティクスが人を幸せにする―

大西, 公平 東京電機大学出版局
2016

学生のためのExcel VBA 第2版 若山, 芳三郎 東京電機大学出版局 2016
経済時系列と季節調整法（シリーズ：統計解析スタ
ンダード）

統計解析スタンダード 高岡　慎（著） 朝倉書店
2015

ベイズ計算統計学（シリーズ：統計解析スタンダー
ド）

統計解析スタンダード 古澄　英男（著） 朝倉書店
2015

実験計画法と分散分析（シリーズ：統計解析スタン
ダード）

統計解析スタンダード 三輪　哲久（著） 朝倉書店
2015

農学・バイオ系 英語論文ライティング 池上　正人（編著） 朝倉書店 2015
英語でボランティアガイド : 心構えから英語フレー
ズまで

葛西朋子 アルク
2017

岩波講座日本歴史　第1巻　原始・古代　1 大津　透　編集委員／桜井　英治　編集委員 　 　 　 　 　 　岩波書店 2013
日本近代思想大系　1　開国 日本近代思想大系 田中　彰　校注 岩波書店 1991
岩波データサイエンス　Vol．1 岩波データサイエンス 岩波データサイエンス刊行委員会　編 岩波書店 2015
物理入門コース新装版　1　力学 物理入門コース 戸田　盛和 岩波書店 2017
熟語本位　 英和中辞典 　新版 斎藤　秀三郎／豊田　実　増補／八木　克正　岩波書店 2016
物理化学入門シリーズ 反応速度論 真船文隆-廣川　淳 著 裳華房 2017
微分積分リアル入門 －イメージから理論へ－ 髙橋秀慈 著 裳華房 2017



シリーズ・生命の神秘と不思議 進化には生体膜が必
要だった －膜がもたらした生物進化の奇跡－

佐藤　健 著 裳華房
2018

新聞奨学生　奪われる学生生活 横山 真［著］ 大月書店 2018
犬房女子:犬猫殺処分施設で働くということ 藤崎童士［著］ 大月書店 2018
「協働の学び」が変えた学校:新座高校 学校改革の
10年

金子 奨・高井良健一・木村 優［編］ 大月書店
2018

共に生きるための障害福祉学入門 大学生の学びをつくる 結城俊哉［編］ 大月書店 2018
金融不安定性のマクロ動学 二宮健史郎［著］ 大月書店 2018
Mメソッド デザイン塾【監修】/松岡 由幸【編著】 近代科学社 2013
世界標準ＭＩＴ教科書　ストラング：微分方程式と
線形代数

世界標準MIT教科書 ストラング ギルバート【著】/渡辺 辰矢【 近代科学社
2017

量子力学の数学理論：摂動論と原子等のハミルトニ
アン

加藤 敏夫【著】/黒田 成俊【編】 近代科学社
2017

ロボット制御学ハンドブック 松野 文俊【編】/大須賀 公一【編】/松原 仁   近代科学社 2017
可換環論の様相：クルルの定理と正則局所環 大学数学スポットライト・シ

リーズ
新妻 弘 近代科学社

2017

モノづくり×モノづかいのデザインサイエンス 日本語-英語バイリンガル・
ブック

松岡 由幸 近代科学社
2017

電話英会話まるごとフレーズ = Essential English 
phrases for phoning

高橋, 朋子 アルク
2016

旅行英会話まるごとフレーズ = Essential English 
phrases for travelers

高橋, 朋子 アルク
2016

仕事英会話まるごとフレーズ = Essential English Phrases 
for Business

細井, 京子 アルク 2016

英語力はメンタルで決まる ―自分が変わる英語学習
のコツ26―

西田, 大 アルク
2017

単純すぎるよ!英文法 ―7つの「パーツ」でまるごと
分かる―

阿川, イチロヲ アルク
2017

TOEIC L&Rテストいきなり600点! 横川, 綾子 アルク 2017



ケイヘザリのtea time talk ―ココロに届く、いい
話、いい英語―

Kay Hetherly アルク
2017

「カジュアル系」英語のトリセツ ―文字でも会話す
る今どきの英会話―

ルーク・タニクリフ アルク
2017

キクタンリーディング「Entry」2000 ―聞いて読ん
で覚えるコーパス英単語―改訂版（英語の超人にな
る!アルク学参シリーズ）

アルク出版編集部 アルク
2017

確率的シミュレーションの基礎（IMIシリーズ：進化
する産業数学1）

IMIシリーズ : 進化する産業数
学

手塚 集（著）-九州大学マス・フォア・イン近代科学社
2018

角度データのモデリング（ISMシリーズ：進化する
統計数理7）

ISMシリーズ : 進化する統計数
理

清水 邦夫(著）-統計数理研究所（編） 近代科学社
2018

ナース・スケジューリング：問題把握とモデリング
シリーズ : 最適化モデリング 池上 敦子(著）-室田 一雄（編）-池上 敦子  近代科学社

2018

セジウィック：アルゴリズムC 第1～4部 ―基礎・
データ構造・整列・探索―

ロバート セジウィック（著）-野下 浩平（    近代科学社
2018

折り紙のすうり：リンケージ・折り紙・多面体の数
学

ジョセフ オルーク（著）-上原 隆平（訳） 近代科学社
2012

Bメソッドによる形式仕様記述：ソフトウェアシス
テムのモデル化とその検証（トップエスイー実践講
座1）

来間 啓伸（著）-（監修）本位田 真一（監  近代科学社
2007

ソフトウェアパターン：パターン指向の実践ソフト
ウェア開発（トップエスイー実践講座2）

鷲崎 弘宜（著）-丸山 勝久（著）-山本 里枝    近代科学社
2007

SPINによる設計モデル検証：モデル検査の実践ソフ
トウェア検証（トップエスイー実践講座3）

吉岡 信和（著）-青木 利晃（著）-田原 康之   近代科学社
2008

ソフトウェア科学基礎：最先端のソフトウェア開発
に求められる数理的基礎（トップエスイー基礎講座
1）

磯部 祥尚（著）-粂野 文洋（著）-櫻庭 健年    近代科学社
2008

実践的ソフトウェア工学：実践現場から学ぶソフト
ウェア開発の勘所（トップエスイー入門講座1） 浅井 治（著）-本位田 真一（監修）-石田 晴近代科学社

2009



要求工学概論：要求工学の基本概念から応用まで
（トップエスイー基礎講座2）

妻木 俊彦（著）-白銀 純子（著）-本位田 真  近代科学社
2009

VDM++による形式仕様記述：形式仕様入門・活用
の第一歩（トップエスイー実践講座4）

石川 冬樹（著）-本位田 真一（監修）-荒木 近代科学社
2011

Linked Data：Webをグローバルなデータ空間にす
る仕組み

トム ヒース（著）-クリスチャン バイツァ  近代科学社
2013

UPPAALによる性能モデル検証：リアルタイムシス
テムのモデル化とその検証（トップエスイー実践講
座5）

長谷川 哲夫（著）-田原 康之（著）-磯部 祥   近代科学社
2012

並行システムの検証と実装：形式手法CSPに基づく
高信頼並行システム開発入門（トップエスイー実践
講座6）

磯部 祥尚（著）-本位田 真一（監修）-東野 近代科学社
2012

オブジェクト指向Javaプログラミング入門　第2版
多田 昌裕（著）-半田 久志（著）-加藤 暢   近代科学社

2018

Toward Creation of a New World History Haneda, Masashi JPIC(出版文化産業振興財 2018
Landscape Gardener Ogawa Jihei and His 
Times: A Profile of Modern Japan

Suzuki, Hiroyuki JPIC(出版文化産業振興財
2018

Japan in Asia: Post-Cold-War Diplomacy Tanaka, Akihiko JPIC(出版文化産業振興財 2017
アルゴリズムイントロダクション 第3版 総合版（世
界標準MIT教科書）

世界標準MIT教科書 T. コルメン (著), R. リベスト (著), C. シュ  近代科学社
2013

Edo Japan Encounters the World: Conversations 
Between Donald Keene and Shiba Ryotaro Keene, Donald-Shiba, Ryotaro JPIC(出版文化産業振興財

2018

Mixing Work with Pleasure : My Life at Studio 
Ghibli

鈴木敏夫-Speares, Roger JPIC(出版文化産業振興財
2018

The Territory of Japan: Its History and Legal 
Basis

Serita, Kentaro JPIC(出版文化産業振興財
2018

The Japanese Sense of Beauty Takashina, Shūji JPIC(出版文化産業振興財 2018
Wasan, the Fascination of Traditional Japanese 
Mathematics

Sakurai, Susumu JPIC(出版文化産業振興財
2018



Contempoary Japanese Architects: Profiles in 
Design

Igarashi, Taro JPIC(出版文化産業振興財
2018

Words to Live By: Japanese Classics for Our 
Time

Nakano, Kōji JPIC(出版文化産業振興財
2018

帝国日本と植民地大学 酒井哲也-松田利彦 ゆまに書房 2014
あるジャーナリストの敗戦日記 ―1945～1946― 森正蔵 著-有山輝雄 編 ゆまに書房 2005
クーデターとタイ政治 ―日本大使の1035日― 小林秀明 ゆまに書房 2010
サムライ異文化交渉史 御手洗昭治 ゆまに書房 2007
パロールの復権 ーロシアフォルマリズムからプラー
グ言語美学へー

山口　巖 ゆまに書房
1999

マッカーサーと戦った日本軍 ― ニューギニア戦の
記録 ―

田中宏巳 ゆまに書房
2009

宰相たちのデッサン ─幻の伝記で読む日本のリー
ダー―

御厨　貴 編 ゆまに書房
2007

幕末維新の文人と志士たち 徳田　武 ゆまに書房 2008
いさな叢書１　網野史学の越え方 ―新しい歴史像を
求めて―

小路田泰直 編集 ゆまに書房
2003

野上弥生子とその時代 狩野美智子 ゆまに書房 2009
近代日本の地方統治と「島嶼」 高江洲昌哉 ゆまに書房 2009
血の報復 ─「在満」中国人作家短篇集 岡田英樹 ゆまに書房 2016
将軍遠藤三郎とアジア太平洋戦争 吉田曠二 ゆまに書房 2015
台湾植民地史の研究 檜山幸夫 編 ゆまに書房 2015
抗日・排日関係史料 ― 上海商工会議所『金曜会パ
ンフレット』―　別　巻　総目次・解説

金丸裕一 監修・解説 ゆまに書房
2007

昭和前期　音楽家総覧 ― 　『現代音楽大観』 ― 
（全3巻）　セット

倉田喜弘 監修・解説-林淑姫 解題-日本近代  ゆまに書房
2008

Mutsu Munemitsu and His Time Okazaki, Hisahiko JPIC(出版文化産業振興財 2018
子どもの貧困と食格差:お腹いっぱい食べさせたい 阿部 彩・村山伸子・可知悠子・鳫 咲子［編大月書店 2018
右派はなぜ家族に介入したがるのか:憲法24条と９
条

中里見 博・能川元一・打越さく良・立石直大月書店
2018



刑務所しか居場所がない人たち:学校では教えてくれ
ない、障害と犯罪の話

山本譲司［著］ 大月書店
2018

不知火の海にいのちを紡いで:すべての水俣病被害者
救済と未来への責任

水俣病不知火患者会［編］-矢吹紀人［著］大月書店
2018

現代グローバリゼーションとアメリカ資本主義 柿崎 繁［著］ 大月書店 2016
戦後日本の労使関係:戦後技術革新と労使関係の変化

藤田 実［著］ 大月書店
2017

議席配分の数理：選挙制度に潜む200年の数学 一森 哲男 近代科学社 2018
実践ロボットプログラミング　第2版：LEGO 
Mindstorms EV3で目指せロボコン！

藤吉 弘亘-藤井 隆司-鈴木 裕利-石井 成郎 近代科学社
2018

変分問題：直接法と解の正則性 立川 篤 近代科学社 2018
組込み開発のための実践的プログラミング 鷹合 大輔-田村 修 近代科学社 2018
岩波書店百年 岩波書店 岩波書店 2018
岩波数学辞典　第4版 日本数学会 岩波書店 2017
岩波データサイエンス　Vol．2 岩波データサイエンス 岩波データサイエンス刊行委員会　編 岩波書店 2016
岩波データサイエンス　Vol．3 岩波データサイエンス 岩波データサイエンス刊行委員会　編 岩波書店 2016
岩波データサイエンス　Vol．4 岩波データサイエンス 岩波データサイエンス刊行委員会　編 岩波書店 2016
岩波データサイエンス　Vol．5 岩波データサイエンス 岩波データサイエンス刊行委員会　編 岩波書店 2017
岩波データサイエンス　Vol．6 岩波データサイエンス 岩波データサイエンス刊行委員会　編 岩波書店 2017
日本近代思想大系　2　天皇と華族 日本近代思想大系 遠山　茂樹　校注 岩波書店 1988
日本近代思想大系　5　宗教と国家 日本近代思想大系 安丸　良夫　校注／宮地　正人　校注 岩波書店 1988
日本近代思想大系　6　教育の体系 日本近代思想大系 山住　正己　校注 岩波書店 1990
日本近代思想大系　10　学問と知識人 日本近代思想大系 松本　三之介　校注／山室　信一　校注 岩波書店 1988
日本近代思想大系　11　言論とメディア 日本近代思想大系 松本　三之介　校注／山室　信一　校注 岩波書店 1990
日本近代思想大系　13　歴史認識 日本近代思想大系 田中　彰　校注／宮地　正人　校注 岩波書店 1991
日本近代思想大系　14　科学と技術 日本近代思想大系 飯田　賢一　校注 岩波書店 1989
日本近代思想大系　15　翻訳の思想 日本近代思想大系 加藤　周一　校注／丸山　真男　校注 岩波書店 1991
日本近代思想大系　21　民衆運動 日本近代思想大系 安丸　良夫　校注／深谷　克己　校注 岩波書店 1989
日本近代思想大系　22　差別の諸相 日本近代思想大系 ひろた　まさき　校注 岩波書店 1990



日本近代思想大系　24　近代史料解説・総目次・索
引

日本近代思想大系 日本近代思想大系編集部　編 岩波書店
1992

日本近代思想大系　3　官僚制　警察 日本近代思想大系 由井　正臣　校注／大日方　純夫　校注 岩波書店 1990
日本近代思想大系　4　軍隊　兵士 日本近代思想大系 由井　正臣　校注／藤原　彰　校注／吉田　 　岩波書店 1989
日本近代思想大系　7　法と秩序 日本近代思想大系 石井　紫郎　校注／水林　彪　校注 岩波書店 1992
日本近代思想大系　8　経済構想 日本近代思想大系 中村　政則　校注／石井　寛治　校注／春 　 　岩波書店 1988
日本近代思想大系　9　憲法構想 日本近代思想大系 江村　栄一　校注 岩波書店 1989
日本近代思想大系　12　対外観 日本近代思想大系 芝原　拓自　校注／猪飼　隆明　校注／池田　 　岩波書店 1988
日本近代思想大系　16　文体 日本近代思想大系 加藤　周一　校注／前田　愛　校注 岩波書店 1989
日本近代思想大系　17　美術 日本近代思想大系 青木　茂　校注／酒井　忠康　校注 岩波書店 1989
日本近代思想大系　18　芸能 日本近代思想大系 倉田　喜弘　校注 岩波書店 1988
日本近代思想大系　19　都市　建築 日本近代思想大系 藤森　照信　校注 岩波書店 1990
日本近代思想大系　20　家と村 日本近代思想大系 海野　福寿　校注／大島　美津子　校注 岩波書店 1989
日本近代思想大系　23　風俗　性 日本近代思想大系 小木　新造　校注／熊倉　功夫　校注／上野　 　岩波書店 1990
中世ヨーロッパの異教・迷信・魔術 野口　洋二 早稲田大学出版部 2015
柔道整復師―接骨術の西洋医学化と国家資格への歩
み（早稲田大学学術叢書４８）

早稲田大学学術叢書 湯浅　有希子 早稲田大学出版部
2016

長沙走馬楼呉簡の研究―倉庫関連簿よりみる孫呉政
権の地方財政（早稲田大学学術叢書４９）

早稲田大学学術叢書 谷口　建速 早稲田大学出版部
2016

現代日本語の文法構造　形態論編（早稲田大学学術
叢書５０）

早稲田大学学術叢書 上野　義雄 早稲田大学出版部
2016

現代日本語の文法構造　統語論編（早稲田大学学術
叢書５１）

早稲田大学学術叢書 上野　義雄 早稲田大学出版部
2017

初期メソポタミア史の研究（早稲田大学学術叢書５
２）

早稲田大学学術叢書 前田　徹 早稲田大学出版部
2017

ヘルスコミュニケーション―健康行動を習慣化させ
るための支援（早稲田大学エウプラクシス叢書１） 早稲田大学エウプラクシス叢書 島崎　崇史 早稲田大学出版部

2016



クリティカル・シンキング教育―探究型の思考力と
態度を育む（早稲田大学エウプラクシス叢書２） 早稲田大学エウプラクシス叢書 酒井　雅子 早稲田大学出版部

2017

シンガポールの奇跡―発展の秘訣と新たな課題（早
稲田大学エウプラクシス叢書３）

早稲田大学エウプラクシス叢書 坂口　可奈 早稲田大学出版部
2017

蜀の美術―鏡と石造遺物にみる後漢期の四川文化
（早稲田大学エウプラクシス叢書４）

早稲田大学エウプラクシス叢書 楢山　満照 早稲田大学出版部
2017

小児気管支喘息の患者教育―子どもと家族への健康
心理学的アプローチ（早稲田大学エウプラクシス叢
書５）

早稲田大学エウプラクシス叢書 飯尾　美沙 早稲田大学出版部
2017

日韓文化交流の現代史―グローバル化時代の文化政
策：韓流と日流（早稲田大学エウプラクシス叢書
６）

鄭　榮蘭 早稲田大学出版部
2017

中国メディアの変容―ネット社会化が迫る報道の変
革（早稲田大学エウプラクシス叢書７）

陳　雅賽 早稲田大学出版部
2017

おどる民だます国 小林　彰夫 著 千倉書房 2008
日米同盟というリアリズム 信田　智人 著 千倉書房 2007
会計学原理 (プリンシプル・シリーズ) 友岡　賛 税務経理協会 2015
3か月で結果が出る18の営業ツール 東條　裕一 税務経理協会 2015
CIA(公認内部監査人)合格へのパスポート 三輪　豊明 税務経理協会 2015
テキスト 経営分析 坂本　恒夫 ・鳥居　陽介 税務経理協会 2014
財政とは何か 内山　昭 税務経理協会 2014
満室スターNO1養成講座 尾嶋　健信 税務経理協会 2014
突発的な仕事に先手を打つ 残業ゼロのビジネス整理
術

芳垣　玲子 税務経理協会
2014

「書斎の会計学」は通用するか 田中　弘 税務経理協会 2015
BPOの導入で会社の経理は軽くて強くなる 中尾　篤史 税務経理協会 2015
銀行融資に強い税理士になる 島本　広幸 税務経理協会 2015
新財務諸表論 〔第5版〕 田中　弘 税務経理協会 2015
正確な決算を早くラクに実現する　経理の技30 中尾　篤史 税務経理協会 2016



財政学 関野　満夫 税務経理協会 2016
中国子会社の清算・持分譲渡の実務 森村　元 税務経理協会 2016
最近の粉飾〔第7版〕　-その実態と発見法- 井端　和男 税務経理協会 2016
GDPも純利益も悪徳で栄える　「賢者の会計学」と
「愚者の会計学」

田中　弘 税務経理協会
2016

會社謄本　分析事始 中村　勝彦 税務経理協会 2016
グローバルキャリアをめざせ!　USCPA(米国公認会
計士)合格へのパスポート〔第3版〕

三輪　豊明 税務経理協会
2016

サービスの生産性を3倍高めるお客様行動学 東條　裕一 税務経理協会 2017
粉飾発見に役立つやさしい決算書の読み方　会計知
識のない人の入門書

井端　和男 税務経理協会
2017

モテる会社の人事のしくみ　給料で社員は口説けな
い!

髙山　正 税務経理協会
2017

アドバイス税法講義 上巻　地方税職員のための税法
入門

林　仲宣 税務経理協会
2016

アドバイス税法講義 下巻　地方税職員のための税法
入門

林　仲宣 税務経理協会
2016

的確な実務判断を可能にする IFRSの本質　第Ⅰ巻
山田　辰己 税務経理協会

2017

的確な実務判断を可能にする IFRSの本質　第Ⅱ巻
山田　辰己 税務経理協会

2017

経済「合理」化 名木田　薫 大学教育出版 2018
人が上がるか神が降りるか 名木田　薫 大学教育出版 2018
無碍・良心・人 名木田　薫 大学教育出版 2018
無碍即良心へ―キリスト信仰― 名木田　薫 大学教育出版 2018
聖書に示す罪と赦し　上 名木田　薫 大学教育出版 2018
聖書に示す罪と赦し　下 名木田　薫 大学教育出版 2018
神の名ヤハウェと終末信仰 名木田　薫 大学教育出版 2018
新約・旧約両聖書の一体性 名木田　薫 大学教育出版 2018
信仰詩想Ⅰ　主題　主なる神 名木田　薫 大学教育出版 2018



信仰詩想Ⅱ　主題　人なる生命 名木田　薫 大学教育出版 2018
信仰詩想Ⅲ　主題　イエスへの信 名木田　薫 大学教育出版 2018
信仰詩想Ⅳ　主題　間にある 名木田　薫 大学教育出版 2018
イエス信日記Ⅰ 名木田　薫 大学教育出版 2018
イエス信日記Ⅱ 名木田　薫 大学教育出版 2018
イエス信日記Ⅲ 名木田　薫 大学教育出版 2018
幼児体育　中級　第2版 日本幼児体育学会 編／　前橋明　編著 大学教育出版 2018
乳幼児の健康　第3版 前橋明　編著 大学教育出版 2018
道徳科初めての授業づくり―ねらいの８類型による
分析と探究―

吉田誠／木原　一彰編著 大学教育出版
2018

授業の科学と評価―連想調査法を用いた教え方・学
び方―

新田　照夫 大学教育出版
2017

介護予防・地域包括ケアと主体間連携 平岩　和美 大学教育出版 2017
一筆啓上―つれづれなる論叢― 鳥谷部　平四郎 大学教育出版 2017
開発援助がつくる社会生活　第2版―現場からのプロ
ジェクト診断―

青山和佳／受田宏之／小林誉明／編著 大学教育出版
2017

豪州解体新書―政治・経済・文化の変容と日豪関係
―

田中　豊裕 大学教育出版
2017

近代中国東北地域の綿業―奉天市の中国人綿織物業
を中心として―

張　暁紅 大学教育出版
2017

公立小・中学校教員の業務負担 神林　寿幸 大学教育出版 2017
教育実践学―実践を支える理論― 教育実践学会 大学教育出版 2017
AI時代の情報教育 加納　寛子 大学教育出版 2017
大学教育と読書―大学生協からの問題提起― 全国大学生活協同組合連合会 教職員委員会 　 　 　大学教育出版 2017
近代日本公民教育思想と社会教育―戦後公民館構想
の思想構造―

上原　直人 大学教育出版
2017

音の教育がめざすものは何か―サウンド・エデュ
ケーションの目標と評価に関する研究―

神林　哲平 大学教育出版
2017

教育プロジェクトマネジメント―教育を変える国際
標準マネジメント手法―

PMI日本支部関西ブランチ医療プロジェク 　  大学教育出版
2017



生命科学が解き明かす体の秘密 塩見尚史／塩見晃史　著 大学教育出版 2017
地域観光事業のススメ方―観光立国実現に向けた処
方箋―

井門　隆夫 大学教育出版
2017

天地人―世からイエス固着へ― 名木田　薫 大学教育出版 2018
「個」欠落改造 名木田　薫 大学教育出版 2018
個主体の民主制「実体」化 名木田　薫 大学教育出版 2018
歴史との対話―現代福祉の源流を探る― 西尾祐吾／塚口伍喜夫監・著／川崎順子／辻 　大学教育出版 2018
幼児体育指導ガイド 日本幼児体育学会 編／前橋　明　編著 大学教育出版 2018
武道をたずねて―武道教育への活用― 出口達也／金　炫勇／瀬川　洋　編著 大学教育出版 2018
法律学概要 大西　斎 大学教育出版 2017
ビジネス教育論の展開 河内　滿 大学教育出版 2017
学校の風景そして授業の風景―子どもと教師の学び
合い―

前田　治 大学教育出版
2017

The Effects of L1 and L2 Use in the L2 
Classroom

松本　祐子 大学教育出版
2017

ボイス・オブ・アメリカ（VOA）ニュースで学ぶ英
語レベル2

杉田米行　 監修／　佐藤晶子／山西敏博／ 　 　大学教育出版
2017

文学の仲介者ヴァレリー・ラルボー 西村　靖敬 大学教育出版 2017
社会福祉を牽引する人物　城純一 NPO法人福祉サービス経営調査会 監修／野 　大学教育出版 2017
子どもの健康福祉指導ガイド　2 日本幼児体育学会　編／　前橋明　著 大学教育出版 2017
テキスト日本国憲法　第4版 中西　俊二 大学教育出版 2017
Textbook of Radiosurgery 日本放射線外科学会 著/井上 洋 編 メディカ出版 2012
転移性脳腫瘍　診断・治療・管理マニュアル 中川 和彦 監修/奥田 武司-中洲 庸子 編著 メディカ出版 2014
脳腫瘍病理入門Q&A200 竹内 浩明 著 メディカ出版 2015
脳血管内治療兵法書 宮地 茂 著 メディカ出版 2015
脳脊髄血管　正常から変異，異常まで 小宮山 雅樹 編 メディカ出版 2014
基礎からよくわかる　実践的CFD（数値流体力学）
入門　脳血管編

山本 誠 総監修/根本 繁-髙尾 洋之 編集 メディカ出版
2017

脳神経外科速報2017年臨時増刊　脳血管外科 手術
器具＆機器

飯原 弘二 監修/菱川 朋人 編集 メディカ出版
2017



臨床医・RI技師のための　脳SPECTパーフェクトガ
イド

松田 博史 監修/玉岡 晃-柴田 靖-根本 清貴 メディカ出版
2018

改訂3版　合併症妊娠 村田 雄二 編 メディカ出版 2011
改訂2版 　産科合併症 村田 雄二 編 メディカ出版 2013
新生児疾患カラーアトラス 橋本 武夫 編著/竹内 豊 著 メディカ出版 2014
TRAININGS OF MICROSURGERY for 
Neurosurgeon, Plastic Surgeon

Masahiro Indo,印東 雅大/Kazuo Tsutsum  メディカ出版
2016

Mastering Intracranial Microvascular 
Anastomoses -Basic Techniques and Surgical 
Pearls

Taku Sugiyama,杉山 拓/Garnette Suther   メディカ出版
2017

日本公的年金制度史　―戦後七〇年・皆年金半世紀
吉原健二,畑　満＝著 中央法規出版

2016

横幹〈知の統合〉シリーズ　〈知の統合〉は何を解
決するのか

横幹「知の統合」シリーズ 横幹〈知の統合〉シリーズ編集委員会 編 東京電機大学出版局
2016

横幹〈知の統合〉シリーズ　カワイイ文化とテクノ
ロジーの隠れた関係

横幹「知の統合」シリーズ 横幹〈知の統合〉シリーズ編集委員会 編 東京電機大学出版局
2016

実験で学ぶ　メカトロニクス　TK400SHボード実習
川谷亮治-高田直人著 東京電機大学出版局

2016

ビル・ゲイツⅡ――そしてライバルは誰もいなく
なった

ビル・ゲイツ 脇 英世 東京電機大学出版局
2016

三次元画像計測の基礎――バンドル調整の理論と実
践

日本写真測量学会 編 東京電機大学出版局
2016

介護のためのボディメカニクス――力学原理を応用
した身体負担の軽減

小川 鑛一-北村 京子　著 東京電機大学出版局
2016

ソーシャルメディアと〈世論〉形成――間メディア
が世界を揺るがす

遠藤　薫 編著 東京電機大学出版局
2016

晶析工学 久保田徳昭 編著 東京電機大学出版局 2016
ニューロンで解く心の苦しみと安らぎ――脳科学と
仏教の接点

松本隆男 東京電機大学出版局
2016



横幹〈知の統合〉シリーズ　価値創出をになう人材
の育成

横幹「知の統合」シリーズ 横幹〈知の統合〉シリーズ編集委員会 編 東京電機大学出版局
2016

合格マスター　電験三種　理論　平成29年度版 合格マスター 東京電機大学電験研究会 編 東京電機大学出版局 2016
合格マスター　電験三種　電力　平成29年度版 合格マスター 東京電機大学電験研究会 編 東京電機大学出版局 2016
合格マスター　電験三種　機械　平成29年度版 合格マスター 東京電機大学電験研究会 編 東京電機大学出版局 2016
合格マスター　電験三種　法規　平成29年度版 合格マスター 東京電機大学電験研究会 編 東京電機大学出版局 2016
たのしくできるRaspberry Piとブレッドボードで電
子工作

加藤芳夫 東京電機大学出版局
2016

情報処理安全確保支援士試験 午前 予想問題集 東京電機大学 編 東京電機大学出版局 2016
情報セキュリティマネジメント試験 午前 厳選問題
集 平成29年度版

東京電機大学 編 東京電機大学出版局
2016

ITパスポート試験　厳選問題集　平成29年度版 東京電機大学 編 東京電機大学出版局 2016
基本情報技術者試験 午前 厳選問題集 平成29年度版

東京電機大学 編 東京電機大学出版局
2016

応用情報技術者試験 午前 厳選問題集 平成29年度版
東京電機大学 編 東京電機大学出版局

2016

第１級ハム　集中ゼミ 吉川忠久 東京電機大学出版局 2016
合格精選240題 第二級陸上特殊無線技士試験問題集

吉川 忠久 東京電機大学出版局
2017

数理議論学 若木 利子-新田 克己 著 東京電機大学出版局 2017
デジタル・フォレンジックの基礎と実践 佐々木 良一 編著 東京電機大学出版局 2017
理工系のための一般化学 鈴木 隆之 編著 東京電機大学出版局 2017
スティーブ・ジョブズ　Ⅱ ―― アップルⅢとリサ
の蹉跌

脇　英世 東京電機大学出版局
2017

スティーブ・ジョブズ　Ⅲ ―― マッキントッシュ
の栄光と悲惨

脇　英世 東京電機大学出版局
2017

面心の代数幾何学 硲　文夫 東京電機大学出版局 2017
たのしくできるIntel Edison電子工作 牧野　浩二 東京電機大学出版局 2017
たのしくできる光と音のブレッドボード電子工作 西田　和明 東京電機大学出版局 2017
臨床工学テキスト　くすりと薬理 海本　浩一 編著 東京電機大学出版局 2017



横幹〈知の統合〉シリーズ 社会シミュレーション 
―― 世界を「見える化」する

横幹〈知の統合〉シリーズ編集委員会 編 東京電機大学出版局
2017

無線従事者試験のための数学基礎　第2版 ―― 一総
通・二総通・一陸技・二陸技・一陸特・一アマ対応 加藤　昌弘 東京電機大学出版局

2017

特許を取ろう！ ―― 技術者・研究者へ贈るコツと
テクニック

岡田　賢治-宮保　憲治 著 東京電機大学出版局
2017

学生のためのPython 本郷　健-松田　晃一 著 東京電機大学出版局 2017
大学数学基礎力養成　微分の問題集 丸井　洋子 東京電機大学出版局 2017
大学数学基礎力養成　微分の教科書 丸井　洋子 東京電機大学出版局 2017
大学数学基礎力養成　積分の問題集 丸井　洋子 東京電機大学出版局 2017
大学数学基礎力養成　積分の教科書 丸井　洋子 東京電機大学出版局 2017
合格マスター　電験三種　理論　平成30年度版 東京電機大学電験研究会　編 東京電機大学出版局 2017
合格マスター　電験三種　電力　平成30年度版 東京電機大学電験研究会　編 東京電機大学出版局 2017
合格マスター　電験三種　機械　平成30年度版 東京電機大学電験研究会　編 東京電機大学出版局 2017
合格マスター　電験三種　法規　平成30年度版 東京電機大学電験研究会　編 東京電機大学出版局 2017
ITパスポート試験　厳選問題集 東京電機大学　編 東京電機大学出版局 2017
基本情報技術者試験 午前 厳選問題集 東京電機大学　編 東京電機大学出版局 2017
応用情報技術者試験 午前 厳選問題集 東京電機大学　編 東京電機大学出版局 2017
情報処理安全確保支援士試験 午前 厳選問題集 東京電機大学　編 東京電機大学出版局 2017
情報セキュリティマネジメント試験 午前 厳選問題
集

東京電機大学　編 東京電機大学出版局
2017

合格精選310題 航空無線通信士 試験問題集 第2集 吉川　忠久 東京電機大学出版局 2018
航空無線通信士 英語試験問題集 傾向と対策 山村　嘉雄 東京電機大学出版局 2018
学生力を高めるeポートフォリオ ―― 成功への再始
動

松葉　龍一-小村　道昭 編著 東京電機大学出版局
2018

第一級陸上特殊無線技士試験集中ゼミ 第3版 吉川　忠久 東京電機大学出版局 2018
Inventorによる3D CAD入門 村木　正芳　編著 東京電機大学出版局 2018
スティーブ・ジョブズ Ⅳ ―― 楽園追放とピクサー
創立

脇　英世 東京電機大学出版局
2018



電気法規と電気施設管理　平成29年度版 竹野 正二 東京電機大学出版局 2017
詳解 電力系統工学 加藤　政一 東京電機大学出版局 2017
電気法規と電気施設管理　平成30年度版 竹野　正二 東京電機大学出版局 2018
細胞膜計算 西田 泰伸 近代科学社 2018
計算折り紙入門：あたらしい計算幾何学の世界 上原 隆平 近代科学社 2018
Pythonで体験してわかるアルゴリズムとデータ構造

西澤 弘毅-森田 光 近代科学社
2018

物理入門コース新装版　10　物理のための数学 物理入門コース 和達　三樹 岩波書店 2017
岩波講座日本歴史　第2巻　古代　2 大津　透　編集委員／桜井　英治　編集委員 　 　 　 　 　 　岩波書店 2014
岩波講座日本歴史　第3巻　古代　3 大津　透　編集委員／桜井　英治　編集委員 　 　 　 　 　 　岩波書店 2014
岩波講座日本歴史　第4巻　古代　4 大津　透　編集委員／桜井　英治　編集委員 　 　 　 　 　 　岩波書店 2015
岩波講座日本歴史　第5巻　古代　5 大津　透　編集委員／桜井　英治　編集委員 　 　 　 　 　 　岩波書店 2015
岩波講座日本歴史　第6巻　中世　1 大津　透　編集委員／桜井　英治　編集委員 　 　 　 　 　 　岩波書店 2013
岩波講座日本歴史　第7巻　中世　2 大津　透　編集委員／桜井　英治　編集委員 　 　 　 　 　 　岩波書店 2014
岩波講座日本歴史　第8巻　中世　3 大津　透　編集委員／桜井　英治　編集委員 　 　 　 　 　 　岩波書店 2014
岩波講座日本歴史　第9巻　中世　4 大津　透　編集委員／桜井　英治　編集委員 　 　 　 　 　 　岩波書店 2015
岩波講座日本歴史　第10巻　近世　1 大津　透　編集委員／桜井　英治　編集委員 　 　 　 　 　 　岩波書店 2014
岩波講座日本歴史　第11巻　近世　2 大津　透　編集委員／桜井　英治　編集委員 　 　 　 　 　 　岩波書店 2014
岩波講座日本歴史　第12巻　近世　3 大津　透　編集委員／桜井　英治　編集委員 　 　 　 　 　 　岩波書店 2014
岩波講座日本歴史　第13巻　近世　4 大津　透　編集委員／桜井　英治　編集委員 　 　 　 　 　 　岩波書店 2015
岩波講座日本歴史　第14巻　近世　5 大津　透　編集委員／桜井　英治　編集委員 　 　 　 　 　 　岩波書店 2015
岩波講座日本歴史　第15巻　近現代　1 大津　透　編集委員／桜井　英治　編集委員 　 　 　 　 　 　岩波書店 2014
岩波講座日本歴史　第16巻　近現代　2 大津　透　編集委員／桜井　英治　編集委員 　 　 　 　 　 　岩波書店 2014
岩波講座日本歴史　第17巻　近現代　3 大津　透　編集委員／桜井　英治　編集委員 　 　 　 　 　 　岩波書店 2014
岩波講座日本歴史　第18巻　近現代　4 大津　透　編集委員／桜井　英治　編集委員 　 　 　 　 　 　岩波書店 2015
岩波講座日本歴史　第19巻　近現代　5 大津　透　編集委員／桜井　英治　編集委員 　 　 　 　 　 　岩波書店 2015
岩波講座日本歴史　第20巻　地域論 大津　透　編集委員／桜井　英治　編集委員 　 　 　 　 　 　岩波書店 2014
岩波講座日本歴史　第21巻　史料論 大津　透　編集委員／桜井　英治　編集委員 　 　 　 　 　 　岩波書店 2013
岩波講座日本歴史　第22巻　歴史学の現在

岩波講座日本歴史 . テーマ巻3 大津　透　編集委員／桜井　英治　編集委員 　 　 　 　 　 　岩波書店
2016



物理入門コース新装版　2　解析力学 物理入門コース 小出　昭一郎 岩波書店 2017
物理入門コース新装版　3　電磁気学1 物理入門コース . 電磁気学 長岡　洋介 岩波書店 2017
物理入門コース新装版　4　電磁気学II 物理入門コース . 電磁気学 長岡　洋介 岩波書店 2017
物理入門コース新装版　5　量子力学I 物理入門コース . 量子力学 中嶋　貞雄 岩波書店 2017
物理入門コース新装版　6　量子力学II 物理入門コース . 量子力学 中嶋　貞雄 岩波書店 2017
物理入門コース新装版　7　熱・統計力学 物理入門コース 戸田　盛和 岩波書店 2017
物理入門コース新装版　8　弾性体と流体 物理入門コース 恒藤　敏彦 岩波書店 2017
物理入門コース新装版　9　相対性理論 物理入門コース 中野　董夫 岩波書店 2017
抗日・排日関係史料 ― 上海商工会議所『金曜会パ
ンフレット』―　第１巻　1929（昭和４）年

金丸裕一 監修・解説 ゆまに書房
2005

抗日・排日関係史料 ― 上海商工会議所『金曜会パ
ンフレット』―　第２巻　1930（昭和５）年

金丸裕一 監修・解説 ゆまに書房
2005

抗日・排日関係史料 ― 上海商工会議所『金曜会パ
ンフレット』―　第３巻　1931（昭和６）年

金丸裕一 監修・解説 ゆまに書房
2005

抗日・排日関係史料 ― 上海商工会議所『金曜会パ
ンフレット』―　第４巻　1932（昭和７）年

金丸裕一 監修・解説 ゆまに書房
2005

抗日・排日関係史料 ― 上海商工会議所『金曜会パ
ンフレット』―　第５巻　1933（昭和８）年

金丸裕一 監修・解説 ゆまに書房
2005

抗日・排日関係史料 ― 上海商工会議所『金曜会パ
ンフレット』―　第６巻　1934（昭和９）年

金丸裕一 監修・解説 ゆまに書房
2007

抗日・排日関係史料 ― 上海商工会議所『金曜会パ
ンフレット』―　第７巻　1935（昭和10）年

金丸裕一 監修・解説 ゆまに書房
2007

抗日・排日関係史料 ― 上海商工会議所『金曜会パ
ンフレット』―　第８巻　1936（昭和11）年

金丸裕一 監修・解説 ゆまに書房
2007

抗日・排日関係史料 ― 上海商工会議所『金曜会パ
ンフレット』―　第９巻　1937（昭和12）年

金丸裕一 監修・解説 ゆまに書房
2007

抗日・排日関係史料 ― 上海商工会議所『金曜会パ
ンフレット』―　第10巻　1938（昭和13）年

金丸裕一 監修・解説 ゆまに書房
2007

抗日・排日関係史料 ― 上海商工会議所『金曜会パ
ンフレット』―　第11巻　1939（昭和14）年

金丸裕一 監修・解説 ゆまに書房
2007



IoT時代の情報通信政策 福家秀紀 白桃書房 2017
サッカーボール型キャリア開発 岩谷　英昭 白桃書房 2016
政府公会計の理論と実務 山浦　久司 白桃書房 2016
「意味マップ」のキャリア分析 神戸　康弘 白桃書房 2016
グローバル・ブランド・イメージ戦略 古川　裕康 白桃書房 2016
グローバルオペレーターが変えるホテル経営 田尾　桂子 白桃書房 2017
トラック運送企業の生産性向上入門 森田　富士夫 白桃書房 2017
本業と一体化した環境経営 金　恵珍 白桃書房 2017
非連続イノベーションへの解 小久保　欣哉 白桃書房 2017
子どもの「遊びこむ」姿を求めて 敬愛大学学術叢書 阿部　学 白桃書房 2017
マーケティング論 新津　重幸 白桃書房 2017
IoT時代のアライアンス戦略 冨田　賢 白桃書房 2017
財務会計 Hakuto accounting 平野　秀輔 白桃書房 2017
財務管理の基礎知識 平野　秀輔 白桃書房 2017
軍備の政治学 齊藤　孝祐 白桃書房 2017
体系流通論 田口　冬樹 白桃書房 2016
乱舞の中世-白拍子・乱拍子・猿楽-(歴史文化ライブ
ラリー420)

歴史文化ライブラリー 沖本, 幸子 吉川弘文館
2016

琉球王国と戦国大名 -島津侵入までの半世紀-(歴史文
化ライブラリー421)

歴史文化ライブラリー 黒嶋, 敏 吉川弘文館
2016

江戸時代の通訳官 -阿蘭陀通詞の語学と実務- 片桐, 一男 吉川弘文館 2016
東北近世の胎動(東北の中世史5) 東北の中世史 高橋, 充 吉川弘文館 2016
明治日本の国粋主義思想とアジア 中川, 未来 吉川弘文館 2016
戦国時代の南奥羽社会 -大崎・伊達・最上氏- 遠藤, ゆり子 吉川弘文館 2016
古代日本と北の海みち(読みなおす日本史) 読みなおす日本史 新野, 直吉 吉川弘文館 2016
尾崎秀実とゾルゲ事件 -近衛文麿の影で暗躍した男-

太田, 尚樹 吉川弘文館
2016

戦時期日本の翼賛政治 官田, 光史 吉川弘文館 2016
豊臣政権の権力構造 堀越, 祐一 吉川弘文館 2016



犬と鷹の江戸時代 -〈犬公方〉綱吉と〈鷹将軍〉吉
宗-(歴史文化ライブラリー423)

歴史文化ライブラリー 根崎, 光男 吉川弘文館
2016

近世の村と地域情報 東, 昇 吉川弘文館 2016
前九年・後三年合戦と兵の時代(東北の古代史5) 東北の古代史 樋口, 知志 吉川弘文館 2016
大学でまなぶ日本の歴史 木村　茂光・小山　俊樹・戸部　良一・深谷　吉川弘文館 2016
沖縄戦と孤児院 -戦場の子どもたち- 浅井, 春夫 吉川弘文館 2016
白鳥になった皇子-古事記-(読みなおす日本史) 読みなおす日本史 直木, 孝次郎 吉川弘文館 2016
大元帥と皇族軍人 明治編 (歴史文化ライブラリー
424)

歴史文化ライブラリー 小田部, 雄次 吉川弘文館
2016

昭和天皇とスポーツ-〈玉体〉の近代史-(歴史文化ラ
イブラリー425)

歴史文化ライブラリー 坂上, 康博 吉川弘文館
2016

日本古代・中世都市論 仁木, 宏 吉川弘文館 2016
赤米 のたどった道-もうひとつの日本のコメ- 福嶋, 紀子 吉川弘文館 2016
現代語訳小右記2-道長政権の成立- 現代語訳小右記 倉本,一宏,藤原, 実資 吉川弘文館 2016
島国の原像(読みなおす日本史) 読みなおす日本史 水野, 正好 吉川弘文館 2016
自由主義は戦争を止められるのか -芦田均・清沢
洌・石橋湛山-(歴史文化ライブラリー426)

歴史文化ライブラリー 上田, 美和 吉川弘文館
2016

化粧の日本史 -美意識の移りかわり-(歴史文化ライブ
ラリー427)

歴史文化ライブラリー 山村, 博美 吉川弘文館
2016

日本古代の交通・交流・情報2-旅と交易- 日本古代の交通・交流・情報 舘野,和己・出田,和久 吉川弘文館 2016
三浦一族の研究 高橋, 秀樹 吉川弘文館 2016
三条実美 -孤独の宰相とその一族- 刑部, 芳則 吉川弘文館 2016
古代の人々の心性と環境-異界・境界・現世- 三宅, 和朗 吉川弘文館 2016
入道殿下の物語 -大鏡-(読みなおす日本史) 読みなおす日本史 益田, 宗 吉川弘文館 2016
近代日本の就職難物語-「高等遊民」になるけれど-
(歴史文化ライブラリー428)

歴史文化ライブラリー 町田, 祐一 吉川弘文館
2016

大元帥と皇族軍人 大正・昭和編 (歴史文化ライブラ
リー429)

歴史文化ライブラリー 小田部, 雄次 吉川弘文館
2016

「時代映画」の誕生-講談・小説・剣劇から時代劇へ
-

岩本, 憲児 吉川弘文館
2016



三十八年戦争と蝦夷政策の転換(東北の古代史4) 東北の古代史 鈴木, 拓也 吉川弘文館 2016
豊臣水軍興亡史 山内, 譲 吉川弘文館 2016
モノから見たアイヌ文化史 関根, 達人 吉川弘文館 2016
信長軍の合戦史 -1560-1582- 渡邊, 大門 吉川弘文館 2016
中世京都と祇園祭 -疫神と都市の生活-(読みなおす日
本史)

読みなおす日本史 脇田, 晴子 吉川弘文館
2016

国分寺の誕生-古代日本の国家プロジェクト-(歴史文
化ライブラリー430)

歴史文化ライブラリー 須田　勉 吉川弘文館
2016

原爆ドーム -物産陳列館から広島平和記念碑へ-(歴史
文化ライブラリー431)

歴史文化ライブラリー 頴原　澄子 吉川弘文館
2016

日本古代の交通・交流・情報3-遺跡と技術- 日本古代の交通・交流・情報 舘野　和己・出田　和久 吉川弘文館 2016
沖縄返還後の日米安保 -米軍基地をめぐる相克-() 野添　文彬 吉川弘文館 2016
吉野の霧-太平記-(読みなおす日本史) 読みなおす日本史 桜井　好朗 吉川弘文館 2016
江戸のパスポート -旅の不安はどう解消されたか-(歴
史文化ライブラリー432)

歴史文化ライブラリー 柴田, 純 吉川弘文館
2016

幽霊　近世都市が生み出した化物 (歴史文化ライブ
ラリー433)

歴史文化ライブラリー 高岡, 弘幸 吉川弘文館
2016

総力戦体制下の満洲農業移民 玉, 真之介 吉川弘文館 2016
日本中世の権力と寺院 高橋, 慎一朗 吉川弘文館 2016
西行・慈円と日本の仏教-遁世思想と中世文化- 大隅, 和雄 吉川弘文館 2016
日本海海戦の真実(読みなおす日本史) 読みなおす日本史 野村, 實 吉川弘文館 2016
近世後期の対外政策と軍事・情報 松本, 英治 吉川弘文館 2016
ここまでわかった飛鳥・藤原京-倭国から日本へ- 豊島,直博・木下,正史 吉川弘文館 2016
ここまで変わった日本史教科書 高橋,秀樹・三谷,芳幸・村瀬,信一 吉川弘文館 2016
維新と開化(日本近代の歴史 1) 日本近代の歴史 奥田, 晴樹 吉川弘文館 2016
神道の形成と中世神話 伊藤, 聡 吉川弘文館 2016
日本古代女官の研究 伊集院, 葉子 吉川弘文館 2016
樹木と暮らす古代人-木製品が語る弥生・古墳時代-
(歴史文化ライブラリー434)

歴史文化ライブラリー 樋上, 昇 吉川弘文館
2016



頼朝と街道-鎌倉政権の東国支配-(歴史文化ライブラ
リー435)

歴史文化ライブラリー 木村, 茂光 吉川弘文館
2016

古代の恋愛生活-万葉集の恋歌を読む-(読みなおす日
本史)

読みなおす日本史 古橋, 信孝 吉川弘文館
2016

シルクロードに仏跡を訪ねて-大谷探検隊紀行- 本多, 隆成 吉川弘文館 2016
昭和期の内閣と戦争指導体制 関口, 哲矢 吉川弘文館 2016
真宗大谷派の革新運動 -白川党・井上豊忠のライフ
ヒストリー-

森岡, 清美 吉川弘文館
2016

出雲国誕生(歴史文化ライブラリー436) 歴史文化ライブラリー 大橋　泰夫 吉川弘文館 2016
松陰の本棚 -幕末志士たちの読書ネットワーク-(歴史
文化ライブラリー437)

歴史文化ライブラリー 桐原　健真 吉川弘文館
2016

「主権国家」成立の内と外(日本近代の歴史 2) 日本近代の歴史 大日方　純夫 吉川弘文館 2016
現代語訳小右記3-長徳の変- 現代語訳小右記 倉本,一宏,藤原,実資 吉川弘文館 2016
木曽義仲 (読みなおす日本史) 読みなおす日本史 下出, 積與 吉川弘文館 2016
幕藩制国家の政治構造 藤田, 覚 吉川弘文館 2016
近代教育と『婦女鑑』の研究 越後, 純子 吉川弘文館 2016
平安京はいらなかった-古代の夢を喰らう中世-(歴史
文化ライブラリー438)

歴史文化ライブラリー 桃崎, 有一郎 吉川弘文館
2016

紀州藩主徳川吉宗 -明君伝説・宝永地震・隠密御用-
(歴史文化ライブラリー439)

歴史文化ライブラリー 藤本, 清二郎 吉川弘文館
2016

日清・日露戦争と帝国日本(日本近代の歴史3) 日本近代の歴史 飯塚, 一幸 吉川弘文館 2016
足利義政と東山文化 (読みなおす日本史) 読みなおす日本史 河合, 正治 吉川弘文館 2016
平安初期の王権と文化 笹山, 晴生 吉川弘文館 2016
日本古代の郡司と天皇 磐下, 徹 吉川弘文館 2016
古代国家仏教と在地社会-日本霊異記と東大寺諷誦文
稿の研究-

藤本, 誠 吉川弘文館
2016

日中戦争と大陸経済建設 白木沢, 旭児 吉川弘文館 2016
情報覇権と帝国日本Ⅲ-東アジア電信網と朝鮮通信支
配-

情報覇権と帝国日本 有山, 輝雄 吉川弘文館
2016



よみがえる古代山城-国際戦争と防衛ライン-(歴史文
化ライブラリー440)

歴史文化ライブラリー 向井　一雄 吉川弘文館
2017

江戸の乳と子ども-いのちをつなぐ-(歴史文化ライブ
ラリー441)

歴史文化ライブラリー 沢山　美果子 吉川弘文館
2017

僧兵盛衰記 (読みなおす日本史) 読みなおす日本史 渡辺　守順 吉川弘文館 2017
国際化時代「大正日本」(日本近代の歴史4) 日本近代の歴史 櫻井　良樹 吉川弘文館 2017
前方後円墳と東国社会-古墳時代-(古代の東国1) 古代の東国 若狭　徹 吉川弘文館 2017
八代目市川團十郎-気高く咲いた江戸の花- 木村　涼 吉川弘文館 2017
看護婦の歴史 -寄り添う専門職の誕生- 山下　麻衣 吉川弘文館 2017
西南戦争の考古学的研究 高橋　信武 吉川弘文館 2017
戦間期の日本海軍と統帥権 太田　久元 吉川弘文館 2017
石田三成伝 中野　等 吉川弘文館 2017
天皇の音楽史 -古代・中世の帝王学-(歴史文化ライブ
ラリー442)

歴史文化ライブラリー 豊永, 聡美 吉川弘文館
2017

軍用機の誕生-日本軍の航空戦略と技術開発-(歴史文
化ライブラリー443)

歴史文化ライブラリー 水沢, 光 吉川弘文館
2017

坂東の成立-飛鳥・奈良時代-(古代の東国2) 古代の東国 川尻, 秋生 吉川弘文館 2017
明治期のイタリア留学-文化受容と語学習得- 石井, 元章 吉川弘文館 2017
植民地期朝鮮の地域変容-日本の大陸進出と咸鏡北道
-

加藤, 圭木 吉川弘文館
2017

イルカと日本人-追い込み漁の歴史と民俗- 中村, 羊一郎 吉川弘文館 2017
朝倉氏と戦国村一乗谷(読みなおす日本史) 読みなおす日本史 松原, 信之 吉川弘文館 2017
古建築を復元する-過去と現在の架け橋-(歴史文化ラ
イブラリー444)

歴史文化ライブラリー 海野, 聡 吉川弘文館
2017

鯨を生きる-鯨人の個人史・鯨食の同時代史-(歴史文
化ライブラリー445)

歴史文化ライブラリー 赤嶺, 淳 吉川弘文館
2017

加賀藩の社会と政治 高澤, 裕一 吉川弘文館 2017
モノと技術の古代史-金属編- 村上, 恭通 吉川弘文館 2017
対馬宗氏の中世史 荒木, 和憲 吉川弘文館 2017
朝河貫一と日欧中世史研究 海老澤,衷・近藤,成一・甚野,尚志 吉川弘文館 2017



戦争とファシズムの時代へ(日本近代の歴史5) 日本近代の歴史 河島, 真 吉川弘文館 2017
古代飛鳥の都市構造 相原, 嘉之 吉川弘文館 2017
日産の創業者鮎川義介 宇田川, 勝 吉川弘文館 2017
本居宣長-近世国学の成立-(読みなおす日本史) 読みなおす日本史 芳賀, 登 吉川弘文館 2017
悪党召し捕りの中世-鎌倉幕府の治安維持- 西田, 友広 吉川弘文館 2017
日本陸軍の対ソ謀略-日独防共協定とユーラシア政策
-

田嶋, 信雄 吉川弘文館
2017

日朝関係史 関, 周一 吉川弘文館 2017
列島を翔ける平安武士-九州・京都・東国-(歴史文化
ライブラリー446)

歴史文化ライブラリー 野口, 実 吉川弘文館
2017

江戸鷹場制度の研究 山崎, 久登 吉川弘文館 2017
江戸の蔵書家たち(読みなおす日本史) 読みなおす日本史 岡村, 敬二 吉川弘文館 2017
総力戦のなかの日本政治(日本近代の歴史6) 日本近代の歴史 源川, 真希 吉川弘文館 2017
中近世の生業と里湖の環境史 佐野, 静代 吉川弘文館 2017
天皇側近たちの奈良時代(歴史文化ライブラリー
447)

歴史文化ライブラリー 十川, 陽一 吉川弘文館
2017

現代語訳小右記4-敦成親王誕生- 現代語訳小右記 倉本,一宏,藤原,実資 吉川弘文館 2017
日本古代の氏族と系譜伝承 鈴木, 正信 吉川弘文館 2017
古地図からみた古代日本-土地制度と景観-(読みなお
す日本史)

読みなおす日本史 金田, 章裕 吉川弘文館
2017

〈ものまね〉の歴史-仏教・笑い・芸能-(歴史文化ラ
イブラリー448)

歴史文化ライブラリー 石井　公成　著 吉川弘文館
2017

表象としての皇族-メディアにみる地域社会の皇室像
-

茂木　謙之介　著 吉川弘文館
2017

「うつわ」を食らう-日本人と食事の文化-(読みなお
す日本史)

読みなおす日本史 神崎　宣武　著 吉川弘文館
2017

沖縄の戦争遺跡-〈記憶〉を未来につなげる- 吉浜　忍　著 吉川弘文館 2017
文明に抗した弥生の人びと--(歴史文化ライブラリー
449)

歴史文化ライブラリー 寺前　直人　著 吉川弘文館
2017

覚醒する〈関東〉-平安時代-(古代の東国3) 古代の東国 荒井　秀規　著 吉川弘文館 2017



近世史研究遺文 児玉幸多先生論集刊行委員会　編 吉川弘文館 2017
角倉素庵(読みなおす日本史) 読みなおす日本史 林屋　辰三郎　著 吉川弘文館 2017
伊達政宗の研究〈新装版〉 小林　清治　著 吉川弘文館 2017
牛車で行こう！-平安貴族と乗り物文化- 京樂　真帆子　著 吉川弘文館 2017
キリシタン信仰史の研究 五野井　隆史　著 吉川弘文館 2017
ふたつの憲法と日本人-戦前・戦後の憲法観-(歴史文
化ライブラリー450)

歴史文化ライブラリー 川口　暁弘　著 吉川弘文館
2017

江戸の親子-父親が子どもを育てた時代-(読みなおす
日本史)

読みなおす日本史 太田　素子　著 吉川弘文館
2017

天皇の即位儀礼と神仏 松本　郁代　著 吉川弘文館 2017
出雲の中世-地域と国家のはざま-(歴史文化ライブラ
リー451)

歴史文化ライブラリー 佐伯　徳哉　著 吉川弘文館
2017

帝都防衛-戦争・災害・テロ-(歴史文化ライブラリー
452)

歴史文化ライブラリー 土田　宏成　著 吉川弘文館
2017

古代豪族葛城氏と大古墳 小笠原　好彦　著 吉川弘文館 2017
荷車と立ちん坊-近代都市東京の物流と労働- 武田　尚子　著 吉川弘文館 2017
モノと技術の古代史 陶芸編 モノと技術の古代史 小林　正史　編 吉川弘文館 2017
埋もれた江戸-東大の地下の大名屋敷-(読みなおす日
本史)

読みなおす日本史 藤本　強　著 吉川弘文館
2017

土木技術の古代史(歴史文化ライブラリー453) 歴史文化ライブラリー 青木　敬　著 吉川弘文館 2017
闘いを記憶する百姓たち-江戸時代の裁判学習帳-(歴
史文化ライブラリー454)

歴史文化ライブラリー 八鍬　友広　著 吉川弘文館
2017

世界史のなかの天正遣欧使節 伊川　健二　著 吉川弘文館 2017
真田松代藩の財政改革-『日暮硯』と恩田杢-(読みな
おす日本史)

読みなおす日本史 笠谷　和比古　著 吉川弘文館
2017

日本古代中世の葬送と社会 島津　毅　著 吉川弘文館 2017
伊達政宗と南奥の戦国時代 垣内　和孝　著 吉川弘文館 2017
よみがえる古代の港-古地形を復元する-(歴史文化ラ
イブラリー455)

歴史文化ライブラリー 石村　智　著 吉川弘文館
2017



江戸の出版統制-弾圧に翻弄された戯作者たち-(歴史
文化ライブラリー456)

歴史文化ライブラリー 佐藤　至子　著 吉川弘文館
2017

日本の奇僧・快僧(読みなおす日本史) 読みなおす日本史 今井　雅晴　著 吉川弘文館 2017
日本文化史講義 大隅　和雄　著 吉川弘文館 2017
明治期の地方制度と名望家 飯塚　一幸　著 吉川弘文館 2017
現代語訳 小右記 5-紫式部との交流- 現代語訳小右記 倉本　一宏　編 吉川弘文館 2017
平家政権と荘園制 前田　英之　著 吉川弘文館 2017
古代地方寺院の造営と景観 梶原　義実　著 吉川弘文館 2017
近世日本政治史と朝廷 山口　和夫　著 吉川弘文館 2017
織田信長と戦国の村-天下統一のための近江支配-(歴
史文化ライブラリー457)

歴史文化ライブラリー 深谷　幸治　著 吉川弘文館
2017

平家物語の女たち-大力・尼・白拍子-(読みなおす日
本史)

読みなおす日本史 細川　涼一　著 吉川弘文館
2017

如来教の成立・展開と史的基盤-江戸後期の社会と宗
教-

神田　秀雄　著 吉川弘文館
2017

古代朝鮮の国家体制と考古学 山本　孝文　著 吉川弘文館 2017
古代の天皇祭祀と神宮祭祀 藤森　馨　著 吉川弘文館 2017
渤海国とは何か(歴史文化ライブラリー458) 歴史文化ライブラリー 古畑　徹　著 吉川弘文館 2018
幕末の海軍-明治維新への航跡-(歴史文化ライブラ
リー459)

歴史文化ライブラリー 神谷　大介　著 吉川弘文館
2018

花押・印章図典 瀬野　精一郎　監修・吉川弘文館編集部　編吉川弘文館 2018
戦争と放送(読みなおす日本史) 読みなおす日本史 竹山　昭子　著 吉川弘文館 2018
日本中世社会と禅林文芸 芳澤　元　著 吉川弘文館 2017
古代国家の地方支配と東北 今泉　隆雄　著 吉川弘文館 2018
日本古代の政治と仏教-国家仏教論を超えて- 佐藤　文子　著 吉川弘文館 2018
室町期顕密寺院の研究 西尾　知己　著 吉川弘文館 2017
日宋貿易と仏教文化 大塚　紀弘　著 吉川弘文館 2017
古代国家の土地計画-条里プランを読み解く- 金田　章裕　著 吉川弘文館 2018
戦争とトラウマ-不可視化された日本兵の戦争神経症
-

中村　江里　著 吉川弘文館
2018



武士神格化の研究（全２冊） 高野信治　著 吉川弘文館 2018
日本人の誕生-人類はるかなる旅-(歴史文化ライブラ
リー1)

歴史文化ライブラリー 埴原和郎 吉川弘文館
1996

中世の災害予兆-あの世からのメッセージ-(歴史文化
ライブラリー3)

歴史文化ライブラリー 笹本正治 吉川弘文館
2017

江戸の職人-都市民衆史への志向-(歴史文化ライブラ
リー4)

歴史文化ライブラリー 乾　宏巳 吉川弘文館
2017

会社の誕生(歴史文化ライブラリー5) 歴史文化ライブラリー 高村直助 吉川弘文館 2017
世界文化遺産法隆寺(歴史文化ライブラリー6) 歴史文化ライブラリー 高田良信 吉川弘文館 2017
日本人の他界観(歴史文化ライブラリー7) 歴史文化ライブラリー 久野　昭 吉川弘文館 2017
卑賤観の系譜(歴史文化ライブラリー8) 歴史文化ライブラリー 神野清一 吉川弘文館 2017
江戸の旅人たち(歴史文化ライブラリー9) 歴史文化ライブラリー 深井甚三 吉川弘文館 2017
国民学校-皇国の道-(歴史文化ライブラリー10) 歴史文化ライブラリー 戸田金一 吉川弘文館 2017
太平洋戦争と考古学(歴史文化ライブラリー11) 歴史文化ライブラリー 坂詰秀一 吉川弘文館 2017
飛鳥の文明開化(歴史文化ライブラリー12) 歴史文化ライブラリー 大橋一章 吉川弘文館 2017
近世おんな旅日記(歴史文化ライブラリー13) 歴史文化ライブラリー 柴　桂子 吉川弘文館 2017
甲子園野球と日本人-メディアのつくったイベント-
(歴史文化ライブラリー14)

歴史文化ライブラリー 有山輝雄 吉川弘文館
2017

民俗都市の人びと(歴史文化ライブラリー15) 歴史文化ライブラリー 倉石忠彦 吉川弘文館 2017
アニミズムの世界(歴史文化ライブラリー16) 歴史文化ライブラリー 村武精一 吉川弘文館 2017
悪党の世紀(歴史文化ライブラリー17) 歴史文化ライブラリー 新井孝重 吉川弘文館 2017
軍備拡張の近代史-日本軍の膨張と崩壊-(歴史文化ラ
イブラリー18)

歴史文化ライブラリー 山田　朗 吉川弘文館
1997

柳田国男-その生涯と思想-(歴史文化ライブラリー
19)

歴史文化ライブラリー 川田　稔 吉川弘文館
1997

弓矢と刀剣-中世合戦の実像-(歴史文化ライブラリー
20)

歴史文化ライブラリー 近藤好和 吉川弘文館
1997

蓮如(歴史文化ライブラリー21) 歴史文化ライブラリー 金龍　静 吉川弘文館 2017
江戸の風刺画(歴史文化ライブラリー22) 歴史文化ライブラリー 南　和男 吉川弘文館 2017
山の民俗誌(歴史文化ライブラリー23) 歴史文化ライブラリー 湯川洋司 吉川弘文館 2017



番と衆-日本社会の東と西-(歴史文化ライブラリー
25)

歴史文化ライブラリー 福田アジオ 吉川弘文館
2017

福沢諭吉と福住正兄-世界と地域の視座-(歴史文化ラ
イブラリー26)

歴史文化ライブラリー 金原左門 吉川弘文館
2017

インド史への招待(歴史文化ライブラリー27) 歴史文化ライブラリー 中村平治 吉川弘文館 2017
吉野ヶ里遺跡-保存と活用への道-(歴史文化ライブラ
リー28)

歴史文化ライブラリー 納富敏雄 吉川弘文館
2017

執権時頼と廻国伝説(歴史文化ライブラリー29) 歴史文化ライブラリー 佐々木　馨 吉川弘文館 2017
宗教社会史の構想-真宗門徒の信仰と生活-(歴史文化
ライブラリー30)

歴史文化ライブラリー 有元正雄 吉川弘文館
2017

ヒトとミミズの生活誌(歴史文化ライブラリー31) 歴史文化ライブラリー 中村方子 吉川弘文館 2017
災害都市江戸と地下室(歴史文化ライブラリー33) 歴史文化ライブラリー 小沢　詠美子 吉川弘文館 2017
浦上キリシタン流配事件-キリスト教解禁への道-(歴
史文化ライブラリー34)

歴史文化ライブラリー 家近　良樹 吉川弘文館
2017

語りかける文化遺産-ピラミッドから安土城・桂離宮
まで-(歴史文化ライブラリー35)

歴史文化ライブラリー 神部　四郎次 吉川弘文館
2017

平安京の都市生活と郊外(歴史文化ライブラリー36)
歴史文化ライブラリー 古橋　信孝 吉川弘文館

2017

親鸞(歴史文化ライブラリー37) 歴史文化ライブラリー 平松　令三 吉川弘文館 1998
鉄道と近代化(歴史文化ライブラリー38) 歴史文化ライブラリー 原田　勝正 吉川弘文館 2017
森鴎外-もう一つの実像-(歴史文化ライブラリー39)

歴史文化ライブラリー 白崎　昭一郎 吉川弘文館
2017

京のオランダ人-阿蘭陀宿海老屋の実態-(歴史文化ラ
イブラリー40)

歴史文化ライブラリー 片桐　一男 吉川弘文館
2017

日露戦争の時代(歴史文化ライブラリー41) 歴史文化ライブラリー 井口　和起 吉川弘文館 2017
闘う女性の二〇世紀-地域社会と生き方の視点から-
(歴史文化ライブラリー42)

歴史文化ライブラリー 伊藤　康子 吉川弘文館
2017

学徒出陣-戦争と青春-(歴史文化ライブラリー43) 歴史文化ライブラリー 蜷川　壽惠 吉川弘文館 1998
最後の女帝　孝謙天皇(歴史文化ライブラリー44) 歴史文化ライブラリー 瀧浪　貞子 吉川弘文館 2017
大久保利通と明治維新(歴史文化ライブラリー45) 歴史文化ライブラリー 佐々木　克 吉川弘文館 1998



番茶と日本人(歴史文化ライブラリー46) 歴史文化ライブラリー 中村　羊一郎 吉川弘文館 2017
アジアのなかの琉球王国(歴史文化ライブラリー47)

歴史文化ライブラリー 高良　倉吉 吉川弘文館
1998

婚姻の民俗-東アジアの視点から-(歴史文化ライブラ
リー48)

歴史文化ライブラリー 江守　五夫 吉川弘文館
2017

正倉院と日本文化(歴史文化ライブラリー49) 歴史文化ライブラリー 米田　雄介 吉川弘文館 2017
中世の奈良-都市民と寺院の支配-(歴史文化ライブラ
リー50)

歴史文化ライブラリー 安田　次郎 吉川弘文館
2017

地獄と極楽-『往生要集』と貴族社会-(歴史文化ライ
ブラリー51)

歴史文化ライブラリー 速水　侑 吉川弘文館
2017

密教の思想(歴史文化ライブラリー52) 歴史文化ライブラリー 立川　武蔵 吉川弘文館 2017
奈良朝の政変劇-皇親たちの悲劇-(歴史文化ライブラ
リー53)

歴史文化ライブラリー 倉本　一宏 吉川弘文館
2017

平安朝　女性のライフサイクル(歴史文化ライブラ
リー54)

歴史文化ライブラリー 服藤　早苗 吉川弘文館
1998

比叡山延暦寺-世界文化遺産-(歴史文化ライブラリー
55)

歴史文化ライブラリー 渡辺　守順 吉川弘文館
2017

海賊たちの中世(歴史文化ライブラリー56) 歴史文化ライブラリー 金谷　匡人 吉川弘文館 1998
特務機関の謀略-諜報とインパール作戦-(歴史文化ラ
イブラリー57)

歴史文化ライブラリー 山本　武利 吉川弘文館
2017

文学から見る「満洲」-「五族協和」の夢と現実-(歴
史文化ライブラリー58)

歴史文化ライブラリー 川村　湊 吉川弘文館
2017

平泉中尊寺-金色堂と経の世界-(歴史文化ライブラ
リー59)

歴史文化ライブラリー 佐々木　邦世 吉川弘文館
2017

幕末維新の風刺画(歴史文化ライブラリー60) 歴史文化ライブラリー 南　和男 吉川弘文館 2017
捨聖　一遍(歴史文化ライブラリー61) 歴史文化ライブラリー 今井　雅晴 吉川弘文館 2017
悲運の遣唐僧-円載の数奇な生涯-(歴史文化ライブラ
リー63)

歴史文化ライブラリー 佐伯　有清 吉川弘文館
2017

道具と暮らしの江戸時代(歴史文化ライブラリー64)
歴史文化ライブラリー 小泉　和子 吉川弘文館

2017



＜聖徳太子＞の誕生(歴史文化ライブラリー65) 歴史文化ライブラリー 大山　誠一 吉川弘文館 1999
三角縁神獣鏡の時代(歴史文化ライブラリー66) 歴史文化ライブラリー 岡村　秀典 吉川弘文館 2017
薬と日本人(歴史文化ライブラリー67) 歴史文化ライブラリー 山崎　幹夫 吉川弘文館 2017
人権の思想史(歴史文化ライブラリー68) 歴史文化ライブラリー 浜林　正夫 吉川弘文館 1999
葬式と檀家(歴史文化ライブラリー70) 歴史文化ライブラリー 圭室　文雄 吉川弘文館 1999
東京大学物語-まだ君が若かったころ-(歴史文化ライ
ブラリー71)

歴史文化ライブラリー 中野　実 吉川弘文館
2017

源氏物語の風景-王朝時代の都の暮らし-(歴史文化ラ
イブラリー72)

歴史文化ライブラリー 朧谷　寿 吉川弘文館
2017

江戸時代の孝行者-「孝義録」の世界-(歴史文化ライ
ブラリー73)

歴史文化ライブラリー 菅野　則子 吉川弘文館
2017

隠居大名の江戸暮らし-年中行事と食生活-(歴史文化
ライブラリー74)

歴史文化ライブラリー 江後　迪子 吉川弘文館
2017

マンガ誕生-大正デモクラシーからの出発-(歴史文化
ライブラリー75)

歴史文化ライブラリー 清水　勲 吉川弘文館
2017

縄文の実像を求めて(歴史文化ライブラリー76) 歴史文化ライブラリー 今村　啓爾 吉川弘文館 2017
太平洋戦争と歴史学(歴史文化ライブラリー77) 歴史文化ライブラリー 阿部　猛 吉川弘文館 2017
エトロフ島-つくられた国境-(歴史文化ライブラリー
78)

歴史文化ライブラリー 菊池　勇夫 吉川弘文館
2017

幕末民衆文化異聞-真宗門徒の四季-(歴史文化ライブ
ラリー79)

歴史文化ライブラリー 奈倉　哲三 吉川弘文館
2017

町火消たちの近代-東京の消防史-(歴史文化ライブラ
リー80)

歴史文化ライブラリー 鈴木　淳 吉川弘文館
2017

毘沙門天像の誕生-シルクロードの東西文化交流-(歴
史文化ライブラリー81)

歴史文化ライブラリー 田辺　勝美 吉川弘文館
2017

茶の湯の文化史-近世の茶人たち-(歴史文化ライブラ
リー82)

歴史文化ライブラリー 谷端　昭夫 吉川弘文館
2017

天皇陵の近代史(歴史文化ライブラリー83) 歴史文化ライブラリー 外池　昇 吉川弘文館 2017
啄木短歌に時代を読む(歴史文化ライブラリー84) 歴史文化ライブラリー 近藤　典彦 吉川弘文館 2017



新･桃太郎の誕生-日本の「桃ノ子太郎」たち-(歴史
文化ライブラリー85)

歴史文化ライブラリー 野村　純一 吉川弘文館
2017

日本の中世寺院-忘れられた自由都市-(歴史文化ライ
ブラリー86)

歴史文化ライブラリー 伊藤　正敏 吉川弘文館
2017

皇軍慰安所とおんなたち(歴史文化ライブラリー87)
歴史文化ライブラリー 峯岸　賢太郎 吉川弘文館

2017

王宮炎上-アレクサンドロス大王とペルセポリス-(歴
史文化ライブラリー88)

歴史文化ライブラリー 森谷　公俊 吉川弘文館
2017

江戸御留守居役-近世の外交官-(歴史文化ライブラ
リー89)

歴史文化ライブラリー 笠谷　和比古 吉川弘文館
2017

ヒトラーのニュルンベルク-第三帝国の光と闇-(歴史
文化ライブラリー90)

歴史文化ライブラリー 芝　健介 吉川弘文館
2000

葛飾北斎(歴史文化ライブラリー91) 歴史文化ライブラリー 永田　生慈 吉川弘文館 2017
神々の原像-祭祀の小宇宙-(歴史文化ライブラリー
92)

歴史文化ライブラリー 新谷　尚紀 吉川弘文館
2017

天才たちの宇宙像(歴史文化ライブラリー93) 歴史文化ライブラリー 桜井　邦朋 吉川弘文館 2017
万葉集と古代史(歴史文化ライブラリー94) 歴史文化ライブラリー 直木　孝次郎 吉川弘文館 2000
宮武外骨-民権へのこだわり-(歴史文化ライブラリー
95)

歴史文化ライブラリー 吉野　孝雄 吉川弘文館
2017

歌舞伎の源流(歴史文化ライブラリー96) 歴史文化ライブラリー 諏訪　春雄 吉川弘文館 2017
楽園の図像-海獣葡萄鏡の誕生-(歴史文化ライブラ
リー97)

歴史文化ライブラリー 石渡　美江 吉川弘文館
2017

役行者と修験道の歴史(歴史文化ライブラリー98) 歴史文化ライブラリー 宮家　準 吉川弘文館 2000
北条政子-尼将軍の時代-(歴史文化ライブラリー99)

歴史文化ライブラリー 野村　育世 吉川弘文館
2017

強制された健康-日本ファシズム下の生命と身体-(歴
史文化ライブラリー100)

歴史文化ライブラリー 藤野　豊 吉川弘文館
2000

運慶-その人と芸術-(歴史文化ライブラリー101) 歴史文化ライブラリー 副島　弘道 吉川弘文館 2000
紙芝居-街角のメディア-(歴史文化ライブラリー103)

歴史文化ライブラリー 山本　武利 吉川弘文館
2000



魏志倭人伝を読む　上-邪馬台国への道-(歴史文化ラ
イブラリー104)

歴史文化ライブラリー 佐伯　有清 吉川弘文館
2017

魏志倭人伝を読む　下-卑弥呼と倭国内乱-(歴史文化
ライブラリー105)

歴史文化ライブラリー 佐伯　有清 吉川弘文館
2017

渤海国興亡史(歴史文化ライブラリー106) 歴史文化ライブラリー 濱田　耕策 吉川弘文館 2017
曽我物語の史実と虚構(歴史文化ライブラリー107)

歴史文化ライブラリー 坂井　孝一 吉川弘文館
2000

古代の道路事情(歴史文化ライブラリー108) 歴史文化ライブラリー 木本　雅康 吉川弘文館 2017
遊牧という文化-移動の生活戦略-(歴史文化ライブラ
リー109)

歴史文化ライブラリー 松井　健 吉川弘文館
2017

仏画の見かた-描かれた仏たち-(歴史文化ライブラ
リー110)

歴史文化ライブラリー 中野　照男 吉川弘文館
2001

古代の神社と祭り(歴史文化ライブラリー111) 歴史文化ライブラリー 三宅　和朗 吉川弘文館 2001
江戸と上方-人・モノ・カネ・情報-(歴史文化ライブ
ラリー112)

歴史文化ライブラリー 林　玲子 吉川弘文館
2017

邪馬台国の考古学(歴史文化ライブラリー113) 歴史文化ライブラリー 石野　博信 吉川弘文館 2017
第二次世界大戦-現代世界への転換点-(歴史文化ライ
ブラリー114)

歴史文化ライブラリー 木畑　洋一 吉川弘文館
2017

江戸東京歳時記(歴史文化ライブラリー115) 歴史文化ライブラリー 長沢　利明 吉川弘文館 2017
女性史と出会う(歴史文化ライブラリー116) 歴史文化ライブラリー 総合女性史研究会 吉川弘文館 2017
スカルノ-インドネシア｢建国の父｣と日本-(歴史文化
ライブラリー117)

歴史文化ライブラリー 後藤　乾一・山﨑　功 吉川弘文館
2017

日赤の創始者　佐野常民(歴史文化ライブラリー
118)

歴史文化ライブラリー 吉川　龍子 吉川弘文館
2001

黒船来航と音楽(歴史文化ライブラリー119) 歴史文化ライブラリー 笠原　潔 吉川弘文館 2017
神風の武士像-蒙古合戦の真実-(歴史文化ライブラ
リー120)

歴史文化ライブラリー 関　幸彦 吉川弘文館
2001

読経の世界-能読の誕生-(歴史文化ライブラリー121)
歴史文化ライブラリー 清水　眞澄 吉川弘文館

2017

飛鳥の朝廷と王統譜(歴史文化ライブラリー122) 歴史文化ライブラリー 篠川　賢 吉川弘文館 2017



交流する弥生人-金印国家群の時代の生活誌-(歴史文
化ライブラリー123)

歴史文化ライブラリー 髙倉　洋彰 吉川弘文館
2001

北斎の謎を解く-生活・芸術・信仰-(歴史文化ライブ
ラリー124)

歴史文化ライブラリー 諏訪　春雄 吉川弘文館
2017

日本の祭りを読み解く(歴史文化ライブラリー125)
歴史文化ライブラリー 真野　俊和 吉川弘文館

2001

ザビエルの同伴者　アンジロー-戦国時代の国際人-
(歴史文化ライブラリー126)

歴史文化ライブラリー 岸野　久 吉川弘文館
2001

文明開化と差別(歴史文化ライブラリー127) 歴史文化ライブラリー 今西　一 吉川弘文館 2017
アイヌ文化誌ノート(歴史文化ライブラリー128) 歴史文化ライブラリー 佐々木　利和 吉川弘文館 2017
マザーグースと日本人(歴史文化ライブラリー129)

歴史文化ライブラリー 鷲津　名都江 吉川弘文館
2017

日蓮(歴史文化ライブラリー130) 歴史文化ライブラリー 中尾　堯 吉川弘文館 2017
政治的リーダーと文化 筒井　清忠 編著 千倉書房 2011
ファシストの戦争 石田　憲 著 千倉書房 2011
文献管理ツール Mendeleyガイドブック 坂東 慶太（著） アトムス 2018
夢をかなえる英熟語　ユメジュク　センターから難
関大まで

英語の超人になる!アルク学参
シリーズ

木村,達哉 アルク
2010

翻訳というおしごと アルクはたらく×英語 実川,元子 アルク 2016
英語転職の教科書 村上,賀厚 アルク 2017
理系英語のプレゼンテーション 理系たまごシリーズ . 世界で活

躍する理工系研究者を目指して
野口,ジュディー-幸重,美津子 アルク

2007

キクジュク Basic 1800 アルク 2006
キクジュク【Super】3600 英語の超人になる!アルク学参

シリーズ
アルク

2007

究極のイギリス英語リスニング Standard
究極のイギリス英語リスニング アルク英語出版編集部 アルク

2009

究極のイギリス英語リスニング Deluxe
究極のイギリス英語リスニング アルク英語出版編集部 アルク

2009



究極のビジネス英語リスニングVol.1
究極のビジネス英語リスニング アルク英語出版編集部 アルク

2011

究極のビジネス英語リスニングVol.2
究極のビジネス英語リスニング アルク英語出版編集部 アルク

2011

夢をかなえる英文法　ユメブン 0 中学総復習～高校
入門レベル

英語の超人になる!アルク学参
シリーズ

アルク
2011

夢をかなえる英文法　ユメブン 1 高校修了～大学入
試レベル

英語の超人になる!アルク学参
シリーズ

木村,達哉-石﨑,陽一 アルク
2011

究極のビジネス英語リスニングVol.3
究極のビジネス英語リスニング アルク英語出版編集部 アルク

2011

TOEIC テスト 新形式問題　やり込みドリル ヒロ,前田、ロス,タロック アルク 2016
TOEIC(R)　TEST英単語出るとこだけ！ 小石,裕子 アルク 2016
TOEIC(R) TEST 英文法 出るとこだけ！ 小石,裕子 アルク 2016
キクタン日本語　日本語能力試験N2 前坊,香菜子-本田,ゆかり-三好,裕子 アルク 2016
キクタン日本語　日本語能力試験N3 前坊,香菜子-本田,ゆかり-三好,裕子 アルク 2016
TOEIC(R) LISTENING AND READINGテスト おま
かせ730点！

石井,洋佑 アルク
2016

完全攻略！TOEFLテスト英単語4000 河野,太一 アルク 2014
中国とビジネスをする鉄則55 アルクはたらく×英語 吉村,章 アルク 2017
シンガポールとビジネスをする鉄則55 関,泰二 アルク 2016
BeNative! 金融の英語 BeNative! 株式会社SMATOOS アルク 2016
BeNative! ITの英語 BeNative! 株式会社SMATOOS アルク 2016
自分のことを英語で伝える！　基本フレーズ80 アルク英語出版編集部 アルク 2016
総合英語One 総合監修：金谷 憲-馬場,哲生-高山,芳樹 アルク 2015
VOAニュースフラッシュ2017年度版 アルク出版編集部 アルク 2017
VOAニュースフラッシュ2016年度版 アルク出版編集部 アルク 2016
VOAニュースフラッシュ2015年度版 アルク出版編集部 アルク 2015
VOAニュースフラッシュ2014年度版 アルク出版編集部 アルク 2014
理系たまごの英単語＆表現40日間トレーニング　り
け単

信定,薫 アルク
2009



大学教員のための教室英語表現300 英語で授業シリーズ 中井,俊樹 アルク 2008
TOEIC テスト BEYOND 990 超上級リーディング 7
つのコアスキル

テッド,寺倉-ロス,タロック アルク
2015

TOEIC(R) TEST 文法・語彙 出るとこだけ! 問題集
小石,裕子 アルク

2016

改訂版キクタンTOEIC(R) TEST SCORE 500 一杉,武史 アルク 2016
本当に使えるBCPはシンプルだった。 池田　悦博 税務経理協会 2015
実務のための貸倒損失判例・裁決例集 林　仲宣 税務経理協会 2016
証券理論の新体系 佐藤　猛 税務経理協会 2016
簿記試験合格者のための　はじめての経理実務 小島　孝子 税務経理協会 2016
償却資産税のしくみと実務 吉川　宏延 税務経理協会 2016
重加算税の実務入門 田口　渉 税務経理協会 2017
雇用契約書の作り方・活用法〔第２版〕 保険サービスシステム 税務経理協会 2017
経営力と経営分析 現代財務管理論研究会 税務経理協会 2017
家族信託の教科書〔第２版〕 島田　雄左 税務経理協会 2017
経営者のための人手不足解消戦略 大和　一雄 税務経理協会 2017
会計の歴史〔改訂版〕 友岡　賛 税務経理協会 2018
新生児によくみられる形態異常とその形成外科的治
療

小林　眞司/野口　昌彦/近藤　昭二 著 メディカ出版
2007

ガンマナイフの臨床 木田　義久 編 メディカ出版 2008
改訂4版　必ず役立つ！肝炎診療バイブル 三田 英治 編著 / 平松 直樹 編著 メディカ出版 2018
Fetal Diagnosis with Online Video Hideaki Masuzaki,増崎英明 メディカ出版 2015
キクタン接客英会話【宿泊編】 アルク 2017
キクタン接客英会話【交通編】 アルク 2017
キクタン接客英会話【飲食編】 アルク英語出版編集部 アルク 2017
キクタン接客英会話【販売編】 アルク英語出版編集部 アルク 2017
マンガでわかる実用敬語　初級編 アルク英語出版編集部 アルク 2009
マンガで学ぶ　日本語表現と日本文化ーー多辺田家
が行く！！

アルク英語出版編集部 アルク
2009

マンガで学ぶ日本語会話術 アルク 2006



音読して楽しむ名作英文 アルク・ライブラリー アルク英語出版編集部 アルク 2017
翻訳スキルハンドブック～英日翻訳を中心に アルクはたらく×英語 小石,裕子 アルク 2017
接遇英語のプロが教える　「出だし」だけ＋ジェス
チャーからはじめるおもてなし英語

石井,洋佑 アルク
2017

英語の経済指標・情報の読み方 河野,太一 アルク 2017
キクタンドイツ語 入門編 株式会社SMATOOS アルク 2010
キクタン　イタリア語【入門編】 株式会社SMATOOS アルク 2011
改訂版　大学・大学院　留学生の日本語②作文編 実川,元子 アルク 2015
出題形式で学ぶ　中国語検定試験４級に合格するた
めの本

総合監修：金谷 憲-馬場,哲生-高山,芳樹 アルク
2012

昔話で学ぶ　韓国語中級リーディング アルク出版編集部 アルク 2011
中国語の構文 アルク出版編集部 アルク 2011
日本語会話力トレーニングブック アルク出版編集部 アルク 2011
マンガで学ぶ　日本語上級表現使い分け100 木村,達哉-石﨑,陽一 アルク 2011
起きてから寝るまで英語表現1000 前坊,香菜子-本田,ゆかり-三好,裕子 アルク 2017
世界で働く人になる！実践編～グローバルな環境で
たくましく生きるためのヒント26

一杉,武史 アルク
2018

VOAニュースフラッシュ2018年度版 吉村,章 アルク 2018
キクタン フランス語　【入門編】仏検5級レベル 関,泰二 アルク 2011
キクタンスペイン語 入門編 アルク英語出版編集部 アルク 2011
出題形式で学ぶ　ゼロから始めて中国語検定試験 準
４級に合格するための本

村上,賀厚 アルク
2009

完全改訂版 バイリンガル教育の方法ー12歳までに親
と教師ができること

アルク出版編集部 アルク
2016

改訂版　キクタン英検(R)1級 木村,達哉 アルク 2017
改訂版　キクタン英検(R)準1級 ヒロ,前田、ロス,タロック アルク 2017
改訂版　キクタン英検(R)2級 小石,裕子 アルク 2017
改訂版　キクタン英検(R)準2級 小石,裕子 アルク 2017
改訂版　キクタン英検(R)3級 前坊,香菜子-本田,ゆかり-三好,裕子 アルク 2017
結核ハンドブック 森下 宗彦, 渡辺 彰（編） アトムス 2014



疥癬ハンドブック 和田 康夫（編） アトムス 2016
粥状動脈硬化症 戸田 隆義 (編) アトムス 2017
透析医のための漢方薬テキスト 和田 健太朗（著） アトムス 2018
エコーで診る 先天性心疾患 富松 宏文（著） アトムス 2018
Self-Respect and Independence of Mind: The 
Challenge of Fukuzawa Yukichi

Kitaoka, Shinichi JPIC(出版文化産業振興財
2017

図書館を変える! ウェブスケールディスカバリー入
門 (ジャパンナレッジライブラリアンシリーズ)

飯野勝則 出版ニュース社
2016

再生の経営学 粟屋　仁美 白桃書房 2018
日本型マーケティングの進化と未来 新津　重幸 白桃書房 2017
イノベーションと内部非効率性 關　智一 白桃書房 2017
ファーウェイの技術と経営 今道　幸夫 白桃書房 2017
ファミリービジネスのイノベーション 玄場　公規 白桃書房 2018
IT会計帳簿論 中村　元彦 白桃書房 2018
証券理論モデルによるブラック・マンデーの原因究
明

佐藤　猛 白桃書房
2018

贅沢の法則 田村　正紀 白桃書房 2017
総合商社の本質 垰本　一雄  タオモト    カズオ 白桃書房 2018
しごとの日本語 FOR BEGINNERS 会話編 清 ルミ アルク 2018
短文音読で覚える英単語 タンタン 中学英語やり直
し編

平山 篤 アルク
2018

短文音読で覚える英単語 タンタン 高校英語やり直
し編

平山 篤 アルク
2018

アメリカ留学公式ガイドブック［第2版］～大学・大
学院留学を成功に導く

日米教育委員会 アルク
2018

翻訳地獄へようこそ 宮脇 孝雄 アルク 2017
キクタンBRITISH 小川 直樹 アルク 2010
はじめてのTOEIC(R)テスト スピーキング／ライ
ティング完全攻略

横川 綾子-トニー・クック アルク
2014

英語多読　すべての悩みは量が解決する！ 繁村 一義-酒井 邦秀-NPO多言語多読 アルク 2018



ビジネスがはかどる！　英文Eメールハンドブック
浅場 眞紀子 アルク

2018

TOEIC(R) L&Rテスト Part 3&4 鬼の変速リスニン
グ1

テッド寺倉-和泉 有香（Joy）-天満 嗣雄 アルク
2018

TOEIC(R) L&Rテスト Part 3&4 鬼の変速リスニン
グ2

テッド寺倉-和泉 有香（Joy）-天満 嗣雄 アルク
2018

キクタンサイエンス 地球とエネルギー編 斎藤 恭一 アルク 2012
キクタンサイエンス 生命科学編 近藤　哲男 アルク 2012
キクタンサイエンス 情報科学編 平井 通宏 アルク 2012
キクタンサイエンス 工学編 佐藤 洋一 アルク 2012
はじめての論理回路 飯田 全広 近代科学社 2018
シミュレーションで探る災害と人間 井田 喜明 近代科学社 2018
実践UXデザイン：現場感覚を磨く知識と知恵 松原 幸行 近代科学社 2018
プロジェクトの概念 第2版：プロジェクトマネジメ
ントの知恵に学ぶ

日本プロジェクトマネジメント協会【編】-  近代科学社
2018

IMIシリーズ：進化する産業数学2　数学テクノロ
ジー入門：画像技術を支える数学

岡田 勘三 近代科学社
2018

発見・創発できる人工知能 Otter：論理パズルから
のアプローチ

武藤 佳恭-安藤 類央 近代科学社
2018

ネットコモンズ公式マニュアル　NetCommons3：
クラウド活用で安全・簡単に本格ウェブサイト 新井 紀子【監修】-永原 篤 近代科学社

2018

高校英語教育を整理する！　教育現場における２２
のギャップ

金谷 憲-隅田 朗彦-大田 悦子-臼倉 美里 アルク
2013

コミュニカティブな英語教育を考える 上智大学CLTプロジェクト アルク 2014
英語４技能試験の選び方と活用法～妥当性の観点か
ら

平山 篤 アルク
2018

第2言語習得と母語習得から「言葉の学び」を考える　
より良い英語学習と英語教育へのヒント

和泉 伸一 アルク
2016

フェイクと憎悪:歪むメディアと民主主義 永田浩三［編著］ 大月書店 2018



米屋 小泉光久［著］ 大月書店 2018
性教育はどうして必要なんだろう？:包括的性教育を
すすめるための50のＱ＆Ａ

浅井春夫・艮香織・鶴田敦子［編著］ 大月書店
2018

わかる・役立つ　教育学入門 植上一希・寺崎里水［編］ 大月書店 2018
C．R．ロジャーズの「カウンセラーの中核三条件」
におけるキリスト教的側面

鶴田　一郎 大学教育出版
2018

法然上人　赤気の果てに─誕生の地に吹く朱色の風
─

瀬川　久志 大学教育出版
2018

地方災害と防災福祉コミュニティ─浅間山大噴火被
災地復興・発展の教訓─

川村　匡由 大学教育出版
2018

教員の在り方と資質向上 田邊昭雄／原田恵理子／森山賢一　著 大学教育出版 2018
デジタル動画像処理─理論と実践─ 三池秀敏／古賀和利　編著 大学教育出版 2018
痛みの存在意義─臨床哲学と理学療法学の視座─ 堀　寛史 大学教育出版 2018
情報化時代の今、公共図書館の役割とは─岡山県立
図書館の挑戦─

菱川　廣光 大学教育出版
2018

マッカーサーと幣原総理─憲法九条の発案者はどち
らか─

大越　哲仁 大学教育出版
2018

社会教育における防災教育の展開 野元　弘幸 大学教育出版 2018
記憶の薄暮 ─十七世紀英国と伝記─ 齊藤　美和 大学教育出版 2018
1992年の「精神薄弱」用語問題 鶴田　一郎 大学教育出版 2018
大都市災害と防災福祉コミュニティ─東京圏、大阪
圏、名古屋圏─

川村　匡由 大学教育出版
2018

図書館の基本を求めてⅨ─『風』『談論風発』2015
～2017より─

田井　郁久雄 大学教育出版
2018

画家の旅─日本画家中庭煖華の日記にみる旅と日常
─

福田　道宏 大学教育出版
2018

司法保護事業概説 森山武市郎 慧文社 2017
日本禁酒史 藤原暁三 慧文社 2017
増補版安藤太郎文集 安藤太郎 慧文社 2017
仏教と酒 藤原暁三 慧文社 2017



禁酒叢話 長尾半平 慧文社 2018
江戸好色文学史 斎藤昌三 慧文社 2018
西蔵 西蔵研究会-太田保一郎 慧文社 2018
河口慧海著述拾遺 補遺 河口慧海 慧文社 2018
観光学全集　第1巻　観光学の基礎 観光学全集 溝尾　良隆 原書房 2009
観光学全集　第4巻　観光行動論 観光学全集 橋本　俊哉 原書房 2013
観光学全集　第6巻　観光産業論 観光学全集 林　清 原書房 2015
観光学全集　第7巻　観光計画論１　理論と実践 観光学全集 梅川　智也 原書房 2018
観光学全集　第9巻　観光政策論 観光学全集 寺前　秀一 原書房 2009
全訂増補版　メダカ学全書 岩松　鷹司 大学教育出版 2018
Cultural Values and Organizational Commitment 
―A collection of studies on Malaysia and Japan
―

ロン・リム／　板倉宏昭 大学教育出版
2003

The Self-Employed Women's Association 江國　史子 大学教育出版 2009
The East Asian Knowledge-based Economies DEBNATH Sajit Chandra 大学教育出版 2013
Transition to Retirement and Active Ageing ―
Changes in Post-Retirement Lifestyles in Japan
―

前田　信彦 大学教育出版
2008

ワークブックTIMEを読む 清水　研明 大学教育出版 2001
許すな！悪文と不正確発音―正統的な日本語能力養
成のために―

赤塚　伊三武 大学教育出版
2007

英語から現在が見える―英語文化学入門― 小比賀　香苗 大学教育出版 2007
英語から日本が見える 小比賀　香苗 大学教育出版 2001
新版　英語学講義 浅田　壽男 大学教育出版 1997
英語教育改善のためのプログラム化とマネジメント
―すべての学生の英語力向上をめざして―

植山　剛行 大学教育出版
2009

英語再学習の技法 大園　弘 大学教育出版 2000
英語能―Noh Theater in Translation― 北村　英子 大学教育出版 2007
英語論文表現入門―中高基本150語から学ぶ英語学
術表現の世界―

安原　和也 大学教育出版
2011



円錐曲線論 アポッロニオス／ポール・ヴェル・エック／ 　大学教育出版 2009
古英語散文撰 井上　省紀 大学教育出版 1998
高校で教えるネイティブたちの英語―学校で生きた
英語を身につけるために―

渡辺　晶夫 大学教育出版
2008

重要英語構文・英文法ノート 安武　繁 大学教育出版 2011
談話と構文 伊藤　晃 大学教育出版 2010
英語上達法―文法から総合力へ― 中田　康行 大学教育出版 2007
医療と介護Next別冊② 介護事業者が知らないと損を
する　公的医療保険と診療報酬

青木 正人 著 メディカ出版
2018

明日からできる訪問看護管理 清崎 由美子 編著 メディカ出版 2018
脳神経外科速報2018年増刊　疾患別 臨床脳血管解
剖テキスト

大宅 宗一 監修/遠藤 英徳 編集 メディカ出版
2018

完全版　脳血管内治療学 滝 和郎 監修/宮地 茂 編集/松丸 祐司 編集/   メディカ出版 2018
開講！　神戸中央市民ER＋ICUスクール 神戸市立医療センター中央市民病院 救命救  メディカ出版 2018
子どもの生活白書2015年版 日本食育学術会議 監修／早稲田大学人間科  大学教育出版 2018
子どもの生活白書2016年版 日本食育学術会議 監修／早稲田大学人間科  大学教育出版 2018
はじめての版人のための小学校理科の『学び゙合い』 三崎　隆 大学教育出版 2018
はじめての版人のための中学校理科の『学び゙合い』 三崎　隆 大学教育出版 2008
理科教育法 第3版―理論をふまえた理科の授業実践
―

秋吉　博之 大学教育出版
2018

健康を科学する実践研究―読めばできる！養護教諭
の研究ガイド―

大野　泰子／川又　俊則 大学教育出版
2018

実践的指導力をつける家庭科教育法 多々納　道子／伊藤　圭子 大学教育出版 2008
入門GDP統計と経済波及効果分析　第2版 李　潔 大学教育出版 2018
疾患モデル動物 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 1994
分子栄養学概論 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 1996
栄養学と成人病 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 1997
フリーラジカルと疾病予防 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 1997
世界の食事指針の動向 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 1998
大豆タンパク質の加工特性と生理機能 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 1999



高齢者の食と栄養管理 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 2001
脳と栄養 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 2003
脂質栄養と健康 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 2005
食品の生理機能評価法 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 2007
アミノ酸の機能特性 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 2007
栄養学研究の最前線 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 2008
肥満と脂肪エネルギー代謝 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 2008
テーラーメイド個人対応栄養学 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 2009
ロコモティブシンドロームと栄養 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 2012
ルミナコイド研究のフロンティア―食物繊維・オリ
ゴ糖・レジスタントスターチの最新研究動向―

日本栄養・食糧学会　監修 建帛社
2010

機能性タンパク質・ペプチドと生体利用 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 2010
栄養・食品機能とトランスポーター 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 2011
災害時の栄養・食糧問題 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 2011
亜鉛の機能と健康―新たにわかった多彩な機能― 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 2013
ミネラル摂取と老化制御―リン研究の最前線― 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 2014
食品因子による栄養機能制御 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 2015
非栄養素の分子栄養学 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 2017
管理栄養士講座　人体の構造と機能 管理栄養士講座 岸　恭一・石村和敬　編著 建帛社 2005
管理栄養士講座　生化学・分子生物学〔第2版〕 管理栄養士講座 伊東蘆一・木元幸一・小林修平　編著 建帛社 2013
管理栄養士講座　臨床医学概論〔第3版〕 管理栄養士講座 福井次矢・小林修平　編著 建帛社 2012
管理栄養士講座　感染と生体防御〔第2版〕 管理栄養士講座 酒井　徹・森口　覚・山本　茂　編著 建帛社 2012
管理栄養士講座　新版　食品学 管理栄養士講座 辻　英明・五十嵐脩　編著 建帛社 2012
管理栄養士講座　人体栄養学の基礎〔第2版〕 管理栄養士講座 小林修平・山本　茂　編著 建帛社 2012
管理栄養士講座　改訂　ライフステージ栄養学 管理栄養士講座 藤田美明・池本真二　編著 建帛社 2011
管理栄養士講座　改訂　環境・スポーツ栄養学 管理栄養士講座 金子佳代子・髙田和子　編著 建帛社 2010
管理栄養士講座　公衆栄養学 管理栄養士講座 山本　茂・吉池信男　編著 建帛社 2006
管理栄養士講座　三訂　公衆衛生学〔第3版〕 管理栄養士講座 伊達ちぐさ・松村康弘　編著 建帛社 2017
管理栄養士講座　新版　食品衛生学〔第2版〕 管理栄養士講座 西島基弘・山本茂貴　編著 建帛社 2016
管理栄養士講座　栄養教育論〔第2版〕 管理栄養士講座 中村丁次・外山健二・笠原賀子　編著 建帛社 2016



管理栄養士講座　三訂　臨床栄養学Ⅰ 管理栄養士講座 鈴木　博・中村丁次　編著 建帛社 2016
管理栄養士講座　三訂　臨床栄養学Ⅱ 管理栄養士講座 鈴木　博・中村丁次　編著 建帛社 2015
管理栄養士講座　三訂　給食経営管理論 管理栄養士講座 朝見祐也・小松龍史・外山健二　編著 建帛社 2017
管理栄養士講座　三訂　健康・調理の科学〔第3版〕

管理栄養士講座 和田淑子・大越ひろ　編著 建帛社
2016

言語聴覚療法シリーズ１　改訂　言語聴覚障害総論
Ⅰ

言語聴覚療法シリーズ 倉内紀子　編著 建帛社
2012

言語聴覚療法シリーズ２　改訂　言語聴覚障害総論
Ⅱ

言語聴覚療法シリーズ 山崎京子　編著 建帛社
2007

言語聴覚療法シリーズ３　改訂　高次脳機能障害 言語聴覚療法シリーズ 長谷川賢一　編著 建帛社 2011
言語聴覚療法シリーズ４　改訂　失語症 言語聴覚療法シリーズ 石川裕治　編著 建帛社 2011
言語聴覚療法シリーズ５　改訂　聴覚障害Ⅰ－基礎
編

言語聴覚療法シリーズ 山田弘幸　編著 建帛社
2007

言語聴覚療法シリーズ６　改訂　聴覚障害Ⅱ－臨床
編

言語聴覚療法シリーズ 山田弘幸　編著 建帛社
2008

言語聴覚療法シリーズ７　改訂　機能性構音障害 言語聴覚療法シリーズ 本間慎治　編著 建帛社 2007
言語聴覚療法シリーズ８　器質性構音障害 言語聴覚療法シリーズ 斉藤裕恵　編著 建帛社 2002
言語聴覚療法シリーズ９　改訂　運動障害性構音障
害

言語聴覚療法シリーズ 熊倉勇美　編著 建帛社
2009

言語聴覚療法シリーズ10　改訂　言語発達障害Ⅰ 言語聴覚療法シリーズ 大貝　茂　編著 建帛社 2008
言語聴覚療法シリーズ11　改訂　言語発達障害Ⅱ 言語聴覚療法シリーズ 斉藤吉人　編著 建帛社 2007
言語聴覚療法シリーズ12　改訂　言語発達障害Ⅲ 言語聴覚療法シリーズ 笠井新一郎　編著 建帛社 2007
言語聴覚療法シリーズ13　改訂　吃音 言語聴覚療法シリーズ 都筑澄夫　編著 建帛社 2008
言語聴覚療法シリーズ14　改訂　音声障害 言語聴覚療法シリーズ 苅安　誠・城本　修　編著 建帛社 2012
言語聴覚療法シリーズ15　改訂　摂食・嚥下障害 言語聴覚療法シリーズ 清水充子　編著 建帛社 2014
言語聴覚療法シリーズ16　改訂　ＡＡＣ 言語聴覚療法シリーズ 久保健彦　編著 建帛社 2009
研究開発を成功に導くプログラムマネジメント 【編集】日本プロジェクトマネジメント協会近代科学社 2018
形態素解析の理論と実装 工藤 拓 近代科学社 2018
グラフ理論入門(原書第4版) ウィルソン R. J.,【訳】西関 隆夫,西関 裕子近代科学社 2001



孫と一緒にサイエンス　数って不思議！！…∞　
1+1=2?で始まる数学の世界

蟹江 幸博 近代科学社
2018

Microsoft Office 2016を使った情報リテラシーの基
礎

切田 節子-新 聖子-山岡 英孝-乙名 健-長山 近代科学社
2016

アルクライブラリー　ニュース英語が本当に解るボ
キャブラリー[政治・経済編]

谷川　幹 アルク
2018

アルクライブラリー　ニュース英語が本当に解るボ
キャブラリー[科学・社会編]

谷川　幹 アルク
2018

自由英作文はじめの１冊 工藤 洋路 アルク 2018
どんどん読める！　日本語ショートストーリーズ
Vol.3

アルク出版編集部 アルク
2018

高校生は中学英語を使いこなせるか？ 金谷 憲 アルク 2017
どんどん読める　ショートストーリーズ　Vol.1 アルク出版編集部 アルク 2017
どんどん読める　ショートストーリーズ　Vol.2 アルク出版編集部 アルク 2017
どんどんつながる漢字練習帳　中級編 鈴木 英子-佐藤 紀生-秀 眞知子-佐藤 佳子 アルク 2017
どんどんつながる漢字練習帳　初級編 鈴木 英子-佐藤 紀生-秀 眞知子-佐藤 佳子 アルク 2015
キクタン韓国語会話【入門編】 山崎 玲美奈 アルク 2017
完全攻略！中検準4級 氷野 善寛-奥村 佳代子-馮 誼光 アルク 2018
完全攻略！中検4級 氷野 善寛-奥村 佳代子-馮 誼光 アルク 2018
英文速読トレーニング ソクトレ150【はじめて編】

中野 達也 アルク
2016

英文速読トレーニング ソクトレ150【標準編】 中野 達也 アルク 2016
キクタン中国語会話【入門編】 氷野 善寛-紅粉 芳惠-海 暁芳 アルク 2017
評価ポイントで攻める！英語スピーキングテスト大
特訓

安河内 哲也 アルク
2013

日本語教育 よくわかる音声 松崎 寛-河野 俊之 アルク 2018
日本語教育 よくわかる文法 藤原 雅憲 アルク 2018
ゼロから始める！ すぐに役立つ！　英語の決算書の
読み方

建宮 努 アルク
2018

英語は2語で何でも言える！ 阿部　一 アルク 2018



夢をかなえる英作文　新ユメサク 木村 達哉-丸山 晃 アルク 2018
完全攻略！ TOEFL iBT(R) テスト リーディング　リ
スニング

コチェフ　アレクサンダー アルク
2018

完全攻略！ TOEFL iBT(R) テスト スピーキング　ラ
イティング

コチェフ　アレクサンダー アルク
2018

完全攻略！　TOEFL iBT(R)テスト 神部 孝 アルク 2014
スコア80突破ゼミ TOEFL iBT(R) テスト アゴス・ジャパン アルク 2014
スコア80突破ゼミ　TOEFL iBT（R）テスト イン
プット強化編

アゴス・ジャパン アルク
2014

スコア80突破ゼミ　TOEFL iBT（R）テスト アウト
プット強化編

アゴス・ジャパン アルク
2014

日本語ロジカルトレーニング　初級～考える・理解
する・伝わる力が身につく

西隈 俊哉 アルク
2018

日本語ロジカルトレーニング　中級～考える・理解
する・伝わる力が身につく

西隈 俊哉 アルク
2018

高校生の「日々」を表現するスピーキング練習帳　
ヒビスピ

中野 達也 アルク
2014

改訂第二版　起きてから寝るまで英単語帳 荒井 貴和-武藤 克彦 アルク 2018
無電柱化の時代へ　見上げたい日本の空☆復活への
シナリオ

NPO法人電線のない街づくり支援ネットワ かもがわ出版
2018

イマドキ家族のリアルと未来　憲法9条の陰でねらわ
れる24条

あすわか（明日の自由を守る若手弁護士の会かもがわ出版
2018

表現することは生きること　知的障害・発達障害の
ある人への合理的配慮2

湯汲英史 かもがわ出版
2018

農ある世界と地方の眼力 ―平成末期漫筆集― 小松　泰信 大学教育出版 2018
現象学的スポーツ運動観察論 佐藤　徹 大学教育出版 2018
子育ては生涯学習の原点 ―親キャリアをアップする
支援―

中野　由美子 大学教育出版
2018

データ分析ライブラリーを用いた最適化モデルの作
り方

【監修】久保 幹雄,【著】斉藤 努 近代科学社
2018



知能はどこから生まれるのか？：ムカデロボットと
探す「隠れた脳」

大須賀 公一 近代科学社
2018

地熱資源をめぐる 水・エネルギー・食料ネクサス：
学際・超学際アプローチに向けて

【編著】馬場 健司,増原 直樹,遠藤 愛子 近代科学社
2018

P値：その正しい理解と適用 柳川 堯 近代科学社 2018
近世の巨大地震(歴史文化ライブラリー463) 歴史文化ライブラリー 矢田俊文　著 吉川弘文館 2018
墓石が語る江戸時代-大名・庶民の墓事情-(歴史文化
ライブラリー464)

歴史文化ライブラリー 関根達人　著 吉川弘文館
2018

〈近代都市〉広島の形成 布川弘　著 吉川弘文館 2018
考える江戸の人々-自立する生き方をさぐる- 柴田純　著 吉川弘文館 2018
景観史と歴史地理学 金田章裕　編 吉川弘文館 2018
古墳時代の国家形成 下垣仁志　著 吉川弘文館 2018
宝塚戦略-小林一三の生活文化論-(読みなおす日本
史)

読みなおす日本史 津金澤　聰廣　著 吉川弘文館
2018

近代日本の歴史意識 羽賀祥二　編 吉川弘文館 2018
近代日本の地域と文化 羽賀祥二　編 吉川弘文館 2018
第1巻　世界戦争 現代の起点　第一次世界大戦 山室　信一，岡田　暁生，小関　隆，藤原　 　岩波書店 2014
第2巻　総力戦 現代の起点　第一次世界大戦 山室　信一，岡田　暁生，小関　隆，藤原　 　岩波書店 2014
第3巻　精神の変容 現代の起点　第一次世界大戦 山室　信一，岡田　暁生，小関　隆，藤原　 　岩波書店 2014
第4巻　遺産 現代の起点　第一次世界大戦 山室　信一，岡田　暁生，小関　隆，藤原　 　岩波書店 2014
共形場理論と1次元量子系 新物理学選書 川上　則雄，梁　成吉 岩波書店 1997
巨視的トンネル現象 新物理学選書 高木　伸 岩波書店 1997
量子ホール効果 新物理学選書 吉岡　大二郎 岩波書店 1998
スピングラス理論と情報統計力学 新物理学選書 西森　秀稔 岩波書店 1999
経路積分と対称性の量子的破れ 新物理学選書 藤川　和男 岩波書店 2001
電子相関の物理 新物理学選書 斯波　弘行 岩波書店 2001
ゆらぎのエネルギー論 新物理学選書 関本　謙 岩波書店 2004
古代オリエント事典 0 日本オリエント学会　編 岩波書店 2004
第1巻　主権と自由 講座　政治哲学 小野　紀明，川崎　修　編集代表，川出　良 　 　 　 　 　岩波書店 2014
第2巻　啓蒙・改革・革命 講座　政治哲学 小野　紀明，川崎　修　編集代表，川出　良 　 　 　 　 　岩波書店 2014



第3巻　近代の変容 講座　政治哲学 小野　紀明，川崎　修　編集代表，川出　良 　 　 　 　 　岩波書店 2014
第4巻　国家と社会 講座　政治哲学 小野　紀明，川崎　修　編集代表，川出　良 　 　 　 　 　岩波書店 2014
第5巻　理性の両義性 講座　政治哲学 小野　紀明，川崎　修　編集代表，川出　良 　 　 　 　 　岩波書店 2014
第6巻　政治哲学と現代 講座　政治哲学 小野　紀明，川崎　修　編集代表，川出　良 　 　 　 　 　岩波書店 2014
人工知能 Vol.33 No.4 （2018年7月号） 人工知能 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2018
人工知能 Vol.33 No.5 （2018年9月号） 人工知能 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2018
人工知能 Vol.33 No.6 （2018年11月号） 人工知能 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2018
図解　建築設備の知識（改訂3版） 建築設備の知識　編集委員会 オーム社 2018
Pythonで学ぶ統計的機械学習 金森　敬文 オーム社 2018
Pythonによるデータ解析入門 山内長承 オーム社 2018
設計技術者が知っておくべき 有限要素法の基本スキ
ル

青木隆平/長嶋利夫 オーム社
2018

第1巻　中世　11世紀から16世紀後半 講座　日本経済の歴史 深尾　京司,中村　尚史,中林　真幸 編 岩波書店 2017
第2巻　近世　16世紀末から19世紀前半 講座　日本経済の歴史 深尾　京司,中村　尚史,中林　真幸 編 岩波書店 2017
第3巻　近代1　19世紀後半から第一次世界大戦前
（1913）

講座　日本経済の歴史 深尾　京司,中村　尚史,中林　真幸 編 岩波書店
2017

第4巻　近代2　第一次世界大戦期から日中戦争前
（1914-1936）

講座　日本経済の歴史 深尾　京司,中村　尚史,中林　真幸 編 岩波書店
2017

第5巻　現代1　日中戦争期から高度成長期（1937-
72）

講座　日本経済の歴史 深尾　京司,中村　尚史,中林　真幸 編 岩波書店
2018

第6巻　現代2　安定成長期から構造改革期（1973
－2010）

講座　日本経済の歴史 深尾　京司,中村　尚史,中林　真幸 編 岩波書店
2018

はじめてのRStudio 浅野正彦/中村公亮 オーム社 2018
入門データベース 植村俊亮 オーム社 2018
10歳からのプログラミング ホームページやゲームを
つくってみよう

山内長承 オーム社
2018

Rによる計量政治学 浅野　正彦-矢内　勇生 オーム社 2018
実装　強化学習 Cによるロボットプログラミング 伊藤　一之 オーム社 2018
水産学シリーズ100 現代の水産学 日本水産学会出版委員会 恒星社厚生閣 2007
水産学シリーズ101 魚介類の摂餌刺激物質 原田 勝彦 恒星社厚生閣 2016



水産学シリーズ102 新しい養魚飼料 渡邉 武 恒星社厚生閣 2016
水産学シリーズ103 水産と環境 清水　誠 恒星社厚生閣 1994
水産学シリーズ104 水産動物の生体防御 森　勝義 恒星社厚生閣 1995
水産学シリーズ105 漁業の混獲問題 松田　皎 恒星社厚生閣 1995
水産学シリーズ106 魚介類の鮮度判定と品質保持 渡辺　悦生 恒星社厚生閣 1995
水産学シリーズ107 ウナギの初期生活史と種苗生産
の展望

多部田　修 恒星社厚生閣
1995

水産学シリーズ108 魚の行動生理学と漁法 有元　貴文 恒星社厚生閣 2015
水産学シリーズ109 イルカ類の感覚と行動 添田　秀男 恒星社厚生閣 1996
水産学シリーズ110 生物機能による環境修復 石田　祐三郎 恒星社厚生閣 1996
戦争の時代と夏目漱石　明治維新150年に当たって

小森　陽一 かもがわ出版
2018

泥憲和全集　「行動する思想」の記録 泥　憲和 かもがわ出版 2018
シングル単位思考法でわかるデートDV予防学 伊田　広行 かもがわ出版 2018
遊びが学びに欠かせないわけ ピーター・グレイ Tsukiji Shokan Publishing Co., Ltd. 築地書館 2018
１１の化石・生命誕生を語る［古生代］ ドナルド・R・プロセロ Tsukiji Shokan Publishing Co., Ltd. 築地書館 2018
８つの化石・進化の謎を解く［中生代］ ドナルド・R・プロセロ Tsukiji Shokan Publishing Co., Ltd. 築地書館 2018
６つの化石・人類への道［新生代］ ドナルド・R・プロセロ Tsukiji Shokan Publishing Co., Ltd. 築地書館 2018
先生、オサムシが研究室を掃除しています！ 小林朋道 Tsukiji Shokan Publishing Co., Ltd. 築地書館 2018
手話の歴史　上 ハーラン・レイン Tsukiji Shokan Publishing Co., Ltd. 築地書館 2018
手話の歴史　下 ハーラン・レイン Tsukiji Shokan Publishing Co., Ltd. 築地書館 2018
虐待・親にもケアを 森田ゆり Tsukiji Shokan Publishing Co., Ltd. 築地書館 2018
鹿と日本人 田中淳夫 Tsukiji Shokan Publishing Co., Ltd. 築地書館 2018
虫から死亡推定時刻はわかるのか？ 三枝聖 Tsukiji Shokan Publishing Co., Ltd. 築地書館 2018
植物と叡智の守り人 ロビン・ウォール・キマラー Tsukiji Shokan Publishing Co., Ltd. 築地書館 2018
先生、脳のなかで自然が叫んでいます！ 小林朋道 Tsukiji Shokan Publishing Co., Ltd. 築地書館 2018
土・牛・微生物 デイビッド・モントゴメリー Tsukiji Shokan Publishing Co., Ltd. 築地書館 2018
アラケロフ幾何 岩波数学叢書 森脇　淳 岩波書店 2008
線形計算の数理 岩波数学叢書 杉原　正顯，室田　一雄 岩波書店 2009
複雑領域上のディリクレ問題 岩波数学叢書 相川　弘明 岩波書店 2008



ギンツブル-クランダウ方程式と安定性解析 岩波数学叢書 神保　秀一，森田　善久 岩波書店 2009
オーリッチ空間とその応用 岩波数学叢書 北　廣男 岩波書店 2009
正則関数のなすヒルベルト空間 岩波数学叢書 中路　貴彦 岩波書店 2009
特異積分 岩波数学叢書 薮田　公三 岩波書店 2010
放物型発展方程式とその応用　（上）　可解性の理
論

岩波数学叢書 八木　厚志 岩波書店
2011

放物型発展方程式とその応用　（下）　解の挙動と
自己組織化

岩波数学叢書 八木　厚志 岩波書店
2011

リジッド幾何学入門 岩波数学叢書 加藤　文元 岩波書店 2013
高次元代数多様体論 岩波数学叢書 川又　雄二郎 岩波書店 2014
ファイナンスと保険の数理 岩波数学叢書 井上　昭彦，中野　張，福田　敬 岩波書店 2014
岩澤理論とその展望　（上） 岩波数学叢書 落合　理 岩波書店 2014
岩澤理論とその展望　（下） 岩波数学叢書 落合　理 岩波書店 2014
数値解析の原理　現象の解明をめざして 岩波数学叢書 菊地　文雄，齊藤　宣一 岩波書店 2016
信託の法制度と税制 葭田　英人 税務経理協会 2017
多国籍企業とグローバルビジネス〔改訂版〕 林　倬史 税務経理協会 2017
原価計算〔改訂版〕 清水　孝 税務経理協会 2017
企業間管理と管理会計 浜田　和樹 税務経理協会 2018
現代の経営学 菊池　敏夫 税務経理協会 2018
ゼロからスタート簿記入門 渡辺　竜介 税務経理協会 2018
M&A会計の実務 竹村　純也 税務経理協会 2018
生保会社の経営課題 小藤　康夫 税務経理協会 2018
統計学への招待 日本経営数学会 税務経理協会 2018
産業クラスターの進化とネットワーク 小藤　康夫 税務経理協会 2018
会計基準の考え方 西川　郁生 税務経理協会 2018
租税法令の読み方・書き方講座 青木　丈 税務経理協会 2018
就業規則の作り方 保険サービスシステム株式会社 税務経理協会 2018
相続税申告に係る資料の収集と分析 中島　朋之 税務経理協会 2018
おひとりさまの死後事務委任 島田　雄左 税務経理協会 2018
現代英国税制 酒井　翔子 税務経理協会 2018



民法への招待［第5版］ 池田　真朗 税務経理協会 2018
学校法人ハンドブック〔八訂版〕 実藤　秀志 税務経理協会 2018
社会福祉法人の事務処理体制の向上支援業務 岩波　一泰 税務経理協会 2018
畜生・餓鬼・地獄の中世仏教史-因果応報と悪道-(歴
史文化ライブラリー460)

歴史文化ライブラリー 生駒哲郎 吉川弘文館
2018

中世の喫茶文化-儀礼の茶から「茶の湯」へ-(歴史文
化ライブラリー461)

歴史文化ライブラリー 橋本素子 吉川弘文館
2018

平安時代の后と王権 東海林亜矢子 吉川弘文館 2018
戊辰戦争の新視点 上-世界・政治- 奈倉哲三・保谷徹・箱石大 吉川弘文館 2018
井上馨と明治国家建設-「大大蔵省」の成立と展開-

小幡圭祐 吉川弘文館
2018

「通商国家」日本の情報戦略-領事報告をよむ-(読みなお

す日本史)
読みなおす日本史 角山榮 吉川弘文館 2018

龍馬暗殺(歴史文化ライブラリー462) 歴史文化ライブラリー 桐野作人 吉川弘文館 2018
戦国期の村落と領主権力 銭静怡 吉川弘文館 2018
古代宮都と関連遺跡の研究 小澤毅 吉川弘文館 2018
近世の摂家と朝幕関係 長坂良宏 吉川弘文館 2018
戊辰戦争の新視点 下-軍事・民衆- 奈倉哲三・保谷徹・箱石大 吉川弘文館 2018
十七世紀日本の秩序形成 木村直樹・牧原成征 吉川弘文館 2018
正倉院宝物と東大寺献物帳 米田雄介 吉川弘文館 2018
史料・史跡と古代社会 佐藤信 吉川弘文館 2018
律令制と古代国家 佐藤信 吉川弘文館 2018
日本の参謀本部(読みなおす日本史) 読みなおす日本史 大江志乃夫 吉川弘文館 2018
将軍・執権・連署-鎌倉幕府権力を考える- 日本史史料研究会 吉川弘文館 2018
鷹狩と王朝文学 三保忠夫 吉川弘文館 2018
現代民俗学のフィールド 古家信平 吉川弘文館 2018
JMPではじめる 統計的問題解決入門 三井 正 著 オーム社 2017
Rによるやさしいテキストマイニング 小林　雄一郎 オーム社 2017
自然言語処理と深層学習 C言語によるシミュレー
ション

小高　知宏　著 オーム社
2017



かんたん！　スマートフォン＋FlashAir(TM)で楽し
むIoT電子工作

小松　博史 著 オーム社
2017

坂本真樹先生が教える 人工知能がほぼほぼわかる本
坂本 真樹　著 オーム社

2017

人工知能と社会 2025年の未来予想 AIX（人工知能先端研究センター）　監修       　オーム社 2018
大学課程　電機設計学（改訂3版） 竹内 寿太郎/西方 正司 オーム社 2016
子どもに教えるためのプログラミング入門―Excelで
はじめるVisual　Basic

田中 一成 オーム社
2016

Rによる実証分析―回帰分析から因果分析へ 星野 匡郎/田中 久稔 オーム社 2016
回路シミュレータLTspiceで学ぶ電子回路（第2版）

渋谷 道雄 オーム社
2016

大学課程　機構学（改訂2版） 稲田 重男/森田 鈞/長瀬 亮/原田 孝 オーム社 2016
Pythonによる機械学習入門 株式会社システム計画研究所 オーム社 2016
例題とExcel演習で学ぶ多変量解析―回帰分析・判別
分析・コンジョイント分析編

菅 民郎 オーム社
2016

例題とExcel演習で学ぶ実験計画法とタグチメソッド
菅 民郎 オーム社

2016

機械学習入門―ボルツマン機械学習から深層学習ま
で

大関 真之 オーム社
2016

実装　ディープラーニング 株式会社フォワードネットワーク/ 藤田 一   オーム社 2016
アジャイルコーチング Rachel Davies/Liz Sedley/  永瀬 美穂/角 オーム社 2017
Rによるデータ駆動マーケティング 豊田 裕貴 オーム社 2017
発見・予想を積み重ねる―それが整数論 安福 悠 オーム社 2016
情報リテラシー教科書 Windows10/Office2016対
応版

矢野 文彦 オーム社
2017

情報リテラシー教科書 
Windows10/Office2016+Access2016対応版

矢野 文彦 オーム社
2017

ゼロからはじめる3種冷凍試験（改訂2版） オーム社 オーム社 2016
例題とExcel演習で学ぶ多変量解析 生存時間解析・
ロジスティック回帰分析・時系列分析編

菅 民郎 オーム社
2017



挫折しない統計学入門 数学苦手意識を克服する 浅野 晃 オーム社 2017
IT　Text　応用Web技術（改訂2版） 松下 温/市村 哲/宇田 隆哉 オーム社 2017
データサイエンス教本 Pythonで学ぶ統計分析・パ
ターン認識・深層学習・信号処理・時系列データ分
析

橋本 洋志-牧野 浩二 オーム社
2018

SAS　Enterprise　Guide　時系列分析編 SAS Institute Japan/高柳 良太 オーム社 2017
電力労働者のたたかいと歌の力 中村　浩爾・田中　幸世 かもがわ出版 2019
自衛官の使命と苦悩 渡邊　隆・山本　洋・林　吉永 かもがわ出版 2019
激変の北東アジア　日本の新国家戦略 塩谷　隆英・美根　慶樹・柳澤　協二・河東　 　かもがわ出版 2019
Pythonと実例で学ぶ機械学習 識別・予測・異常検
知

福井 健一 オーム社
2018

リンの事典 大竹　久夫(編集委員長) 朝倉書店 2017
茶の事典 大森　正司-阿南　豊正-伊勢村　護-加藤　 　 　朝倉書店 2017
水産学シリーズ111 トラフグの漁業と資源管理 多部田　修 恒星社厚生閣 1997
水産学シリーズ112 ヒラメの生物学と資源培養 南　卓志 恒星社厚生閣 1997
水産学シリーズ113 有用海藻のバイオテクノロジー

能登谷　正浩 恒星社厚生閣
1997

水産学シリーズ114 魚介類の細胞外マトリックス 木村　茂 恒星社厚生閣 1997
水産学シリーズ115 水産動物の成長解析 赤嶺　達郎 恒星社厚生閣 1997
水産学シリーズ116 砂浜海岸における仔稚魚の生物
学

千田　哲資 恒星社厚生閣
1998

水産学シリーズ117 水産育種に関わる形質の発現と
評価

藤尾　芳久 恒星社厚生閣
1998

水産学シリーズ118 水産資源・漁業の管理技術 北原　武 恒星社厚生閣 1998
水産学シリーズ119 マイワシの資源変動と生態変化

渡邊　良朗 恒星社厚生閣
1998

水産学シリーズ120 磯焼けの機構と藻場修復 谷口　和也 恒星社厚生閣 1999
水産学シリーズ121 漁業と資源の情報学 青木　一郎 恒星社厚生閣 1999
水産学シリーズ122 魚貝類筋肉タンパク質 西田　清義 恒星社厚生閣 1999



水産学シリーズ123 水産養殖とゼロエミッション研
究

日野　明徳 恒星社厚生閣
1999

水産学シリーズ124 TAC管理下における直接推定法
浅野　謙治 恒星社厚生閣

2000

水産学シリーズ125 HACCP（ハセップ）と水産食品
藤井　建夫 恒星社厚生閣

2000

水産学シリーズ126 水産環境における内分泌攪乱物
質

川合　真一郎 恒星社厚生閣
2000

水産学シリーズ127 漁具の選択特性の評価と資源管
理

東海　正 恒星社厚生閣
2001

水産学シリーズ128 魚類の自発摂餌 田畑　満生 恒星社厚生閣 2001
水産学シリーズ129 オゴノリの利用と展望 寺田　竜太 恒星社厚生閣 2001
水産学シリーズ130 かまぼこの足形成 関　伸夫 恒星社厚生閣 2001
水産学シリーズ131 スズキと生物多様性 田中　克 恒星社厚生閣 2002
水産学シリーズ132 水産業における水圏環境保全と
修復機能

松田　治 恒星社厚生閣
2002

水産学シリーズ133 海藻食品の品質保持と加工・流
通

小川　廣男 恒星社厚生閣
2002

水産学シリーズ134 有害・有毒藻類ブルームの予防
と駆除

広石　伸互 恒星社厚生閣
2002

水産学シリーズ135 魚類の免疫系 渡辺　翼 恒星社厚生閣 2003
水産学シリーズ136 水産動物の性と行動生態 中園　明信 恒星社厚生閣 2003
水産学シリーズ137 養殖魚の健全性に及ぼす微量栄
養素

中川　平介 恒星社厚生閣
2003

水産学シリーズ138 エビ・カニ類資源の多様性 大富　潤 恒星社厚生閣 2003
水産学シリーズ139 マアジの産卵と加入機構 原　一郎 恒星社厚生閣 2004
水産学シリーズ140 微量人工化学物質の生物モニタ
リング

竹内　一郎 恒星社厚生閣
2004

水産学シリーズ141 水産物の品質・鮮度とその高度
保持技術

中添　純一 恒星社厚生閣
2004



水産学シリーズ142 水産機能性脂質 高橋　是太郎 恒星社厚生閣 2004
水産学シリーズ143 水産食品の安全・安心対策 阿部　宏喜 恒星社厚生閣 2004
水産学シリーズ144 ベントスと漁業 林　勇夫 恒星社厚生閣 2005
水産学シリーズ145 流出油の海洋生態系への影響 大和田　紘一 恒星社厚生閣 2005
水産学シリーズ146 かまぼこの足形成　II　水の挙
動とゲル物性の変化

伊藤　慶明 恒星社厚生閣
2005

水産学シリーズ147 レジームシフトと水産資源管理
青木　一郎 恒星社厚生閣

2005

水産学シリーズ148 ブリの資源培養と養殖業の展望
松山　倫也 恒星社厚生閣

2006

水産学シリーズ149 水産物の原料・産地判別 福田　裕 恒星社厚生閣 2006
水産学シリーズ150 養殖海域の環境収容力 古谷　研 恒星社厚生閣 2006
日本人はどのように自然と関わってきたのか コンラッド・タットマン 築地書館 2018
追跡！辺境微生物 中井亮佑 築地書館 2018
謎のカラスを追う 中村純夫 築地書館 2018
帰ってきた！日本全国　化石採集の旅 大八木和久 築地書館 2018
タネと内臓 吉田太郎 築地書館 2018
理科系の日本語表現技法　（新装版） 栗山　次郎(編著) 朝倉書店 2015
人間の許容限界事典　（新装版） 山﨑　昌廣-坂本　和義-関　邦博(編-編-編朝倉書店 2015
アブストラクトで学ぶ　理系英語　構造図解５０ 斎藤　恭一-梅野　太輔(著-著) 朝倉書店 2017
食行動の科学　 ―「食べる」を読みとく―(食と味
嗅覚の人間科学)

今田　純雄-和田　有史(編-編) 朝倉書店
2017

情動と発達・教育　 ─子どもの成長環境─(情動学シ

リーズ３)
情動学シリーズ 伊藤　良子-津田　正明(編-編) 朝倉書店 2015

情動と意思決定　 ─感情と理性の統合─(情動学シ
リーズ　４)

情動学シリーズ 渡邊　正孝-船橋　新太郎(編-編) 朝倉書店
2015

情動と運動　 ─スポーツとこころ─(情動学シリー
ズ　５)

情動学シリーズ 西野　仁雄-中込　四郎(編-編) 朝倉書店
2016

情動とトラウマ　 ―制御の仕組みと治療・対応―
(情動学シリーズ　８)

情動学シリーズ 奥山　眞紀子-三村　將(編-編) 朝倉書店
2017



事例で学ぶ数学活用法 大熊　政明-金子　成彦-吉田　英生(編-編-朝倉書店 2015
電気電子情報のための　線形代数 奥村　浩士(著) 朝倉書店 2015
常微分方程式の新しい教科書 堀畑　和弘-長谷川　浩司(著-著) 朝倉書店 2016
経済学のための線形代数 平口　良司(著) 朝倉書店 2017
幾何学百科　Ｉ　多様体のトポロジー 服部　晶夫-佐藤　肇-森田　茂之(著-著-著朝倉書店 2016
コンピュータと数学　(現代基礎数学　２) 現代基礎数学 高橋　正子(著) 朝倉書店 2016
応用微分方程式　(現代基礎数学１０) 現代基礎数学 小川　卓克(著) 朝倉書店 2017
曲面と可積分系　(現代基礎数学１８) 現代基礎数学 井ノ口　順一(著) 朝倉書店 2015
確率計画法　(応用最適化シリーズ５) 応用最適化シリーズ 椎名　孝之(著) 朝倉書店 2015
非線形計画法　(応用最適化シリーズ６) 応用最適化シリーズ 山下　信雄(著) 朝倉書店 2015
解析的整数論Ｉ　 ―素数分布論―(朝倉数学大系１) 朝倉数学大系 本橋　洋一(著) 朝倉書店 2009
解析的整数論ＩＩ　 ─ゼータ解析─(朝倉数学大系
２)

朝倉数学大系 本橋　洋一(著) 朝倉書店
2011

ラプラシアンの幾何と有限要素法　(朝倉数学大系
３)

朝倉数学大系 浦川　肇(著) 朝倉書店
2009

逆問題　 ─理論および数理科学への応用─(朝倉数
学大系４)

朝倉数学大系 堤　正義(著) 朝倉書店
2012

線型代数群の基礎　(朝倉数学大系１２) 朝倉数学大系 堀田　良之(著) 朝倉書店 2016
Ｊａｖａによる　３Ｄ　ＣＧ入門 山口　泰(著) 朝倉書店 2015
楽しく学べる　ＢＡＳＩＣプログラミング　 ―ｉ９
９－ＢＡＳＩＣによる計測・制御システム開発入門
―

西本　澄(著) 朝倉書店
2016

はじめての　統計データ分析　 ―ベイズ的〈ポスト
ｐ値時代〉の統計学―

豊田　秀樹(著) 朝倉書店
2016

市場分析のための　統計学入門 清水　千弘(著) 朝倉書店 2016
Ｒで学ぶ　実験計画法 長畑　秀和(著) 朝倉書店 2016
すべての医療系学生・研究者に贈る　独習統計学応
用編２４講　 ─分割表・回帰分析・ロジスティック
回帰─

鶴田　陽和(著) 朝倉書店
2016



実践ベイズモデリング　 ―解析技法と認知モデル―
豊田　秀樹(編著) 朝倉書店

2017

ビジネスマンがはじめて学ぶ　ベイズ統計学　 ―Ｅ
ｘｃｅｌからＲへステップアップ―

朝野　熙彦(編著) 朝倉書店
2017

Ｒで学ぶ　多変量解析 長畑　秀和(著) 朝倉書店 2017
新版　医学統計学ハンドブック 丹後　俊郎(編)-松井　茂之(編) 朝倉書店 2018
やってみよう　テキストマイニング 牛澤　賢二(著) 朝倉書店 2018
統計解析の英語表現　―学会発表，論文作成へ向け
て―(医学統計学シリーズ８)

医学統計学シリーズ 丹後　俊郎(著)-Taeko　 Becque(著) 朝倉書店
2009

ベイジアン統計解析の実際　―ＷｉｎＢＵＧＳを利
用して―(医学統計学シリーズ９)

医学統計学シリーズ 丹後　俊郎(著)-Taeko　 Becque(著) 朝倉書店
2011

新版　メタ・アナリシス入門　 ─エビデンスの統合
をめざす統計手法─(医学統計学シリーズ　４)

医学統計学シリーズ 丹後　俊郎(著) 朝倉書店
2016

意思決定の処方　(シリーズ〈行動計量の科学〉６) 行動計量の科学 竹村　和久-藤井　聡(著-著) 朝倉書店 2015
線形回帰分析　(統計ライブラリー) 統計ライブラリー 蓑谷　千凰彦(著) 朝倉書店 2015
頑健回帰推定　(統計ライブラリー) 統計ライブラリー 蓑谷　千凰彦(著) 朝倉書店 2016
ノンパラメトリック法　(統計解析スタンダード) 統計解析スタンダード 村上　秀俊(著) 朝倉書店 2015
経時データ解析　(統計解析スタンダード) 統計解析スタンダード 船渡川　伊久子-船渡川　隆(著-著) 朝倉書店 2015
統計的因果推論　(統計解析スタンダード) 統計解析スタンダード 岩崎　学(著) 朝倉書店 2015
欠測データの統計解析　(統計解析スタンダード) 統計解析スタンダード 阿部　貴行(著) 朝倉書店 2016
一般化線形モデル　(統計解析スタンダード) 統計解析スタンダード 汪　金芳(著) 朝倉書店 2016
経時的繰り返し測定デザイン　 ―治療効果を評価す
る混合効果モデルとその周辺―(医学統計学シリーズ
１０)

医学統計学シリーズ 丹後　俊郎(著) 朝倉書店
2015

新版　無作為化比較試験　―デザインと統計解析―
(医学統計学シリーズ　５)

医学統計学シリーズ 丹後　俊郎(著) 朝倉書店
2018

新版　統計学のセンス　―デザインする視点・デー
タを見る目―(医学統計学シリーズ１)

医学統計学シリーズ 丹後　俊郎(著) 朝倉書店
2018

新版　Ｃｏｘ比例ハザードモデル(医学統計学シリー
ズ　３)

医学統計学シリーズ 中村　剛(著) 朝倉書店
2018



Ｐｙｔｈｏｎによる　ファイナンス入門　(実践Ｐｙ
ｔｈｏｎライブラリー)

実践Ｐｙｔｈｏｎライブラリー 中妻　照雄(著) 朝倉書店
2018

物性科学ハンドブック　 ─概念・現象・物質─ 東京大学物性研究所(編) 朝倉書店 2016
人物でよむ　物理法則の事典 米沢　富美子-辻　和彦(総編集-編集幹事) 朝倉書店 2015
分子性物質の物理　 ―物性物理の新潮流― 鹿野田　一司-宇治　進也(編著-編著) 朝倉書店 2015
イラストレイテッド　光の実験 大津　元一(監修)-田所　利康(著) 朝倉書店 2016
光学 谷田貝　豊彦(著) 朝倉書店 2017
個別量子系の物理　 ─イオントラップと量子情報処
理─

占部　伸二(著) 朝倉書店
2017

これからの光学　 ―古典論・量子論・物質との相互
作用・新しい光―

大津　元一(著) 朝倉書店
2017

納得しながら　物理数学　(納得しながら学べる物理
シリーズ　５)

納得しながら学べる物理シリー
ズ

岸野　正剛(著) 朝倉書店
2016

半導体量子構造の物理　(現代物理学［展開シリー
ズ］　５)

展開シリーズ 平山　祥郎-山口　浩司-佐々木　智(著-著-朝倉書店
2016

放射化学の事典 日本放射化学会(編) 朝倉書店 2015
基礎分析化学 小熊　幸一-酒井　忠雄(編著-編著) 朝倉書店 2015
蛍光Ｘ線分析の実際　（第２版） 中井　泉-日本分析化学会Ｘ線分析研究懇談朝倉書店 2016
物性量子化学　(朝倉化学大系　１) 朝倉化学大系 山口　兆(著) 朝倉書店 2016
構造有機化学　(朝倉化学大系　４) 朝倉化学大系 戸部　義人-豊田　真司(著-著) 朝倉書店 2016
赤外分光３０講　(やさしい化学３０講シリーズ　４) やさしい化学３０講シリーズ 山崎　昶(著) 朝倉書店 2016
化学英語３０講　 ―リーディング・文法・リスニン
グ―(やさしい化学３０講シリーズ　５)

やさしい化学３０講シリーズ 宮本　惠子(著) 朝倉書店
2017

系外惑星の事典 井田　茂(編)-田村　元秀(編)-生駒　大洋(編 　朝倉書店 2016
災害情報学事典 日本災害情報学会(編) 朝倉書店 2016
低温環境の科学事典 河村　公隆(他編) 朝倉書店 2016
自然地理学事典 小池　一之-山下　脩二(他編-他編) 朝倉書店 2017
地理を学ぼう　地理エクスカーション 伊藤　徹哉-鈴木　重雄-立正大学地理学教室朝倉書店 2015
文化ツーリズム学　(よくわかる観光学３) よくわかる観光学 菊地　俊夫-松村　公明(編著-編著) 朝倉書店 2016
大気と雨の衛星観測　(気象学の新潮流　３) 気象学の新潮流 中澤　哲夫-中島　孝-中村　健治(編-著-著朝倉書店 2016



「異常気象」の考え方　(気象学の新潮流　５) 気象学の新潮流 木本　昌秀(著) 朝倉書店 2017
地理学概論　（第２版）(地理学基礎シリーズ１) 地理学基礎シリーズ 上野　和彦-椿　真智子-中村　康子(編-編-朝倉書店 2015
光と生命の事典 日本光生物学協会　 光と生命の事典 編集委朝倉書店 2016
分子細胞生物学　（第２版） 多賀谷　光男(著) 朝倉書店 2016
持続可能な開発目標と国際貢献　 ―フィールドから
見たＳＤＧｓ―

東洋大学国際共生社会研究センター(編) 朝倉書店
2017

人間環境学の創る世界　(シリーズ〈環境の世界〉
６)

環境の世界 東京大学大学院環境学研究系(編) 朝倉書店
2015

エネルギー変換工学（電気電子工学シリーズ１２）
電気電子工学シリーズ 小山　純(著)-樋口　剛(著) 朝倉書店

2008

機械力学ハンドブック　 ―動力学・振動・制御・解
析―

金子　成彦-大熊　政明(編-編) 朝倉書店
2015

制御の事典 野波　健蔵-水野　毅(編者代表-編者代表) 朝倉書店 2015
流れのすじがよくわかる　流体力学 小森　悟(著) 朝倉書店 2016
きづく！つながる！　機械工学 窪田　佳寛-吉野　隆-望月　修(著-著-著) 朝倉書店 2018
最新　香料の事典 荒井　綜一(編)-小林　彰夫(編)-矢島　泉(編 　朝倉書店 2000
改訂新版　橋梁工学 林川　俊郎(著) 朝倉書店 2017
地盤の液状化　 ─発生原理と予測・影響・対策─ 石原　研而(著) 朝倉書店 2017
待ち行列の数理モデル　(確率工学シリーズ　１) 確率工学シリーズ 木村　俊一(著) 朝倉書店 2016
株式の計量分析入門　 ―バリュエーションとファクターモ

デル―(ＦｉｎＴｅｃｈ　ライブラリー) ＦｉｎＴｅｃｈ　ライブラリー 津田　博史-吉野　貴晶(著-著) 朝倉書店
2016

ファイナンスにおける　数値計算手法の新展開　
(ジャフィー・ジャーナル：金融工学と市場計量分
析)

日本金融・証券計量・工学学会(編) 朝倉書店
2016

金融市場の高頻度データ分析　 ―データ処理・モデリン

グ・実証分析―(ファイナンス・ライブラリー１３)
ファイナンス・ライブラリー 林　高樹-佐藤　彰洋(著-著) 朝倉書店 2016

確率制御の基礎と応用（ファイナンス・ライブラ
リー１４）

ファイナンス・ライブラリー 辻村　元男(著)-前田　章(著) 朝倉書店
2016

メディカルスタッフから教職員まで　アレルギーの
はなし　 ─予防・治療・自己管理─

秋山　一男-大田　健-近藤　直実(編-編-編朝倉書店
2017



人体のしくみとはたらき 澤口　彰子(他著) 朝倉書店 2015
保健医療福祉のための　臨床推論　 ―チーム医療・
チームケアのための実学―

北島　政樹(総編集) 朝倉書店
2016

土のひみつ　 ―食料・環境・生命― 日本土壌肥料学会「土のひみつ」編集グル 朝倉書店 2015
飼料・緑肥作物の栽培と利用　(作物栽培大系　８) 作物栽培大系 日本作物学会「作物栽培大系」編集委員会- 　 　朝倉書店 2017
植物ウイルス大事典 日比　忠明-大木　理(監修-監修) 朝倉書店 2015
最新　栄養化学 野口　忠(他著) 朝倉書店 2000
ゴマの機能と科学　(食物と健康の科学シリーズ) 食物と健康の科学シリーズ 並木　満夫-福田　靖子-田代　亨(編-編-編朝倉書店 2015
油脂の科学　(食物と健康の科学シリーズ) 食物と健康の科学シリーズ 戸谷　洋一郎-原　節子(編-編) 朝倉書店 2015
乳の科学　(食物と健康の科学シリーズ) 食物と健康の科学シリーズ 上野川　修一(編) 朝倉書店 2015
だしの科学　(食物と健康の科学シリーズ) 食物と健康の科学シリーズ 的場　輝佳-外内　尚人(編-編) 朝倉書店 2017
ブタの科学　(シリーズ〈家畜の科学〉２) 家畜の科学 鈴木　啓一(編) 朝倉書店 2014
ヤギの科学　(シリーズ〈家畜の科学〉３) 家畜の科学 中西　良孝(編) 朝倉書店 2014
ニワトリの科学　(シリーズ〈家畜の科学〉４) 家畜の科学 古瀬　充宏(編) 朝倉書店 2014
ヒツジの科学　(シリーズ〈家畜の科学〉５) 家畜の科学 田中　智夫(編) 朝倉書店 2015
ウマの科学（シリーズ〈家畜の科学〉　６） 家畜の科学 近藤　誠司(編) 朝倉書店 2016
改訂　獣医生化学 横田　博-木村　和弘-志水　泰武(編-編-編朝倉書店 2016
オックスフォード　仏教辞典　(オックスフォード辞
典シリーズ)

オックスフォード辞典シリーズ D.　キーオン-末木　文美士-豊嶋　悠吾(著朝倉書店
2016

新・神話学入門 山田　仁史(著) 朝倉書店 2017
ことばの思想家５０人　 ─重要人物からみる言語学
史─

M.　トマス-中島　平三-瀬田　幸人-田子内　朝倉書店
2016

日本語表現力　 アカデミック・ライティングのため
の基礎トレーニング

石塚　正英-黒木　朋興(編著-編著) 朝倉書店
2016

データで学ぶ日本語学入門 計量国語学会(編集) 朝倉書店 2017
空間と時間の中の方言　 ―ことばの変化は方言地図
にどう現れるか―

大西　拓一郎(編) 朝倉書店
2017

最新　理論言語学用語事典 畠山　雄二(編) 朝倉書店 2017
ことわざのタマゴ　 ―当世コトワザ読本― 時田　昌瑞(著) 朝倉書店 2018
形態論　(朝倉日英対照言語学シリーズ　４) 朝倉日英対照言語学シリーズ 漆原　朗子(編) 朝倉書店 2016



コーパスと日本語教育　(講座　日本語コーパス５)
日本語コーパス 前川　喜久雄-砂川　有里子(監修-編) 朝倉書店

2016

コーパスと自然言語処理　(講座　日本語コーパス
８)

日本語コーパス 前川　喜久雄-松本　裕治-奥村　学(監修-編朝倉書店
2017

文章と文体　(日本語ライブラリー) 日本語ライブラリー 沖森　卓也-山本　真吾(編著-編著) 朝倉書店 2015
日本語の音　(日本語ライブラリー) 日本語ライブラリー 沖森　卓也-木村　一(編著-編著) 朝倉書店 2017
漢語　(日本語ライブラリー) 日本語ライブラリー 沖森　卓也-肥爪　周二(編著-編著) 朝倉書店 2017
漢字　(日本語ライブラリー) 日本語ライブラリー 沖森　卓也-笹原　宏之(編著-編著) 朝倉書店 2017
語はなぜ多義になるのか　 ―コンテキストの作用を考え

る―(シリーズ〈言語表現とコミュニケーション〉　１) 言語表現とコミュニケーション 中野　弘三(編) 朝倉書店
2017

コンパクト　食品学　 ─総論・各論─ 青木　正-齋藤　文也(編著-編著) 朝倉書店 2015
コンパクト　応用栄養学　（第　２　版） 鈴木　和春-重田　公子-近藤　雅雄(編著-編朝倉書店 2016
コンパクト　公衆栄養学　（第　３　版） 梶本　雅俊-川野　因-石原　淳子(編著-編著朝倉書店 2016
スタンダード人間栄養学　臨床栄養学 石川　俊次-本間　康彦-藤井　穂波(編著-編朝倉書店 2017
応用栄養学　（第２版）(栄養科学ファウンデーショ
ンシリーズ２)

栄養科学ファウンデーションシ
リーズ

江上　いすず(編著) 朝倉書店
2015

生化学・基礎栄養学　（第２版）(栄養科学ファウン
デーションシリーズ　４)

栄養科学ファウンデーションシ
リーズ

池田　彩子-石原　健吾-小田　裕昭(編著-編朝倉書店
2017

性教育学 荒堀　憲二(編)-松浦　賢長(編) 朝倉書店 2012
ダニのはなし　 ―人間との関わり― 島野　智之-高久　元(編-編) 朝倉書店 2016
蚊のはなし　 ─病気との関わり─ 上村　清(編) 朝倉書店 2017
手作り絵本ＳＭＩＬＥ　 ―創る喜びと広がるコミュニケー

ション―(シリーズ〈絵本をめぐる活動〉　３)
絵本をめぐる活動 和田　直人(編) 朝倉書店 2017

運動生理学２０講　（第３版） 勝田　茂-征矢　英昭(編-編-編) 朝倉書店 2015
発光の事典　 ―基礎からイメージングまで― 木下　修一-太田　信廣-永井　健治-南　不朝倉書店 2015
乳房の科学　 ─女性のからだとこころの問題に向き
あう─

乳房文化研究会-北山　晴一-山口　久美子- 　朝倉書店
2017

朝倉　数学辞典 川又　雄二郎-坪井　俊-楠岡　成雄-新井　朝倉書店 2016
プリンストン　数学大全 砂田　利一-石井　仁司-平田　典子-二木　 　朝倉書店 2015



生物・農学系のための　統計学　 ─大学での基礎学
修から研究論文まで─

平田　昌彦-宇田津　徹朗-河原　聡-榊原　朝倉書店
2017

ライフスタイル改善の実践と評価　 ─生活習慣病発
症・重症化の予防に向けて─(統計ライブラリー) 統計ライブラリー 山岡　和枝-安達　美佐-渡辺　満利子-丹後　朝倉書店

2015

地形の辞典 日本地形学連合-鈴木　隆介-砂村　継夫-松 　朝倉書店 2017
電気回路ハンドブック 奥村　浩士-西　哲生-松瀬　貢規-横山　明朝倉書店 2016
土砂災害と防災教育　 ―命を守る判断・行動・備え
―

檜垣　大助-緒續　英章-井良沢　道也-今村　 　 　朝倉書店
2016

基本からマスターできる　建築構造力学 津田　和明-丸田　誠-杉本　訓祥-都祭　弘朝倉書店 2018
生命科学における　分析化学 中村　洋-久保　博昭-森　久和-大和　進-荒 　 　 　 　朝倉書店 2015
地域環境水文学　(シリーズ〈地域環境工学〉) 地域環境工学 田中丸　治哉-大槻　恭一-近森　秀高-諸泉　朝倉書店 2016
動物微生物学 明石　博臣-木内　明夫-原澤　亮-本多　英朝倉書店 2008
造林学　（第四版） 丹下　健-小池　孝良 朝倉書店 2016
森林アメニティ学　 ―森と人の健康科学― 上原　巌-高山　範理-住友　和弘-清水　裕朝倉書店 2017
世界はなぜ争うのか　 ―国家・宗教・民族と倫理を
めぐって―

福田　康夫-H.　シュミット-M.　フレーザ 　 　朝倉書店
2016

ことばの借用　(日本語ライブラリー) 日本語ライブラリー 沖森　卓也-阿久津　智-岡本　佐智子-小林　 　朝倉書店 2015
ライフスタイル改善の成果を導く　エンパワーメン
トアプローチ　 ─メタボリック症候群と糖尿病の事
例をもとに─

安達　美佐-山岡　和枝-渡辺　満利子-渡邉　 　朝倉書店
2017

新版　化学工学の基礎 上ノ山　周-相原　雅彦-岡野　泰則-馬越　 　朝倉書店 2016
歴史と民俗のあいだ-海と都市の視点から-(歴史文化
ライブラリー2)

歴史文化ライブラリー 宮田　登 吉川弘文館
2017

近世の百姓世界(歴史文化ライブラリー69) 歴史文化ライブラリー 白川部　達夫 吉川弘文館 2017
人工知能の創発 知能の進化とシミュレーション 伊庭 斉志 オーム社 2017
SPSSによる実践統計分析 林　雄亮-苫米地　なつ帆-俣野　美咲 オーム社 2017
実践Arduino！ 電子工作でアイデアを形にしよう 平原　真 オーム社 2017
例題とExcel演習で学ぶ多変量解析 因子分析・コレ
スポンデンス分析・クラスター分析 編

菅　民郎 オーム社
2017



要点解釈　情報処理 安全確保支援士 IT資格研究チーム オーム社 2017
IT Text  基礎Web技術（改訂2版） 松下　温-市村　哲-宇田　隆哉-伊藤　雅仁オーム社 2017
重要ポイント解説！テキストと過去問で学ぶ  数学
検定4級

公益財団法人　日本数学検定協会-富永　順オーム社
2017

地球環境問題がよくわかる本 浦野　紘平-浦野　真弥 オーム社 2017
Rによるやさしいテキストマイニング 機械学習編 小林　雄一郎 オーム社 2017
OHM大学テキスト  電気機器学 白井　康之 オーム社 2017
Chainer v2による実践深層学習 新納　浩幸 オーム社 2017
「表現の自由」の明日へ: 一人ひとりのために、共
存社会のために

志田陽子［著］ 大月書店
2018

最低賃金1500円がつくる仕事と暮らし: 「雇用崩
壊」を乗り超える

後藤道夫・中澤秀一・木下武男・今野晴貴 大月書店
2018

9条の挑戦: 非軍事中立戦略のリアリズム 伊藤 真・神原 元・布施祐仁［著］ 大月書店 2018
シニアシングルズ: 女たちの知恵と縁 大矢さよ子・湯澤直美［編］ わくわくシニ大月書店 2018
「雑」の思想: 世界の複雑さを愛するために 高橋源一郎・辻 信一［著］ 大月書店 2018
大空への夢: 特撮の神様 円谷英二伝 鈴木和幸［著］ 大月書店 2019
日本の民主教育2018 みんなで21世紀の未来をひらく教育のつど大月書店 2019
資本主義がわかる経済学 阿部太郎・大坂 洋・大野 隆・佐藤 隆・佐藤  大月書店 2019
「産業戦士」の時代: 戦時期日本の労働力動員と支
配秩序

佐々木 啓［著］ 大月書店
2019

地震動の物理学 纐纈 一起 近代科学社 2018
アジャイルイントロダクション：Agile開発の光と影

【著】バートランド・メイヤー,【訳】土肥   近代科学社
2018

現代暗号の誕生と発展：ポスト量子暗号・仮想通
貨・新しい暗号

岡本 龍明 近代科学社
2019

Excelで学ぶ生命保険 商品設計の数学 成川　淳 オーム社 2017
Excelで学ぶ配管技術者のための流れ解析 板東　修 オーム社 2017
強化学習と深層学習 C言語によるシミュレーション

小高　知宏 オーム社
2017

西谷流地球の歩き方〈上〉 西谷　文和 かもがわ出版 2019



「どの絵本読んだらいいですか？」 向井　ゆか かもがわ出版 2019
食事摂取基準による栄養管理・給食管理 由田克士・石田裕美 編著 建帛社 2015
衣の科学シリーズ　衣環境の科学 田村照子 編著 建帛社 2004
衣の科学シリーズ　衣服材料の科学 〔第3版〕 島崎恒藏 編著 建帛社 2009
衣の科学シリーズ　衣服管理の科学 片山倫子 編著 建帛社 2002
衣の科学シリーズ　衣服製作の科学 松山容子 編著 建帛社 2001
消化管からみた健康・栄養 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 2018
楽しく学べる　味覚生理学―味覚と食行動のサイエ
ンス―

山本　隆　著 建帛社
2017

整形外科看護2018年春季増刊 　まるごと骨折　こ
れ1冊

塩田 直史 編 メディカ出版
2018

ニュートリションケア2018年春季増刊　間違いだら
けの栄養療法40

田村 佳奈美 編著 メディカ出版
2018

12誘導心電図よみ方マスター　基礎編 栗田 隆志 編著 メディカ出版 2018
12誘導心電図よみ方マスター　トレーニング編 栗田 隆志 編著 メディカ出版 2018
ハートナーシング2018年春季増刊　循環器看護の
“ワザ＆コツ”ＢＯＯＫ

山田 佐登美 監修 メディカ出版
2018

2018-2019年　改訂3版　眼科点眼薬Note 加藤 浩晃 著 メディカ出版 2018
超入門　形成外科・美容外科手術 尾﨑 峰 編著 メディカ出版 2018
糖尿病・腎臓病・透析患者のやる気を引き出すコー
チング

坂井 敦子 著 メディカ出版
2018

透析ケア2018年夏季増刊　透析ケア BASIC 松岡 由美子 編集 メディカ出版 2018
オペナーシング2018年臨時増刊　産科・婦人科の手
術看護パーフェクトマニュアル

万代 昌紀 編集 メディカ出版
2018

整形外科SURGICAL TECHNIQUE BOOKS 5　若手
医師のための脊椎外傷の診断・保存的治療・手術 松山 幸弘 編集 メディカ出版

2018

消化器外科ナーシング2018年春季増刊　新人ナース
のための消化器外科看護ダンドリBOOK

土岐 祐一郎 監修 メディカ出版
2018



呼吸器ケア2018年夏季増刊　人工呼吸ケアの機器・
物品100

尾野 敏明 監修 メディカ出版
2018

ねころんで読める新しいリハビリ 上月 正博 著 メディカ出版 2018
認知症患者さんの病態別食支援 野原 幹司 著 メディカ出版 2018
エマージェンシー・ケア2018年夏季増刊　ER・ICU
の薬剤121 ver. 2.0

大野 博司 編著,賀 隆 編著 メディカ出版
2018

ペリネイタルケア2018年夏季増刊　はせじゅん先生
のおもしろセレクション　助産師が今さら聞けない
臨床のギモン

長谷川 潤一 編著 メディカ出版
2018

改訂2版　子宮体癌・卵巣癌におけるStaging 
Laparotomy

田畑 務 著 メディカ出版
2018

透析ケア別冊　透析穿刺スキルアップBOOK 宮下 美子 編集 メディカ出版 2018
こどもの腎臓病と治療 後藤 芳充 編著 メディカ出版 2018
看護師・臨床工学技士のための　透析シャントエ
コー入門

春口 洋昭 編著 メディカ出版
2018

肩の外傷 末永 直樹 編著 メディカ出版 2018
ブレインナーシング2018年夏季増刊　すぐに使える　
脳神経疾患患者の標準看護計画

日坂 ゆかり 監修 メディカ出版
2018

ニュートリションケア2018年秋季増刊　病態別栄養
指導の○と×

坂根 直樹 編著 メディカ出版
2018

「誤嚥」に負けない体をつくる間接訓練ガイドブッ
ク

大野木 宏彰 著 メディカ出版
2018

糖尿病ケア2018年秋季増刊　糖尿病食事療法 パー
フェクト指導BOOK

野﨑 あけみ 編著 メディカ出版
2018

認知症の人と家族のための「地元で暮らす」ガイド
ブックＱ＆Ａ

新里 和弘 監修,NPO法人Dカフェnet 著 メディカ出版
2018

Dr.イワケンのねころんで読める英語論文 岩田 健太郎 著 メディカ出版 2018
なんでやねん！根拠がわかる解剖学・生理学 要点50

川畑 龍史 著,濱路 政嗣 著 メディカ出版
2018



ネオネイタルケア2018年秋季増刊　病態・疾患別で
まなぶ　新生児の薬剤

河田 興 編著 メディカ出版
2018

こどもの糖尿病と治療 浦上 達彦編゙著 メディカ出版 2018
リハビリナース2018年秋季増刊　目的・シーン・症
状別　リハビリ病棟の看護記録

荒木 暁子 編集,石川 ふみよ 編集 メディカ出版
2018

消化器外科ナーシング別冊　消化器内視鏡のケア　
ズバリ！ 使えるポイントBOOK

山本 夏代 編著 メディカ出版
2018

オペナーシング2018年秋季増刊　オペナースのため
の“イイトコ取り”解剖図

小西 敏郎 監修 メディカ出版
2018

US Labシリーズ6　カテゴリーが劇的にわかる腹部
超音波スクリーニング

平井 都始子 編著,小川 眞広 著,岡庭 信司 著メディカ出版
2018

ねころんで読める認知症診療 奥村 歩 著 メディカ出版 2018
消化器外科ナーシング2018年秋季増刊　消化器外科　
50の術式別術後ケアイラストブック

馬場 秀夫 監修 メディカ出版
2018

改訂2版　「パーキンソン病」「レビー小体型認知
症」がわかるQAブック

小阪 憲司 著,織茂 智之 著 メディカ出版
2018

眼科グラフィック2018年別冊　眼科スゴ技 白内障
手術

大鹿 哲郎 監修,須藤 史子 監修 メディカ出版
2018

ナーシングビジネス2018年秋季増刊　多職種連携が
うまくいく　看護記録の活用術

大久保 清子 編著,坂本 すが 編著 メディカ出版
2018

臨床事例で学ぶ 急性期看護のアセスメント 小澤 知子 編著 メディカ出版 2018
医療と介護 Next2018年秋季増刊　医療と介護の未
来形

医療と介護 Next編集室 編 メディカ出版
2018

読める　生かせる　説明できる！　産科の臨床検査
ディクショナリー

関沢 明彦 編集 メディカ出版
2018

ハートナーシング2018年秋季増刊　すごくわかる！ 
心臓カテーテル

阿古 潤哉 監修 メディカ出版
2018

Dr.サトーの糖尿病療養指導　心得７ヶ条 佐藤 利彦著゙ メディカ出版 2018
透析ケア2018年冬季増刊　透析患者の重要検査＆検
査値50

伊丹 儀友 編集 メディカ出版
2018



生殖外科のすべて 森田 峰人 編著,太田 邦明 編著 メディカ出版 2018
オールカラー改訂２版　標準ディベロップメンタル
ケア

日本ディベロップメンタルケア（DC）研究  メディカ出版
2018

人と組織を活性化させる46の強みの活用術 松岡　孝敬 大学教育出版 2018
未来をひらくビジネスマナー第4版-就職活動・社会
人デビューを控えたみなさんに―

長江　由美子 大学教育出版
2018

防災福祉コミュニティ形成のために　実践編―公助
をベースとした自助・互助・共助―

川村　匡由 大学教育出版
2018

基本を大切にした国語科授業づくり% 赤木　雅宣 大学教育出版 2019
情報教育ジャーナル第1巻第1号 日本情報教育学会 大学教育出版 2018
新しい視点から見た教職入門 中田　正浩 大学教育出版 2018
教育原理 事始め 中田　正浩 大学教育出版 2018
幼儿体育与健康―让孩子运动、心动、感动― 前橋　明 大学教育出版 2018
物語構造分析の理論と技法―ＣＭ・アニメ・コミッ
ク分析を例として―

高田　明典 大学教育出版 2010

現代社会教育・生涯学習の諸相 第I巻―歴史編― 益川　浩一 大学教育出版 2015
幼児体育　専門 日本幼児体育学会 編　前橋明　ほか　著 大学教育出版 2009
歴史言語学　第5号 日本歴史言語学会 大学教育出版 2016
歴史言語学　第6号 日本歴史言語学会 大学教育出版 2017
コンピュータシミュレーション（改訂2版） 伊藤 俊秀-草薙 信照 オーム社 2019
人工知能 Vol.32 No.2 （2017年3月号） 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2017
人工知能 Vol.34 No.1 （2019年1月号） 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2019
12の問いから始めるオリンピック・パラリンピック
研究

坂上　康博 かもがわ出版
2019

人工知能 Vol.31 No.3 （2016年5月号） 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2016
人工知能 Vol.31 No.1 （2016年1月号） 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2016
人工知能 Vol.31 No.2 （2016年3月号） 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2016
人工知能 Vol.31 No.4 （2016年7月号） 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2016
人工知能 Vol.31 No.5 （2016年9月号） 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2016
人工知能 Vol.31 No.6 （2016年11月号） 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2016



人工知能 Vol.32 No.1 （2017年1月号） 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2017
人工知能 Vol.32 No.3 （2017年5月号） 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2017
人工知能 Vol.32 No.4 （2017年7月号） 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2017
人工知能 Vol.32 No.5 （2017年9月号） 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2017
人工知能 Vol.32 No.6 （2017年11月号） 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2017
人工知能 Vol.33 No.1 （2018年1月号） 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2018
人工知能 Vol.33 No.2 （2018年3月号） 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2018
人工知能 Vol.33 No.3 （2018年5月号） 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2018
超音波検査士認定試験対策　臨床編：健診領域【四
訂版】

東京超音波研究会 如月会 ベクトル・コア
2018

若い診療放射線技師　こんなときどうする？ 坂野康昌 ベクトル・コア 2012
手にとるようにわかる超音波検査法【改訂版】 永江学 ベクトル・コア 2001
Autopsyimaging 検査マニュアル　第2版 阿部一之-樋口清孝 ベクトル・コア 2015
超音波検査士認定試験　臨床編：消化器領域【三訂
版】

東京超音波研究会 如月会 ベクトル・コア
2018

プログラマークライシス 新寺 修-東 稜-須崎 一成 オーム社 1992
図解マイクロコンピュータZ-80の使い方 横田 英一 オーム社 1981
図解マイクロコンピュータ64180の使い方 石川 知雄 オーム社 1988
新版図解Z-80の使い方 横田 英一 オーム社 1993
テスト駆動開発 Kent Beck-和田 卓人 オーム社 2017
IT Text  ネットワークセキュリティ 菊池 浩明-上原 哲太郎 オーム社 2017
重要ポイント解説！テキストと過去問で学ぶ  数学
検定3級

公益財団法人　日本数学検定協会-富永　順オーム社
2017

重要ポイント解説！テキストと過去問で学ぶ  数学
検定5級

公益財団法人　日本数学検定協会-瀬沼　花 　オーム社
2018

近代欧米渡航案内記集成　第１巻　西洋旅案内／海
外出稼案内

福沢諭吉著／移民保護協会編 ゆまに書房
2007

近代欧米渡航案内記集成　第２巻　青年之渡米最近
視察苦学者の天国／海外苦学案内

吉村大次郎著／藤本西洲・秋広秋郊著 ゆまに書房
2007



近代欧米渡航案内記集成　第３巻　最新正確布哇渡
航案内／最近渡米策

木村芳五郎・井上胤文著／島貫兵太夫著 ゆまに書房
2007

近代欧米渡航案内記集成　第４巻　最近渡米案内／
渡米の秘訣

山根吾一編／片山潜著 ゆまに書房
2007

近代欧米渡航案内記集成　第５巻　立身致富海外渡
航案内

朝報社編 ゆまに書房
2007

近代欧米渡航案内記集成　第６巻　米国旅行案内 上村知清著 ゆまに書房 2007
近代欧米渡航案内記集成　第７巻　欧米視察案内 林富平著 ゆまに書房 2007
近代欧米渡航案内記集成　第８巻　欧州旅行案内 上村知清著 ゆまに書房 2007
近代欧米渡航案内記集成　第９巻　千五百円三ヶ月
間欧米見物案内

滝本二郎著 ゆまに書房
2007

近代欧米渡航案内記集成　第10巻　米国旅行案内 滝本二郎著 ゆまに書房 2007
近代欧米渡航案内記集成　第11巻　欧米大学生活 馬郡健次郎著 ゆまに書房 2007
近代欧米渡航案内記集成　第12巻　欧羅巴案内 馬郡健次郎著 ゆまに書房 2007
東京電気株式会社五十年史 社史で見る日本経済史 東京芝浦電気編 ゆまに書房 1997
倉敷紡績株式会社回顧六十五年 社史で見る日本経済史 倉敷紡績株式会社社史編纂委員編 ゆまに書房 1998
内外綿株式会社五十年史 社史で見る日本経済史 内外綿編 ゆまに書房 1999
京都織物株式会社五十年史 社史で見る日本経済史 京都織物編 ゆまに書房 1999
宝田二十五年史 社史で見る日本経済史 宝田石油編 ゆまに書房 1999
大阪電灯株式会社沿革史 社史で見る日本経済史 輯兼発行者萩原古寿 ゆまに書房 1999
大同電力株式会社沿革史 社史で見る日本経済史 大同電力社史編纂事務所編 ゆまに書房 1999
東京瓦斯五十年史 社史で見る日本経済史 東京瓦斯編 ゆまに書房 1999
藤本ビルブローカー証券株式会社三十年史 社史で見る日本経済史 藤本ビルブローカー証券編 ゆまに書房 1999
明治生命五十年史（付 明治生命四十周年記念） 社史で見る日本経済史 明治生命編 ゆまに書房 1999
郡是製絲六十年史 社史で見る日本経済史 郡是製絲編 ゆまに書房 2000
大日本人造肥料株式会社五十年史 社史で見る日本経済史 大日本人造肥料編 ゆまに書房 2000
建業回顧—三菱電機株式会社社史 満30周年記念出版 社史で見る日本経済史 三菱電機編 ゆまに書房 2000

年表でみるモノの歴史事典　上 ゆまに書房編集部編 ゆまに書房 1995
トヨタ自動車20年史　下 社史で見る日本経済史 トヨタ自動車工業編 ゆまに書房 2009



年表でみるモノの歴史事典　下 ゆまに書房編集部編 ゆまに書房 1995
シニアの「日常」英語学習帳 一杉 武史 アルク 2018
英会話最強の動詞30 投野 由紀夫 アルク 2018
話せる英語ドリル300文 浅場 眞紀子-愛場 吉子 アルク 2018
新TOEICテスト中学英語リスニングで600点！ 小石 裕子 アルク 2009
相手を必ず動かす！英会話のテクニック 清水 崇文 アルク 2019
聞く英語 内田 富男-吉田 研作-和泉 伸一 アルク 2019
読む英語 中野 達也-吉田 研作-和泉 伸一 アルク 2019
話す英語 愛場 吉子-吉田 研作-和泉 伸一 アルク 2019
TOEIC(R)L&Rテスト やたらと出る英単語クイック
マスター＋

テッド寺倉-上原 ちとせ アルク
2019

英語でニッポン案内ハンドブック 島崎 秀定-英語でニッポン案内ハンドブックアルク 2019
英会話３秒速答スーパートレーニング 晴山 陽一 アルク 2018
日本語授業の進め方　生中継 金子 史朗 アルク 2018
Chat Diary　ハングルで３行日記 アルク出版編集部 アルク 2018
4技能をのばす必須英文法演習 佐藤 仁志 アルク 2018
話す・書くにつながる！　日本語読解　初中級 小野 恵久子-遠藤 千鶴-大久保 伸枝-山中 みアルク 2018
できる日本語 初級 本冊 嶋田和子-できる日本語教材開発プロジェクアルク 2011
できる日本語 初中級 本冊 嶋田和子-できる日本語教材開発プロジェクアルク 2012
耳から覚える 日本語能力試験 文法トレーニング N3

安藤栄里子-今川和 アルク
2010

どんなときどう使う日本語語彙学習辞典 安藤 栄里子-惠谷 容子-阿部 比
呂子-飯嶋 美知子

アルク
2014

改訂版 どんなときどう使う 日本語表現文型200 友松 悦子-宮本 淳-和栗 雅子 アルク 2013
耳から覚える日本語能力試験 文法トレーニング N1

安藤栄里子-今川和 アルク
2010

耳から覚える日本語能力試験 文法トレーニング N2
安藤栄里子-今川和 アルク

2010

耳から覚える日本語能力試験 文法トレーニング N4
安藤栄里子-今川和 アルク

2010



GTEC(R)総合対策ガイドブック 文教教材編集部 アルク 2018
子どもに聞かれて困らない 英文法のキソ 大竹 保幹 アルク 2018
起きてから寝るまで英語表現1000 オフィス編 吉田 研作-荒井 貴和-武藤 克彦 アルク 2018
図解 コンピュータ概論［ソフトウェア・通信ネット
ワーク］（改訂4版）

橋本 洋志-冨永 和人-松永 俊雄-菊池 浩明-  オーム社
2017

図解 コンピュータ概論［ハードウェア］（改訂4
版）

橋本 洋志-松永 俊雄-小林 裕之-天野 直紀-  オーム社
2017

マーケティングのための統計分析 生田目　崇 オーム社 2017
マンガでわかる薬理学 枝川　義邦-しおざき　忍-ビーコムプラス オーム社 2017
世界一わかりやすい リスクマネジメント集中講座 ニュートン・コンサルティング株式会社-勝  オーム社 2017
ベイズ推定入門 モデル選択からベイズ的最適化まで

大関 真之 オーム社
2018

Pythonによるテキストマイニング入門 山内 長承 オーム社 2017
いまからはじめるNC工作 Jw_cadとNCVCでかんた
ん切削（第2版）

眞柄　賢一 オーム社
2017

Pythonによる数値計算とシミュレーション 小高　知宏 オーム社 2018
数学図鑑 やりなおしの高校数学 永野 裕之-ジーグレイプ オーム社 2018
サービスデータ解析入門 サービス価値を見出す統計
解析

椿　美智子 オーム社
2018

ROSロボットプログラミングバイブル 表 允皙-倉爪 亮-じょん りょうん オーム社 2018
例解UNIX/Linuxプログラミング教室 システムコー
ルを使いこなすための12講

冨永　和人-権藤　克彦 オーム社
2018

プロジェクトマネジメント標準 PMBOK入門 
PMBOK 第6版対応版

広兼 修 オーム社
2018

よくわかるPHPの教科書 PHP5.5対応版 たにぐち まこと マイナビ出版 2014
Webクリエイター能力認定試験スタンダード公式テ
キストブック

鷹野 雅弘 マイナビ出版
2012

Webクリエイター能力認定試験エキスパート公式テ
キストブック

鷹野 雅弘 マイナビ出版
2012



ITILの基礎 ―ITIL ファンデーションシラバス2011
試験対応―

官野 厚 マイナビ出版
2013

短期集中!ネットワークスペシャリスト教本 Gene マイナビ出版 2014
速効!図解PowerPoint 2013 ―Windows・Office 
2013対応― 総合版

野々山 美紀 マイナビ出版
2013

速効!図解Word&Excel 2013 ―Windows・
Office2013対応―

東 弘子 マイナビ出版
2013

速効!図解Excel 2013 ―Windows・Office2013対
応― 総合版

木村 幸子 マイナビ出版
2013

速効!図解Word 2013 ―Windows・Office2013対
応― 総合版

東 弘子 マイナビ出版
2013

速効!図解Access2013 ―総合版― 国本 温子 マイナビ出版 2013
コード・クラフト ―エクセレントなコードを書くた
めの実践的技法―

Pete Goodliffe マイナビ出版
2007

Rubyで作る奇妙なプログラミング言語 ―ヘンな言
語のつくりかた―

原 悠 マイナビ出版
2008

ハードウェアを知り、ソフトウェアを書く （Write 
Great Code Vol.1）

Randall Hyde マイナビ出版
2006

低いレベルで考え、高いレベルで書く （Write 
Great Code Vol.2）

Randall Hyde マイナビ出版
2006

インタラクションデザインの教科書 （Design IT! 
books）

Dan Saffer マイナビ出版
2008

オンラインジャッジではじめるC/C++プログラミン
グ入門 = Online programming challenge!

渡部 有隆 マイナビ出版
2014

データ集計・分析のためのSQL入門 ALBERT マイナビ出版 2014
プログラミングコンテスト攻略のためのアルゴリズ
ムとデータ構造

渡部 有隆 マイナビ出版
2015

Write portable code ―複数プラットフォームに移
植可能なソフトウェアの開発技法―

Brian Hook マイナビ出版
2006



電子回路と組込みプログラミング ―モータ制御で学
ぶ―

坂井 亮介 マイナビ出版
2009

確率ロボティクス （Mynavi advanced library） セバスチャン・スラン マイナビ出版 2007
ちゃんと使える力を身につけるWebとプログラミン
グのきほんのきほん

大澤 文孝 マイナビ出版
2015

スマートフォン&タブレットアプリ開発会社年鑑 
2015 （Web designing books）

栗原 亮 マイナビ出版
2014

Web制作会社年鑑 2015 ―Web creative 
productions portfolio―（Web designing books） Web Designing編集部 マイナビ出版

2015

これからはじめるプロジェクションマッピング 藤川 佑介 マイナビ出版 2014
目指せプログラマー!プログラミング超入門 Visual 
Studio Community・C#編 ―プログラミング的な
考え方をしっかり身につけよう―

掌田 津耶乃 マイナビ出版
2015

自作エミュレータで学ぶx86アーキテクチャ ―コン
ピュータが動く仕組みを徹底理解!―

内田 公太 マイナビ出版
2015

速効!図解Windows10 総合版 川上 恭子 マイナビ出版 2015
サクサクわかるWord 2013 サクサクわかる編集部 マイナビ出版 2014
サクサクわかるExcel関数 ―2013&2010&2007対
応―

サクサクわかる編集部 マイナビ出版
2014

サクサクわかるPowerPoint 2013 サクサクわかる編集部 マイナビ出版 2014
サクサクわかるWord & Excel2013 サクサクわかる編集部 マイナビ出版 2014
サクサクわかるWindows8.1 サクサクわかる編集部 マイナビ出版 2014
Excel VBAでデータ分析 川上 恭子 マイナビ出版 2015
Excel VBA誰でもできる「即席マクロ」でかんたん
効率化

きたみ あきこ マイナビ出版
2015

開発ツールを使って学ぶ!C言語プログラミング 坂井 弘亮 マイナビ出版 2014
図解&事例で学ぶイノベーションの教科書 カデナクリエイト マイナビ出版 2015
図解&事例で学ぶ課長・部長マネジメントの教科書

シェルパ マイナビ出版
2015



図解&事例で学ぶビジネスモデルの教科書 カデナクリエイト マイナビ出版 2014
図解&事例で学ぶ「売れる」営業の教科書 チーム★売上アップ研究会 マイナビ出版 2016
図解&事例で学ぶビジネス統計の教科書 倉橋 一成 マイナビ出版 2015
図解&事例で学ぶPDCAの教科書 川原 慎也 マイナビ出版 2016
図解&事例で学ぶWebマーケティングの教科書 ショーケース・ティービー マイナビ出版 2015
図解&事例で学ぶマーケティングの教科書 シェルパ マイナビ出版 2015
最強の自宅トレーニングバイブル 荒川 裕志 マイナビ出版 2012
バスケットボール 組織プレー編 ―戦術の基本と実
戦での生かし方―

日高 哲朗 マイナビ出版
2013

サッカー・強豪クラブに合格するための本 ゴールアシスト マイナビ出版 2013
バスケットボール オフボール編 ―戦術の基本と実
戦での生かし方―

日高 哲朗 マイナビ出版
2013

筋力トレーニングの時間短縮プログラム ―最短時間
で最大効果!―

石井 直方 マイナビ出版
2014

体が硬い人ほどやせるストレッチ 岩井 隆彰 マイナビ出版 2014
最新サッカー用語大辞典 ―世界の戦術・理論がわか
る!―

大塚 一樹 マイナビ出版
2014

バスケットボールプレーの精度がUP!する自重体幹
トレーニング

荒尾 裕文 マイナビ出版
2014

バスケットボールのルールとスコアのつけ方 ―間違
いやすいジャッジがひと目でわかる!―第3版

平原 勇次 マイナビ出版
2015

太りやすい人ほどやせるツボ&リンパマッサージ 岩井 隆彰 マイナビ出版 2015
自宅でできる自重筋力トレーニング 荒川 裕志 マイナビ出版 2015
医療事故調査制度法令解釈・実務運用指針Q&A 井上 清成 マイナビ出版 2015
肩甲骨はがしストレッチ ―首、肩、腰の痛み、体の
不調が消える!―

杉田 一寿 マイナビ出版
2015

個人技が飛躍的にUP!するテニス体幹トレーニング
井上 正之 マイナビ出版

2016

スウェーデンの精神科医療改革 奥野 敦史 マイナビ出版 2016



野球あるあるメンタル練習法 ―心を強くすれば必ず
野球がうまくなる!―新版

高畑 好秀 マイナビ出版
2015

トラップが身につく本 ―風間八宏のサッカースクー
ルトラウムトレーニング―

内藤 清志 マイナビ出版
2016

栄養学の基本 ―オールカラー―（運動・からだ図
解）

渡邊 昌 マイナビ出版
2016

脳・神経のしくみ ―オールカラー―（運動・からだ
図解）

石浦 章一 マイナビ出版
2016

サッカーで、子どもの「考える力」と「たくましい
心」を育てる方法

中山 雅雄 マイナビ出版
2016

1から始める詰将棋 ―頭金から始める200問―（マ
イナビ将棋文庫SP）

週刊将棋 マイナビ出版
2007

手筋の力 初級編 （マイコミ将棋文庫SP） 週刊将棋 マイナビ出版 2007
上級者の力 （週将ブックス） 週刊将棋 マイナビ出版 2009
将棋・ひと目の攻防 （マイコミ将棋文庫SP） 週刊将棋 マイナビ出版 2011
将棋絶対手筋180 （マイナビ将棋文庫SP） 渡辺 明 マイナビ出版 2011
ひと目の詰み筋 初級編 （マイナビ将棋文庫SP） 渡辺 明 マイナビ出版 2012
将棋・ひと目の逆転 （マイナビ将棋文庫SP） 週刊将棋 マイナビ出版 2012
カクテルの図鑑 ―カクテルのレシピ407点とカクテ
ルを楽しむための基礎知識―

Cocktail15番地 マイナビ出版
2013

ハーブとスパイスの図鑑 ―世界のハーブ&スパイス
124種を楽しむための基礎知識とレシピ―

エスビー食品 マイナビ出版
2013

美味しいマイナー魚介図鑑 藤原 昌高 マイナビ出版 2015
図説果物の大図鑑 日本果樹種苗協会 マイナビ出版 2016
全国の日本酒大図鑑 東日本編 友田晶子-日本酒サービス研究会・酒匠研究マイナビ出版 2016
全国の日本酒大図鑑 西日本編 友田晶子-日本酒サービス研究会・酒匠研究マイナビ出版 2016
万年筆の図鑑 『万年筆の図鑑』編集部 マイナビ出版 2015
世界のチーズ図鑑 ―世界のチーズ209種とチーズを
おいしく味わう基礎知識―

チーズプロフェッショナル協会 マイナビ出版
2015



日本のクラフトビール図鑑 ―全国のクラフトビール
221本とビールの楽しみが深まる基礎知識―

日本ビアジャーナリスト協会 マイナビ出版
2015

JR現役鉄道図鑑 レイルマンフォトオフィス マイナビ出版 2016
腕時計の図鑑 『腕時計の図鑑』編集部 マイナビ出版 2016
銀座のバーが教える厳選カクテル図鑑 Cocktail15番地 マイナビ出版 2017
パンの図鑑 ―世界のパン113種とパンを楽しむため
の基礎知識―新版

井上 好文 マイナビ出版
2017

セキュリティコンテストチャレンジブック ―CTFで
学ぼう!情報を守るための戦い方―

碓井 利宣 マイナビ出版
2015

セキュリティコンテストのためのCTF問題集 清水 祐太郎 マイナビ出版 2017
プログラミングの世界へようこそ ―絵で見てわか
る!―

尾川 一行 マイナビ出版
2016

短期集中!CCNA Routing and Switching/CCENT教
本

のびきよ マイナビ出版
2014

ネットワークの世界へようこそ ―知っておきたい
TCP/IPの基礎知識 : 絵で見てわかる!―

星 紀明 マイナビ出版
2015

いまさら聞けないWebマーケティング ―初歩から学
べる集客のセオリー―

佐藤 和明 マイナビ出版
2015

キー入力がみるみる速くなるタイピング上達の法則
朝岳 健二 マイナビ出版

2016

エクセル・パワーポイント・ワードビジネス活用の
大原則

木村 幸子 マイナビ出版
2015

Word & Excel & PowerPointのスキルが身につく本 
―2013&2010対応―

野々山 美紀 マイナビ出版
2014

サクサクわかるWindows 10 サクサクわかる編集部 マイナビ出版 2015
恋するプログラム ―Rubyでつくる人工無脳―
（Mynavi advanced library）

秋山 智俊 マイナビ出版
2014

Webエンジニアが知っておきたいインフラの基本 ―
インフラの設計から構成、監視、チューニングまで
―

馬場 俊彰 マイナビ出版
2014



iPad入門・活用ガイド （マイナビムック） 松山茂- 矢橋司 マイナビ出版 2017
ゼロから始める超入門はじめてのプログラミング 
（マイナビムック special）

栗原亮-竹林暁- 沼田哲史- 松尾高明- 氷川りマイナビ出版
2017

Googleサービス完全ガイド ―Googleの無料サービ
スを活用すればスマホ・タブレット・パソコンが
もっと便利になる!―（マイナビムック）

マイナビ出版 マイナビ出版
2018

iPhone 8/8 Plus入門・活用ガイド ―au docomo 
SoftBank : iPhone 8/8 Plusを使いこなそう!―（マ
イナビムック special）

松山 茂- 矢橋 司 マイナビ出版
2017

完全理解！macOS High Sierra（マイナビムック 
special）

中村朝美-編集部ほか マイナビ出版
2017

iPhone X完全ガイド ―iPhone Xを徹底的に使いこ
なそう!―（マイナビムック special）

松山 茂-矢橋 司 マイナビ出版
2017

はじめてのマック 2018 ―Windowsとは違うMacの
キホン―（マイナビムック special）

栗原亮-編集部 マイナビ出版
2017

将棋年鑑 平成27年版 日本将棋連盟 マイナビ出版 2015
将棋年鑑 平成29年版 日本将棋連盟 マイナビ出版 2017
「次の一手」で覚える四間飛車定跡コレクション
404 （マイナビ将棋文庫）

所司 和晴 マイナビ出版
2018

将棋・序盤完全ガイド 増補改訂版（マイナビ将棋
BOOKS 振り飛車編）

上野 裕和 マイナビ出版
2018

3手詰から始める棋力アップ詰将棋200 （マイナビ
将棋文庫）

伊藤 果 マイナビ出版
2017

C# 画像処理・数値プログラミング　プレミアム
ブックス版

石立 喬 マイナビ出版
2018

Excelからはじめるビッグデータ分析 ―実践で学
ぶ、ビッグデータ活用の基本から分析方法まで―

針原 森夫 マイナビ出版
2018

MacBookマスターブック ―macOS High Sierra対
応版―（MacFan BOOKS）

松山 茂 マイナビ出版
2017



macOS High Sierraマスターブック ―基本からさま
ざまな連携までマックOSハイシエラを網羅―
（MacFan BOOKS）

小山 香織 マイナビ出版
2017

PHP7+MariaDB/MySQLマスターブック ―環境構築
から実践的なシステム作成まで完全習得!―

永田 順伸 マイナビ出版
2018

アルファ碁は何を考えていたのか? ―トップ棋士3人
による徹底解剖―（囲碁人ブックス）

河野 臨 マイナビ出版
2017

これが決定版!相中飛車徹底ガイド （マイナビ将棋
BOOKS）

杉本 昌隆 マイナビ出版
2017

たかこさんの休日の昼から飲みたい!簡単、絶品おつ
まみ ―野菜、肉、魚、卵、ご飯、小鍋、麵、デザー
トなど、一人でも、友人や家族とでも、どんな場面
でも活躍できる手抜きでおいしいレシピ124―

稲田 多佳子 マイナビ出版

2017

ちゃんと使える力を身につけるJavaScriptのきほん
のきほん

大澤 文孝 マイナビ出版
2017

ブロックチェーンアプリケーション開発の教科書 ―
作って学ぶ、暗号通貨とスマートコントラクトの理
論と実践―

加嵜 長門 マイナビ出版
2018

転職者のための自己分析 ―採用獲得のメソッド―
（マイナビ転職オフィシャルBOOK 2020年度版） 谷所 健一郎 マイナビ出版

2018

やさしく学ぶ機械学習を理解するための数学のきほ
ん ―アヤノ&ミオと一緒に学ぶ機械学習の理論と数
学、実装まで―

立石 賢吾 マイナビ出版
2017

わたしたちの「掃除と片付け」 ―ずっときれいを保
つコツ。人気インスタグラマーの整理整とん術― わたしたちの編集部 マイナビ出版

2017

囲碁AIが変えた新しい布石・定石の考え方 （囲碁人
ブックス）

安斎 伸彰 マイナビ出版
2018



一問一答で身につく囲碁AI流新しい序盤の考え方 
（囲碁人文庫シリーズ）

山田 晋次 マイナビ出版
2017

“自然流”詰将棋 ―永世名人直伝!―完全版（将棋連盟
文庫）

中原 誠 マイナビ出版
2017

作って学ぶiPhoneアプリの教科書 ―
Swift4&Xcode9対応―

森 巧尚 マイナビ出版
2017

三間飛車新時代 （マイナビ将棋BOOKS） 小倉 久史 マイナビ出版 2017
三連星・中国流・小林流を極める72の手筋 （囲碁人
ブックス）

鶴山 淳志 マイナビ出版
2018

史上最速の攻撃戦法極限早繰り銀 （マイナビ将棋
BOOKS）

佐藤 慎一 マイナビ出版
2018

宮内こずえの手なりで勝つ!牌効率完全マスター
BOOK （日本プロ麻雀連盟BOOKS）

宮内 こずえ マイナビ出版
2018

振り飛車はどこに行くのか? ―プロが教える全振り
飛車の定跡最先端―（マイナビ将棋BOOKS）

門倉 啓太 マイナビ出版
2018

対中飛車 角道不突き左美濃 （マイナビ将棋
BOOKS）

都成 竜馬 マイナビ出版
2018

新・呉清源道場 （囲碁人文庫シリーズ 3） 呉 清源 マイナビ出版 2017
切る貼るつくる箱の本 ―BOX&NEEDLEの工夫を楽
しむ箱づくり―新版

大西 景子 マイナビ出版
2017

菅井ノート （マイナビ将棋BOOKS 相振り編） 菅井 竜也 マイナビ出版 2017
世界のトッププロが使うゴルフの基本テクニック 吉田 洋一郎 マイナビ出版 2017
生地を冷凍しておけるタルト ―生地を保存できて食
べたいときに焼けるかんたん&おいしい45レシピ― 西山 朗子 マイナビ出版

2017

永瀬流負けない将棋 ―全戦型対応版―（マイナビ将
棋BOOKS）

永瀬 拓矢 マイナビ出版
2017

将棋・基本定跡ガイド ―全戦法対応―（マイナビ将
棋文庫）

長岡 裕也 マイナビ出版
2017

相掛かりの新常識 （マイナビ将棋BOOKS） 中座 真 マイナビ出版 2018



誰でもカンタン!図解で分かる碁の形勢判断法 （囲
碁人ブックス）

平田 智也 マイナビ出版
2017

超攻撃的振り飛車 新生・角頭歩戦法 （マイナビ将
棋BOOKS）

西川 和宏 マイナビ出版
2017

徹底カラー図解東京メトロのしくみ マイナビ出版編集部 マイナビ出版 2017
藤井聡太推薦!将棋が強くなる実戦1手詰 書籍編集部 マイナビ出版 2018
バターを使わない作り置きのお菓子 ―保存できるか
らまいにち“おいしい”が食べられる―

吉川 文子 マイナビ出版
2017

趙治勲詰碁ハンドブック （囲碁人文庫シリーズ） 趙 治勲 マイナビ出版 2017
対抗形の急所がわかる!居飛車VS振り飛車の重要
テーマ （マイナビ将棋BOOKS）

上村 亘 マイナビ出版
2018

将棋AIで学ぶディープラーニング 山岡 忠夫 マイナビ出版 2018
いちばんやさしいAI「人工知能」超入門 大西 可奈子 マイナビ出版 2018
React開発現場の教科書 ―Atomic Designによるモ
ダンUIコンポーネント開発―

石橋 啓太 マイナビ出版
2018

スマートスピーカー×AIプログラミング ―自分でつ
くる人工知能 : Amazon Echo、Google Home対応
―

ポンダッド マイナビ出版
2018

全問実戦型!3手5手詰トレーニング （将棋連盟文
庫）

北浜 健介 マイナビ出版
2018

四間飛車序盤の指し方完全ガイド （マイナビ将棋
BOOKS）

井出 隼平 マイナビ出版
2018

これだけで勝てる将棋終盤のコツ （マイナビ将棋
BOOKS）

大平 武洋 マイナビ出版
2018

現場のプロがやさしく書いたWebサイトの分析・改
善の教科書 改訂2版

小川 卓 マイナビ出版
2018

まんがで覚えるPDCAの基本 ―できるビジネスマン
になるためのロジック―

宮川 総一郎 マイナビ出版
2018

図解&事例で学ぶリーダーシップの教科書 ビジネス戦略研究所 マイナビ出版 2016
詰将棋の鉄人 （マイナビ将棋文庫） 勝浦 修 マイナビ出版 2018



戦慄の7七金!奇襲・きんとうん戦法 （マイナビ将棋
BOOKS）

島本 亮 マイナビ出版
2018

「次の一手」で覚える中飛車定跡コレクション404 
（マイナビ将棋文庫）

所司 和晴 マイナビ出版
2018

1冊で全てわかる向かい飛車その狙いと対策 （マイ
ナビ将棋BOOKS）

安用寺 孝功 マイナビ出版
2018

すぐに使える!端の絶対手筋 （マイナビ将棋
BOOKS）

北島 忠雄 マイナビ出版
2018

アルファ碁Zeroの衝撃 ―龍虎vs最強AI―（囲碁人
ブックス）

芝野 龍之介 マイナビ出版
2018

やさしく語る碁の大局観 （囲碁人ブックス） 白石 勇一 マイナビ出版 2018
天鳳位直伝!三人麻雀の極意 （マイナビ麻雀
BOOKS）

オワタ マイナビ出版
2018

Kritaでデジタルペイントマスター 小平 淳一-パルプライド マイナビ出版 2015
これからの「標準」を学ぶ　マルチデバイス対応サ
イト構築

エ・ビスコム・テック・ラボ マイナビ出版
2015

はじめてでも集客&売上アップ! Google AdWords完
全攻略

佐藤 和明 マイナビ出版
2015

Project SienaではじめるWindowsストアアプリ開
発入門

高見 知英 マイナビ出版
2015

マーケティング／商品企画のための　ユーザーイン
タビューの教科書

奥泉 直子-山崎 真湖人-三澤 直加-古田 一義  マイナビ出版
2015

サイトの改善と目標達成のための　Web分析の教科
書

日本Web協会（JWA）・編著 マイナビ出版
2015

uGUIではじめるUnity UIデザインの教科書 岩井 雅幸 マイナビ出版 2015
JWA公認　Webアナリスト検定　公式テキスト 日本Web協会・編著 マイナビ出版 2015
基本からわかる　ZBRUSH　標準リファレンスガイ
ド

米谷 芳彦（id.arts） マイナビ出版
2015

Office 2016 for Macマスターブック 東 弘子 マイナビ出版 2015
速効!図解 ここが変わったWindows 10 川上 恭子-白鳥 睦-野々山 美紀-後藤 涼子 マイナビ出版 2015



OS X El Capitanマスターブック 小山 香織 マイナビ出版 2015
デジタルツールで描く！感情があふれ出るキャラの
表情の描き方

スタジオ・ハードデラックス マイナビ出版
2015

MacBook Air & Proマスターブック OS X El 
Capitan対応版

松山 茂-矢橋 司 マイナビ出版
2015

CLIP STUDIO PAINTでマンガを描く！ パルプライド マイナビ出版 2016
iPadマスターブック 2016 Pro・Air 2・mini 4対応

小山 香織-丸山 陽子 マイナビ出版
2016

大きな字だからスグ分かる！iPhoneかんたん入門 飯塚 直 マイナビ出版 2016
大きな字だからスグ分かる！iPadかんたん入門 小山 香織 マイナビ出版 2016
ちゃんと使える力を身につける Javaプログラミング
入門

大澤 文孝 マイナビ出版
2016

大きな字だからスグ分かる！ワード＆エクセルかん
たん入門

木村 幸子 マイナビ出版
2016

大きな字だからスグ分かる！ウィンドウズ 10かんた
ん入門

東 弘子 マイナビ出版
2016

スマートフォンアプリマーケティング　現場の教科
書

川畑 雄補-丸山 弘詩-荻野 博章 マイナビ出版
2016

自律ロボット概論　プレミアムブックス版 George A. Bekey マイナビ出版 2016
ロボットデザイン概論　プレミアムブックス版 園山 隆輔 マイナビ出版 2016
強くなるロボティック・ゲームプレイヤーの作り方　
プレミアムブックス版

八谷 大岳-杉山 将 マイナビ出版
2016

大きな字だからスグ分かる！LINEかんたん入門 東 弘子 マイナビ出版 2016
これ1冊でゼロから学べる Webプログラミング超入
門　ーHTML,CSS,JavaScript,PHPをまるごとマス
ター

掌田 津耶乃 マイナビ出版
2016

魅せるPowerPointテクニック 野々山 美紀 マイナビ出版 2016
６ステップでマスターする　「最新標準」
HTML+CSSデザイン

エビスコム マイナビ出版
2016

macOS Sierraマスターブック 小山 香織 マイナビ出版 2016



実践力を身につける Pythonの教科書 クジラ飛行机 マイナビ出版 2016
楽しく学ぶ　アルゴリズムとプログラミングの図鑑

森 巧尚 マイナビ出版
2016

Macはじめよう MacBook Pro&Air、 iMac対応 
macOS Sierra対応版

Macビギナーズ研究会 マイナビ出版
2016

“巧みさ”とロボットの力学　プレミアムブックス版
有本 卓-関本 昌紘 マイナビ出版

2016

MacBook マスターブック macOS Sierra対応版 松山 茂-矢橋 司 マイナビ出版 2016
基礎から学ぶ　チーム開発の成功法則 渡辺 龍司-荻野 博章 マイナビ出版 2016
UX × Biz Book 明海 司-井登 友一-奥谷 孝司-川田 学-坂本      マイナビ出版 2016
CINEMA 4D　MoGraph／XPressoガイドブック　
【解説ムービー付き】

冨士 俊雄 マイナビ出版
2017

ITエンジニアのための「人生戦略」の教科書 平城　寿 マイナビ出版 2017
ビッグデータ分析・活用のためのSQLレシピ 加嵜 長門-田宮 直人 マイナビ出版 2017
はじめてでもよくわかる！　デジタルマーケティン
グ集中講義

カティサーク　押切 孝雄 マイナビ出版
2017

C++で学ぶディープラーニング 藤田 毅 マイナビ出版 2017
ここまで作れる！　Raspberry Pi　実践サンプル集

太田 一穂-岡嶋 和弘-西村 良太-樋山 淳 マイナビ出版
2017

HTML5＆CSS3デザイン　現場の新標準ガイド エビスコム マイナビ出版 2017
Macはじめよう macOS High Sierra対応版 Macビギナーズ研究会 マイナビ出版 2017
iPadマスターブック 2018 iPad・Pro・mini 4対応

小山 香織 マイナビ出版
2017

MATLAB/Simulinkとモデルベース設計による2足歩
行ロボット・シミュレーション　プレミアムブック
ス版

三田 宇洋-高島 博-宅島 章夫-田中 明美 マイナビ出版
2018

CSSグリッドレイアウト　デザインブック エビスコム マイナビ出版 2018
楽しい詰将棋入門 米長 邦雄 マイナビ出版 2015
解明！相穴熊の最先端 北島 忠雄 マイナビ出版 2015
奇襲研究所　～嬉野流編～ 天野 貴元 マイナビ出版 2015



後手番で勝つ！中座の横歩取り 中座 真 マイナビ出版 2015
決定版！横歩取り完全ガイド 吉田 正和 マイナビ出版 2015
楽しく解いて強くなる　蘇耀国の詰碁 蘇耀国 マイナビ出版 2015
角交換四間飛車で勝つための24の心得 安用寺 孝功 マイナビ出版 2015
将棋戦型別名局集１　穴熊名局集 大内延介 マイナビ出版 2015
升田の研究～鬼手と石田流～ 升田 幸三 マイナビ出版 2015
ネット麻雀完全対応！　強者の最新手筋100 比嘉 秀仁 マイナビ出版 2015
アマの知らない打ち込み対策・大ヨセ事典 淡路 修三 マイナビ出版 2015
解いてスッキリ！　３手５手の詰将棋 本間 博 マイナビ出版 2015
わかる！　勝てる！！　石田流 宮本 広志 マイナビ出版 2015
囲碁手筋　基本のキ 吉原 由香里-王唯任 マイナビ出版 2015
対居飛穴最終兵器　矢倉流中飛車の極意 矢倉 規広 マイナビ出版 2015
山崎隆之の一手損角換わり 山崎 隆之 マイナビ出版 2015
誰も言わなかった居飛車穴熊撃滅戦法 武者野 勝巳 マイナビ出版 2015
ネット将棋で勝つ米長の奇襲 米長 邦雄 マイナビ出版 2015
これで勝てる麻雀攻めの常識100 矢島 亨 マイナビ出版 2015
研究で勝つ！相横歩取りのすべて 飯島 栄治 マイナビ出版 2015
早分かり　角換わり定跡ガイド 所司 和晴 マイナビ出版 2015
読みを鍛える7手詰200問 中田 章道 マイナビ出版 2015
三浦＆阿部健の居飛車研究 三浦 弘行-阿部 健治郎 マイナビ出版 2015
はじめてのヨセと死活 万波 奈穂 マイナビ出版 2015
出る順で学ぶ　実戦死活 山下 敬吾 マイナビ出版 2015
将棋・逆転の決め手 週刊将棋 マイナビ出版 2015
ゼウスの選択　デジタル麻雀最終形 鈴木 たろう マイナビ出版 2015
30秒でわかる！攻めと守りの判断法 溝上 知親 マイナビ出版 2015
プロ合格の原動力！今泉の勝てる中飛車 今泉 健司 マイナビ出版 2015
速効！振り飛車の絶対手筋105 杉本 昌隆 マイナビ出版 2015
最強の３手詰 読みと地力のトレーニング 森 信雄 マイナビ出版 2015
圧勝!序盤戦法 宮本 直毅 マイナビ出版 2015



40年間勝ち組を続ける男　荒正義直伝・麻雀サバキ
の神髄

荒 正義 マイナビ出版
2015

囲碁手筋 基本のキ 相手の弱点を見抜く方法 吉原 由香里-王 唯任 マイナビ出版 2016
ひと目の横歩取り 長岡 裕也 マイナビ出版 2016
わかる!　勝てる!!　囲碁　本手とウソ手の見分け方

羽根 直樹 マイナビ出版
2016

将棋戦型別名局集２　四間飛車名局集 鈴木 大介　解説 マイナビ出版 2016
相掛かりの秘刀　塚田スペシャルのすべて 塚田 泰明 マイナビ出版 2016
強くなる打碁　大竹英雄の序盤感覚 大竹 英雄 マイナビ出版 2016
横歩取りハメ手裏定跡 飯島 栄治 マイナビ出版 2016
後手番で勝つ　角交換四間飛車徹底研究 黒沢 怜生 マイナビ出版 2016
全問実戦型！脳トレ７手９手詰 北浜 健介 マイナビ出版 2016
絶対にラスを引かない麻雀　～ラス回避35の技術～

平澤 元気 マイナビ出版
2016

美濃囲いを極める77の手筋 藤倉 勇樹 マイナビ出版 2016
将棋界の巨人　大山康晴忍の一手 週刊将棋 マイナビ出版 2016
依田式 基本死活の考え方 依田 紀基 マイナビ出版 2016
将棋戦型別名局集３　矢倉名局集 高橋 道雄 マイナビ出版 2016
最強アマの即戦力戦法　～スズメ刺しから丸山ワク
チンまで～

中川 慧梧 マイナビ出版
2016

全戦型対応！絶対に覚えたい　将棋・囲いの守り方
110

及川 拓馬 マイナビ出版
2016

出る順で学ぶ　実戦のヨセ 山下 敬吾 マイナビ出版 2016
ムツゴロウ畑正憲の精密麻雀 畑 正憲 マイナビ出版 2016
棋界に伝わる二つの秘法　雁木・右玉伝説 週刊将棋 マイナビ出版 2016
将棋戦型別名局集４　三間飛車名局集 石川 陽生 マイナビ出版 2016
禁断のオッサン流振り飛車破り 神谷 広志 マイナビ出版 2016
横歩取りで勝つための９つの鉄則と15の技術 野月 浩貴 マイナビ出版 2016
囲碁人ブックス　アタリ･ノゾキを正しく打つ！ 利
かしの基本戦略

山田 規三生 マイナビ出版
2016



二階堂亜樹の勝てる麻雀の基本 二階堂 亜樹 マイナビ出版 2016
矢倉△４五歩反発型の謎　～なぜ▲４六銀・３七桂
型は滅んだのか？～

塚田 泰明 マイナビ出版
2016

将棋・名勝負の裏側　―棋士×棋士対談― 週刊将棋 マイナビ出版 2016
藤森流中飛車左穴熊破り 藤森 哲也 マイナビ出版 2016
早分かり　先手でも後手でも使える　横歩取り定跡
ガイド

所司 和晴 マイナビ出版
2016

将棋・Ｂ級戦法の達人 週刊将棋 マイナビ出版 2016
世界一厚い碁の考え方 今村 俊也 マイナビ出版 2016
１冊で詰みの基本が身につく３・５・７手詰 週刊将棋 マイナビ出版 2016
決定版！ゴキゲン中飛車VS超急戦　～将棋史上最も
過激な殴り合い～

畠山 成幸 マイナビ出版
2016

囲碁人ブックス カカリが変われば碁が変わる 石田 芳夫 マイナビ出版 2016
糸谷＆斎藤の現代将棋解体新書 糸谷 哲郎-斎藤 慎太郎 マイナビ出版 2016
よくわかる麻雀の勝ち方　～牌効率から読みまで極
める30の技術～

平澤 元気 マイナビ出版
2016

矢倉囲いを極める77の手筋 大平 武洋 マイナビ出版 2016
完全版　谷川流寄せの法則 谷川 浩司 マイナビ出版 2016
矢倉で勝つための７つの鉄則と16の心得 佐藤 慎一 マイナビ出版 2016
囲碁人ブックス どんどん強くなる 井山裕太の囲碁
手筋

井山 裕太 マイナビ出版
2016

形で覚える　ヨセの基本 蘇耀国 マイナビ出版 2016
振り飛車最前線　ゴキゲン中飛車VS超速▲４六銀戦
法

杉本 昌隆 マイナビ出版
2016

囲碁人ブックス 解くたびに強くなる 井山裕太の基
本詰碁

井山 裕太 マイナビ出版
2016

知られざる振り飛車の秘法　真・石田伝説 週刊将棋 マイナビ出版 2016
これだけで勝てる　四間飛車のコツ 大平 武洋 マイナビ出版 2016
囲碁人ブックス 勝てる模様の使い方 金秀俊 マイナビ出版 2016
内藤國雄のすべて 内藤 國雄 マイナビ出版 2016



進化するデジタル麻雀　現代の強者に打ち勝つテク
ニック

石橋 伸洋 マイナビ出版
2016

横歩取り最前線　～いま、プロが注目する２つの手
段～

日浦 市郎 マイナビ出版
2016

格言・用語で覚える　居飛車の基本手筋 神崎 健二 マイナビ出版 2016
囲碁人ブックス　やさしく語る 碁の本質 白石 勇一 マイナビ出版 2016
Ｚの法則　絶対詰まない終盤の奥義 日浦 市郎 マイナビ出版 2016
新・呉清源道場 呉清源 マイナビ出版 2016
先手中飛車 最強の証明　―主要５戦型徹底分析― 村田 顕弘 マイナビ出版 2016
四間飛車で勝つための15の心得 長岡 裕也 マイナビ出版 2016
最新版!置碁の教科書 高成謙 マイナビ出版 2016
大山ＶＳ升田全局集 大山 康晴-升田 幸三 マイナビ出版 2016
「勝ち」に直結する　将棋・終盤の総手筋 関根 茂 マイナビ出版 2016
将棋・詰みの基本手筋 北浜 健介 マイナビ出版 2016
囲碁人ブックス　級位者のための すぐ勝てる布石作
戦

望月 研一 マイナビ出版
2016

全戦型対応！将棋・端の攻め方、受け方 安用寺 孝功 マイナビ出版 2016
二階堂亜樹の勝てる麻雀　守りの基本 二階堂 亜樹 マイナビ出版 2016
囲碁人ブックス　劇的に筋が良くなる碁の本　～俗
筋が本筋に変わる５つの法則～

淡路 修三 マイナビ出版
2017

これだけで勝てる　ゴキゲン中飛車のコツ 大平 武洋 マイナビ出版 2017
完全版 定跡外伝　～将棋の裏ワザ教えます～ 週刊将棋 マイナビ出版 2017
これで万全！奇襲破り事典 本間 博 マイナビ出版 2017
穴熊囲いを極める77の手筋 石田 直裕 マイナビ出版 2017
対応力に差がつく 現代麻雀の常識次の一手 馬場 裕一 マイナビ出版 2017
定石を覚えて二目強くなる本 溝上 知親 マイナビ出版 2017
終盤で差がつく　寄せの決め手210 沼 春雄 マイナビ出版 2017
振り飛車最前線　四間飛車VS居飛車穴熊 宮本 広志 マイナビ出版 2017
これだけは知っておきたい囲碁 生きる形 死ぬ形 林漢傑 マイナビ出版 2017
これだけで勝てる　三間飛車のコツ 大平 武洋 マイナビ出版 2017



「何切る」で覚える　麻雀基本手筋コレクション 日本プロ麻雀連盟 マイナビ出版 2017
棋士の才能　―河口俊彦・将棋観戦記集― 河口 俊彦 マイナビ出版 2017
「次の一手」で覚える　将棋 序・中盤の手筋436 週刊将棋 マイナビ出版 2017
すぐに使えてすぐ勝てる！将棋・振り飛車破りの基
本

畠山 鎮 マイナビ出版
2017

囲碁AI新時代 王銘エン マイナビ出版 2017
あなたの碁を劇的に変える！ 捨て石の技法 安斎 伸彰 マイナビ出版 2017
徹底解明！先手中飛車の最重要テーマ21 伊藤 真吾 マイナビ出版 2017
将棋・基本戦法まるわかり事典　居飛車編 佐藤 慎一 マイナビ出版 2017
直感力を鍛える 囲碁・実戦手筋 山田 規三生 マイナビ出版 2017
常識破りの新戦法　矢倉左美濃急戦　基本編 斎藤 慎太郎 マイナビ出版 2017
詰将棋の達人 勝浦 修 マイナビ出版 2017
麻雀・鉄押しの条件　―３人の天鳳位が出す究極の
結論―

独歩-かにマジン-しゅかつ-平澤元気 マイナビ出版
2017

夢の華　山田修司詰将棋作品集 プレミアムブックス
版

山田 修司 マイナビ出版
2017

振り飛車ワールド１、２  プレミアムブックス版 マイナビ出版 マイナビ出版 2017
徹底解明！相振り飛車の最重要テーマ14 黒沢 怜生 マイナビ出版 2017
最強の終盤　詰みと寄せの最重要手筋104 及川 拓馬 マイナビ出版 2017
囲碁人ブックス　攻めで圧倒する!　三連星のススメ

秋山 次郎 マイナビ出版
2017

これだけで勝てる 石田流のコツ 大平 武洋 マイナビ出版 2017
これで十分！ 定石の最短攻略法 松本 武久 マイナビ出版 2017
１冊でわかる右四間飛車　その狙いと対策 藤倉 勇樹 マイナビ出版 2017
将棋戦型別名局集５　中飛車名局集 鈴木 大介　解説 マイナビ出版 2017
基礎完成　最速上達詰碁200 林 海峰 マイナビ出版 2017
今日からすぐ勝てる 奇襲虎の巻 神谷 広志 マイナビ出版 2017
進化を続けるアルファ碁 最強囲碁AIの全貌 洪道場 マイナビ出版 2017
将棋・序盤完全ガイド　相振り飛車編 上野 裕和 マイナビ出版 2017
堅陣で圧勝！　対振り銀冠穴熊 増田 康宏 マイナビ出版 2017



世界一わかりやすい 石倉流 囲碁上達教室 石倉 昇 マイナビ出版 2017
サクサク解ける　詰将棋練習帳　風の巻 詰将棋パラダイス マイナビ出版 2017
新・呉清源道場２ 呉清源 マイナビ出版 2017
将棋戦型別名局集６　横歩取り名局集 中原誠 マイナビ出版 2017
横歩取りで勝つ 攻めの最強手筋ガイド 高橋 道雄 マイナビ出版 2017
角換わりの新常識　▲４八金・２九飛型徹底ガイド

小林 裕士 マイナビ出版
2017

完全版　森下の対振り飛車熱戦譜 プレミアムブック
ス版

森下 卓 マイナビ出版
2017

囲碁AI時代の新布石法 大橋 拓文 マイナビ出版 2017
序盤の秘策 すぐに使える裏定石 小松 英樹 マイナビ出版 2017
大山ＶＳ米長全局集 大山 康晴-米長 邦雄 マイナビ出版 2017
対振りの秘策　完全版 飯島流引き角戦法 飯島 栄治 マイナビ出版 2017
誰でもすぐ上達！　二階堂亜樹のひと目の何切る 二階堂 亜樹 マイナビ出版 2017
依田流アルファ碁研究 ―よみがえる、呉清源・道策

依田 紀基 マイナビ出版
2017

使える詰み筋が身につく！ 詰将棋トレーニング210
岡田 敏 マイナビ出版

2017

麻雀・序盤の鉄戦略 ―３人の天鳳位が出す究極の結
論―

独歩-しゅかつ-すずめクレイジー-平澤元気マイナビ出版
2017

囲碁人ブックス　やさしく語る 布石の原則 白石 勇一 マイナビ出版 2017
これだけで勝てる 相振り飛車のコツ 大平 武洋 マイナビ出版 2017
天才棋士降臨・藤井聡太　炎の七番勝負と連勝記録
の衝撃

書籍編集部 マイナビ出版
2017

規格外の新戦法　矢倉左美濃急戦　最新編 斎藤 慎太郎 マイナビ出版 2017
１冊で全てわかる　角交換四間飛車 その狙いと対策

大石 直嗣 マイナビ出版
2017

読まなくても急所がわかる！　死活徹底ガイド 山田 晋次 マイナビ出版 2017
大内延介名局集　プレミアムブックス版 大内 延介 マイナビ出版 2017
中原ＶＳ米長全局集 中原 誠-米長 邦雄 マイナビ出版 2017



「次の一手」で覚える　将棋・終盤の手筋436 週刊将棋 マイナビ出版 2017
アマチュア指導の達人が明かす！ 囲碁・勝ちにつな
がる7つの常識

大矢浩一 マイナビ出版
2017

「12の定石」で身につく 筋の良い序盤の打ち方 横田茂昭 マイナビ出版 2017
完全版 看寿賞作品集 詰将棋パラダイス マイナビ出版 2017
最強雀士が語るデジタルの向こう側 大きく打ち、大
きく勝つ麻雀

近藤 誠一 マイナビ出版
2017

定跡無用の突進戦法　野獣流攻める矢倉＆右四間飛
車

泉正樹 マイナビ出版
2017

これだけで勝てる 角交換振り飛車のコツ 大平 武洋 マイナビ出版 2017
相振り飛車で勝つための18の心得 安用寺 孝功 マイナビ出版 2017
碁が強い人はどのように上達してきたか？ 洪清泉 マイナビ出版 2017
ゆめまぼろし百番 プレミアムブックス版 駒場 和男 マイナビ出版 2017
初手から分かる！将棋・序盤のセオリー 本間 博 マイナビ出版 2017
デジタルに読む麻雀 平澤 元気 マイナビ出版 2017
最強藤井システム　プレミアムブックス版 藤井 猛 マイナビ出版 2018
居飛車穴熊撃破―必殺藤井システム　プレミアム
ブックス版

藤井 猛 マイナビ出版
2018

アマが使える衝撃の新戦法！ 囲碁AI「Zen」の布石
構想

竹清勇 マイナビ出版
2018

中国流の新常識 望月 研一 マイナビ出版 2018
徹底解明！横歩取りの最重要テーマ 八代弥 マイナビ出版 2018
決定版！ 厚みの教科書 加藤 充志 マイナビ出版 2018
アルファ碁流 三々戦法 松本 武久 マイナビ出版 2018
将棋戦型別名局集７ 角換わり名局集 谷川 浩司 解説 マイナビ出版 2018
完全版 詰将棋実戦形パラダイス 詰将棋パラダイス マイナビ出版 2018
サクサク解ける！ 詰碁と手筋の基礎トレーニング
400

大橋 成哉 マイナビ出版
2018

オリ本　～天鳳位が語る麻雀・守備の極意～ しゅかつ マイナビ出版 2018
藤井聡太全局集　平成28・29年度版（通常版） 書籍編集部 マイナビ出版 2018



堅陣で勝つ！飯島流引き角戦法　Final 飯島 栄治 マイナビ出版 2018
福島原発事故がもたらしたもの 前田　正治 編著 誠信書房 2018
古代の神社と神職 神をまつる人びと 加瀬直弥　著 吉川弘文館 2018
沖縄からの本土爆撃 米軍出撃基地の誕生 歴史文化ライブラリー 林博史　著 吉川弘文館 2018
日本古代木簡論 馬場基　著 吉川弘文館 2018
皇后四代の歴史 昭憲皇太后から美智子皇后まで 森暢平・河西秀哉　編 吉川弘文館 2018
日本中世国制史論 佐々木宗雄　著 吉川弘文館 2018
絵図と徳川社会 岡山藩池田家文庫絵図をよむ 倉地克直　著 吉川弘文館 2018
帝国日本の外交と民主主義 酒井一臣　著 吉川弘文館 2018
アジア・太平洋戦争と石油 戦備・戦略・対外政策 岩間敏　著 吉川弘文館 2018
飢餓と戦争の戦国を行く 藤木久志　著 吉川弘文館 2018
近世武家社会の奥向構造 江戸城・大名武家屋敷の女
性と職制

福田千鶴　著 吉川弘文館
2018

私たちが描く新地域支援事業の姿  ―地域で助け合
いを広める鍵と方策

堀田　力、服部真治＝編著 中央法規出版
2016

介護現場で活かすフィジカルアセスメント　―利用
者の生命と生活を支える知識と技術

山内豊明＝監修／株式会社パリウムケア＝編中央法規出版
2016

介護に役立つ口腔ケアの実際　―用具選びからケア
のポイントまで

大泉恵美、蓜島桂子、蓜島弘之、森崎市治郎中央法規出版
2016

ケアマネジメントのエッセンス　―利用者の思いが
輝く援助技術

一般社団法人日本ケアマネジメント学会認定中央法規出版
2017

エビデンスに基づく小児看護ケア関連図 山口桂子、柴　邦代、服部淳子＝編集 中央法規出版 2016
福祉職・介護職のためのわかりやすい高次脳機能障
害　―原因・症状から生活支援まで

中島八十一、今橋久美子＝著 中央法規出版
2016

訪問看護実務相談Ｑ＆Ａ　平成２９年版 一般社団法人全国訪問看護事業協会＝編集 中央法規出版 2017
わたしと統合失調症　―２６人の当事者が語る発症
のトリガー

佐竹直子＝編著／リカバリーを生きる人々 中央法規出版
2016

精神科ナースのアセスメント＆プランニングｂｏｏ
ｋｓ　統合失調症の看護ケア

一般社団法人日本精神科看護協会＝監修／遠中央法規出版
2017



精神科ナースのアセスメント＆プランニングｂｏｏ
ｋｓ　精神科身体ケア

一般社団法人日本精神科看護協会＝監修／金中央法規出版
2017

２０１８管理栄養士国家試験過去問解説集　―＜第
２７回～第３１回＞５年分徹底解説

管理栄養士国試対策研究会＝編集 中央法規出版
2017

発達障害のある子の育ちの支援　―家族と子どもを
支える

辻井正次＝著 中央法規出版
2016

保育者だからできるソーシャルワーク  ―子どもと
家族に寄り添うための２２のアプローチ

川村隆彦、倉内惠里子＝著 中央法規出版
2017

こうすればうまくいく！　ＡＤＨＤのある子どもの
保育  ―イラストですぐにわかる対応法

水野智美＝著／徳田克己＝監修 中央法規出版
2017

日本におけるソーシャルアクションの実践モデル　
―「制度からの排除」への対処

髙良麻子＝著 中央法規出版
2017

新訂第四版　身体障害認定基準及び認定要領　―解
釈と運用

author unkown 中央法規出版
2016

２０１８社会福祉士国家試験過去問解説集  ―第２
７回－第２９回全問完全解説

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校中央法規出版
2017

２０１８精神保健福祉士国家試験過去問解説集 ―第
１７回－第１９回全問完全解説

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校中央法規出版
2017

２０１８介護福祉士国家試験過去問解説集  ―第２
７回－第２９回全問完全解説

介護福祉士国家試験受験対策研究会＝編集 中央法規出版
2017

精神科ナースのアセスメント＆プランニングｂｏｏ
ｋｓ　家族ケア

一般社団法人日本精神科看護協会＝監修／ 中央法規出版
2017

精神保健福祉士の実践知に学ぶソーシャルワーク １　
ソーシャルワークプロセスにおける思考過程

公益社団法人日本精神保健福祉士協会＝監修中央法規出版
2017

保育わかばＢＯＯＫＳ　保育の視点がわかる！　観
察にもとづく記録の書き方

社会福祉法人日本保育協会＝監修／岸井慶子中央法規出版
2017

保育わかばＢＯＯＫＳ　根拠がわかる！　私の保育
総点検

社会福祉法人日本保育協会＝監修／横山洋子中央法規出版
2017

保育わかばＢＯＯＫＳ　写真で学ぶ！　保育現場の
リスクマネジメント

社会福祉法人日本保育協会＝監修／田中浩二中央法規出版
2017



保育わかばＢＯＯＫＳ　個性がキラリ　３・４・５
歳児の指導計画の立て方

社会福祉法人日本保育協会＝監修／開　仁志中央法規出版
2017

保育わかばＢＯＯＫＳ　個性がキラリ　０・１・２
歳児の指導計画の立て方

社会福祉法人日本保育協会＝監修／開　仁志中央法規出版
2017

介護福祉用語和英・英和辞典 澤田　如、住居広士＝著 中央法規出版 2017
災害ソーシャルワークの可能性　―学生と教師が被
災地でみつけたソーシャルワークの魅力

福祉系大学経営者協議会＝監修／遠藤洋二、 　中央法規出版
2017

根拠がわかる　看護マッサージ　―患者を癒やすリ
ラクセーション技術

岡本佐智子＝著 中央法規出版
2017

こうすればうまくいく！　医療的配慮の必要な子ど
もの保育　―３０の病気の対応ポイントがわかる！ 西村実穂、徳田克己＝編集 中央法規出版

2017

こうすればうまくいく！　自閉症スペクトラムの子
どもの保育　―イラストですぐにわかる対応法

水野智美＝著／徳田克己＝監修 中央法規出版
2017

貧しい人々への友愛訪問　―現代ソーシャルワーク
の原点

メアリー・Ｅ・リッチモンド＝著／門永朋子中央法規出版
2017

ROBO-ONEにチャレンジ！ 二足歩行ロボット自作
ガイド

一般社団法人二足歩行ロボット協会 オーム社
2018

UXリサーチの道具箱 イノベーションのための質的調査・

分析
樽本　徹也 オーム社 2018

ARMマイコンによる組込みプログラミング入門 ロ
ボットで学ぶC言語 改訂2版

ロボット実習教材研究会-ヴイストン株式会オーム社
2018

Pythonによる統計分析入門 山内 長承 オーム社 2018
Rによる多変量解析入門 データ分析の実践と理論 川端一光-岩間徳兼-鈴木雅之 オーム社 2018
実戦データマイニング AIによる株と為替の予測 月本　洋-松本　一教 オーム社 2018
進化計算アルゴリズム入門 生物の行動科学から導く
最適解

大谷　紀子 オーム社
2018

アンケート分析入門 Excelによる集計・評価・分析
菅 民郎 オーム社

2018



インテリアコーディネーター2次試験 合格のポイン
ト

石川 はるな-井上 国博-佐田 博佳-丸山 正記   オーム社
2018

機械学習と深層学習 Pythonによるシミュレーショ
ン

小高　知宏 オーム社
2018

マンガでわかる機械学習 荒木　雅弘-渡　まかな-ウェルテ オーム社 2018
ベクトルからはじめる電磁気学 坂本　文人 オーム社 2018
絵とき　水理学（改訂4版） 粟津　清蔵-國澤　正和-西田　秀行-福山　オーム社 2018
ゲームAIと深層学習 ニューロ進化と人間性 伊庭　斉志 オーム社 2018
Pythonによる深層強化学習入門 ChainerとOpenAI 
Gymではじめる強化学習

牧野　浩二-西崎　博光 オーム社
2018

Rで学ぶデータサイエンス データマイニングの基礎
から深層学習まで

北　栄輔 オーム社
2018

行動データの計算論モデリング 強化学習モデルを例
として

片平　健太郎 オーム社
2018

コンピュータハイジャッキング 酒井　和哉 オーム社 2018
7日間集中講義！ Excel回帰分析入門 ツールで拡が
るデータ解析＆要因分析

米谷　学 オーム社
2018

Rによるやさしいテキストマイニング ［活用事例
編］

小林 雄一郎 オーム社
2018

Rによる計量経済学（第2版） 秋山 裕 オーム社 2018
理工系　電気電子数学再入門 重見健一 オーム社 2010
Easy to Understand Data Analysis and Statistics 
-Let’s Start Analysis Statistics of Medical and 
Life Science with Excel-

Takahashi Tatsuhisa オーム社
2017

宮地貫道伝　－信念と気骨の明治人－ 木村達也 オーム社 2018
Microscale Experiment -Environment-Conscious 
Science Experiment-

芝原寛泰-佐藤美子 オーム社
2011

Information Network Engineering Hiromasa IKEDA-Miki YAMAMOTO-Yosh   オーム社 2015
A Gentle Introduction to Functional 
Programming in English [Second Edition]

Antoine Bossard オーム社
2018



人工知能 Vol.30 No.1 （2015年1月号） 人工知能 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2015
人工知能 Vol.30 No.2 （2015年3月号） 人工知能 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2015
人工知能 Vol.30 No.3 （2015年5月号） 人工知能 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2015
人工知能 Vol.30 No.4 （2015年7月号） 人工知能 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2015
人工知能 Vol.30 No.5 （2015年9月号） 人工知能 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2015
人工知能 Vol.30 No.6 （2015年11月号） 人工知能 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2015
「源氏物語」の色辞典 吉岡 幸雄 紫紅社 2008
これならわかる天皇の歴史Ｑ＆Ａ 歴史教育者協議会（歴教協）-岩本 努-駒田大月書店 2018
「生存」の歴史と復興の現在: 3.11 分断をつなぎ直
す

大門正克-岡田知弘-川内淳史-河西英通-高岡大月書店
2019

日本のポストフェミニズム: 「女子力」とネオリベ
ラリズム

菊地夏野 大月書店
2019

イチから学ぶ！大腸CT検査 東海スクリーニング大腸CT研究会 ベクトル・コア 2018
超音波検査報告書の書き方　消化器／消化管 寺島茂 ベクトル・コア 2010
超音波検査報告書の書き方　心臓／血管 寺島茂 ベクトル・コア 2010
超音波検査報告書の書き方　検診／泌尿器／産婦人
科／体表臓器

寺島茂 ベクトル・コア
2010

高校生のための　英文法＝スッキリ講座　くみたて
編

河野 太一 アルク
2012

高校生のための　英文法＝スッキリ講座　いろどり
編

河野 太一 アルク
2012

日本の色辞典 吉岡 幸雄 紫紅社 2000
王朝のかさね色辞典 吉岡 幸雄 紫紅社 2011
日本の文様図典 Unknown 紫紅社 1996
マッチラベル　明治・大正 三好一 紫紅社 2010
広告マッチラベル　大正・昭和 三好一 紫紅社 2010
菊と紅葉の文様 谷本一郎 紫紅社 2006
桜の文様 谷本一郎 紫紅社 2004
図譜和更紗の文様 吉岡幸雄 紫紅社 2004
日本のポスター　明治大正昭和 三好一 紫紅社 2010



位相幾何 佐藤　肇 岩波書店 2006
確率微分方程式 舟木　直久 岩波書店 2005
関数解析 岡本　久，中村　周 岩波書店 2006
可換環と体 堀田　良之 岩波書店 2006
幾何学的変分問題 西川　青季 岩波書店 2006
群論 寺田　至，原田　耕一郎 岩波書店 2006
現代数学の広がり1 上野　健爾，青本　和彦，砂田　利一，深谷　岩波書店 2005
現代数学の広がり2 木村　達雄， 高橋　陽一郎，村瀬　元彦， 　 　岩波書店 2005
実関数とフーリエ解析 高橋　陽一郎 岩波書店 2006
数論I　Fermatの夢と類体論 加藤　和也，黒川　信重，斎藤　毅 岩波書店 2005
数論II　岩澤理論と保型形式 黒川　信重，栗原　将人，斎藤　毅 岩波書店 2005
測度と確率 小谷　眞一 岩波書店 2005
双曲型偏微分方程式と波動現象 井川　満 岩波書店 2006
代数幾何 上野　健爾 岩波書店 2005
楕円型・放物型偏微分方程式 村田　實，倉田　和浩 岩波書店 2006
微分形式の幾何学 森田　茂之 岩波書店 2005
微分方程式と固有関数展開 小谷　眞一，俣野　博 岩波書店 2006
非可換環 谷崎　俊之 岩波書店 2006
複素幾何 小林　昭七 岩波書店 2005
複素解析 藤本　坦孝 岩波書店 2006
Morse理論の基礎 松本　幸夫 岩波書店 2005
リー群と表現論 小林　俊行，大島　利雄 岩波書店 2005
力学系 久保　泉，矢野　公一 岩波書店 2006
一般コホモロジー 河野　明，玉木　大 岩波書店 2008
確率解析 重川　一郎 岩波書店 2008
散乱理論 井川　満 岩波書店 2008
指数定理 古田　幹雄 岩波書店 2008
双有理幾何学 Janos　Kollar，森　重文 岩波書店 2008
代数解析概論 柏原　正樹 岩波書店 2008
多変数複素解析 大沢　健夫 岩波書店 2008



場の理論とトポロジー 河野　俊丈 岩波書店 2008
非線形問題と複素幾何学 中島　啓 岩波書店 2008
非平衡ダイナミクスの数理 西浦　廉政 岩波書店 2009
複素構造の変形と周期　共形場理論への応用 上野　健爾，清水　勇二 岩波書店 2008
フェルマー予想 斎藤　毅 岩波書店 2009
変分問題入門　非線形楕円型方程式とハミルトン系

田中　和永 岩波書店
2008

無限次元リー環 脇本　実 岩波書店 2008
モジュライ理論I 向井　茂 岩波書店 2008
モジュライ理論II 向井　茂 岩波書店 2008
離散群 大鹿　健一 岩波書店 2008
特異摂動の代数解析学 河合　隆裕，竹井　義次 岩波書店 2008
特性類と幾何学 森田　茂之 岩波書店 2008
気仙大工が教える木を楽しむ家づくり 横須賀和江 築地書館 2019
日本列島の自然と日本人 西野順也 築地書館 2019
狼の群れはなぜ真剣に遊ぶのか エリ・H・ラディンガー［著］　シドラ房子築地書館 2019
第６の大絶滅は起こるのか ピーター・ブラネン［著］　西田美緒子［訳築地書館 2019
草地と日本人[増補版] 須賀丈＋岡本透＋丑丸敦史 築地書館 2019
自然により近づく農空間づくり 田村雄一 築地書館 2019
乳房超音波Q&A 佐久間浩 ベクトル・コア 2006
心電図ドリル 杉浦哲朗-土居忠文-宮尾恵示 ベクトル・コア 2013
踏絵を踏んだキリシタン 歴史文化ライブラリー 安高　啓明　著 吉川弘文館 2018
江戸無血開城 本当の功労者は誰か？ 歴史文化ライブラリー 岩下　哲典　著 吉川弘文館 2018
中世荘園村落の環境歴史学 東大寺領美濃国大井荘の
研究

海老澤　衷　編 吉川弘文館
2018

古代国府の成立と国郡制 大橋　泰夫　著 吉川弘文館 2018
陸奥伊達一族 高橋　富雄　著 吉川弘文館 2018
現代日本の葬送と墓制 イエ亡き時代の死者のゆくえ

鈴木　岩弓・森　謙二　編 吉川弘文館
2018

細川忠利 ポスト戦国世代の国づくり 歴史文化ライブラリー 稲葉　継陽　著 吉川弘文館 2018



刀の明治維新 「帯刀」は武士の特権か？ 歴史文化ライブラリー 尾脇　秀和　著 吉川弘文館 2018
幕末維新のリアル 変革の時代を読み解く７章 上田　純子・公益財団法人僧月性顕彰会　編吉川弘文館 2018
建物が語る日本の歴史 海野　聡　著 吉川弘文館 2018
日本人の名前の歴史 奥富　敬之　著 吉川弘文館 2018
基礎から学ぶ 熱力学 吉田　幸司-岸本　健-木村　元昭-田中　勝 　オーム社 2016
IT Text 音声認識システム（改訂2版） 河原　達也 オーム社 2016
ステップアップ　医師事務作業補助者　学習テキス
ト（改訂2版）

伊藤　典子 オーム社
2016

IT Text オペレーティングシステム（改訂2版） 野口　健一郎-光来　健一-品川　高廣 オーム社 2018
IT Text 人工知能（改訂2版） 本位田　真一-松本　一教-宮原　哲浩-永井　 　オーム社 2016
IT Text ヒューマンコンピュータインタラクション
（改訂2版）

岡田　謙一-西田　正吾-葛岡　英明-仲谷　 　オーム社
2016

IT Text 画像工学 堀越　力-森本　正志-三浦　康之-澤野　弘オーム社 2016
型紙型染ー吉岡コレクション―（紫紅社ベストセレ
クション

吉岡幸雄 紫紅社
1989

日本のラベル　明治・大正・昭和 三好一 紫紅社 2010
Dr.辻本の乳腺診断2 辻本文雄 ベクトル・コア 2019
「社会を変えよう」といわれたら 木下ちがや［著］ 大月書店 2019
子どもとスポーツのイイ関係: 「苦手・嫌い」が
「得意・好き」に変わるコーチングの極意

山田ゆかり［著］ 大月書店
2019

「不法」なる空間にいきる: 占拠と立ち退きをめぐ
る戦後都市史

本岡拓哉［著］ 大月書店
2019

2019-2020年版　第一級陸上無線技術士試験　吉川
先生の過去問解答・解説集

吉川　忠久 オーム社
2019

体罰と戦争 森田　ゆり かもがわ出版 2019
「ジェンダー」で読む物語 高岡　尚子 かもがわ出版 2019
トランプ報道のフェイクとファクト 立岩　陽一郎 かもがわ出版 2019
加藤周一、米原万里と行くチェコの旅 小森　陽一・金平　茂紀・辛　淑玉 かもがわ出版 2019
医師たちが見たキューバ医療のいま 全日本民主医療機関連合会 視察団 かもがわ出版 2019
都民とともに問う、都立病院の「民営化」 安達　智則・太田　正・川上　哲 かもがわ出版 2019



仏教と歴史に関する19の断想 中島　晃 かもがわ出版 2019
平和と子どもの幸せを求めつづけて 山下　雅彦 かもがわ出版 2019
教師をめざす学びのハンドブック 福井　雅英・杉浦　由香里・原　未来 かもがわ出版 2019
Atlas Series 超音波編　Vol.7　腹部超音波テキスト　
上・下腹部【改訂第三版】

Atlas Series 超音波編 辻本文雄-松原馨-井田正博 ベクトル・コア
2002

新訂版 エレクトロヒートハンドブック 一般社団法人 日本エレクトロヒートセンタオーム社 2019
Excelで学ぶAHP入門（第2版） 高萩　栄一郎-中島　信之 オーム社 2018
国際介護保険用語辞典 住居　広士／澤田　如　編著 大学教育出版 2012
現代社会教育と生涯学習の諸相 第Ⅲ巻 益川　浩一 大学教育出版 2014
現場からみた学校保健 川崎裕美／岡田眞江／石井良昌　 編著 大学教育出版 2013
裏切り者の発見から解放へ―コンラッド前期作品に
おける道徳的問題―

山本　薫 大学教育出版
2010

憲法9条2項を知っていますか？― “戦力”と“交戦権”
のナンセンス―

佐々木　憲治 大学教育出版
2019

米国法適用下における商取引契約書 瀬川　一真 大学教育出版 2019
新入職員のための病院・診療所経営入門―ゼロから
学ぶレセプトと簿記・経営分析―

須藤芳正　監修／太田佑馬　編著 大学教育出版
2019

最新 特別活動論　改訂版 原田恵理子／高橋知己／森山賢一　編著 大学教育出版 2019
国際地域研究I 北海道教育大学函館校　国際地域研究編集委  大学教育出版 2019
幼児体育　概要版 日本幼児体育学会　編／前橋　明　ほか著 大学教育出版 2006
看護学生のための精神看護学概論 第2版 東中須恵子　編著／阿部由香／後藤　満津子 　 　 　大学教育出版 2019
トップエスイー入門講座1　実践的ソフトウェア工学 
第2版：実践現場から学ぶソフトウェア開発の勘所 【監修】石田 晴久,【著】浅井 治 近代科学社

2019

基礎からスッキリわかる微分積分：アクティブ・
ラーニング実践例つき

皆本 晃弥 近代科学社
2019

HCDライブラリー7　人間中心設計における評価 HCDライブラリー 黒須 正明,樽本 徹也,奥泉 直子,古田 一義,佐  近代科学社 2019
デジタル・プラットフォーム解体新書：製造業のイ
ノベーションに向けて

【編著】高梨 千賀子、福本 勲、中島 震 近代科学社
2019

書物と権力 中世文化の政治学 歴史文化ライブラリー 前田　雅之　著 吉川弘文館 2018



室町将軍の御台所 日野康子・重子・富子 歴史文化ライブラリー 田端　泰子　著 吉川弘文館 2018
飛鳥・藤原の宮都を語る 「日本国」誕生の軌跡 相原　嘉之　著 吉川弘文館 2018
お家相続 大名家の苦闘 大森　映子　著 吉川弘文館 2018
アクティブラーニングで ゙゙学ぶ゙小学校体育の授業づぐ
り

鈴木直樹／成家篤史／石塚諭／大熊誠二／石 　 大学教育出版
2019

スヌーズレンの理論と実践方法― スヌーズレン実践
入門―

姉崎　弘 監修・編著／高橋眞琴／井上和久 　大学教育出版
2019

児童健康教育指南 前橋明　編著　林鑫　 訳 大学教育出版 2019
社会教育と福祉と地域つぐりをつなぐ゙゙ 松田武雄　編著 大学教育出版 2019
女性の健康とライフスタイル 並木幸久／三池秀敏　編著 大学教育出版 2019
物語の力―物語の内容分析と表現分析― 高田明典／竹野真帆／津久井めぐみ 大学教育出版 2019
幼児体育指導ガイド" 2゙ 前橋　明　編著／池谷仁志／藤田倫子／五味 　 大学教育出版 2019
ネコ・かわいい殺し屋 ピーター・P・マラ＋クリス・サンテラ［著   築地書館 2019
先生、アオダイショウがモモンガ家族に迫っていま
す！

小林朋道 築地書館
2019

手にとるようにわかる　若手CEと学生のための　臨
床工学ハンドブック（上）【改訂新版】

海老根東雄 ベクトル・コア
2009

手にとるようにわかる　若手CEと学生のための　臨
床工学ハンドブック（下）【改訂新版】

海老根東雄 ベクトル・コア
2009

第3版　実証的教育研究の技法―これでできる教育研
究―

西川純 大学教育出版
2019

検診や治療に疑問を感じている方!  医療の現実、教
えますから広めてください!!

著：名郷直樹 ライフサイエンス出版
2018

統計学はときにセクシーな学問である 著：デビッド・シュピーゲルハルター 訳：ライフサイエンス出版 2018
埼玉医科大学　超人気 健康セミナーシリーズ おと
なの軽度発達障害 こども時代をふりかえり自分をい
かすためのヒント

著：横山富士男　吉益晴夫 ライフサイエンス出版
2018

埼玉医科大学　超人気 健康セミナーシリーズ がん
治療を苦痛なく続けるための支持・緩和医療 こころ
とからだを楽にして自分らしさをとりもどす

著：髙橋孝郎・小島真奈美・藤堂真紀・加藤ライフサイエンス出版
2019



その一線，越えたらアウトです！ コピペしないレ
ポートから始まる研究倫理

著者：上岡洋晴 ライフサイエンス出版
2016

日本語版　サンフォード感染症治療ガイド2018（第
48版）

David N. Gilbert/Henry F. Chambers/Ge        　ライフサイエンス出版
2018

雑談の苦手がラクになる　会話のきっかけレシピ 枚岡治子 大月書店 2019
対米従属の起源 「1959年米機密文書」を読む 谷川建司-須藤遙子 大月書店 2019
コンパクトＸ線シリーズBasic　胸部単純X線アトラス　vol.1　
肺

コンパクトＸ線シリーズ 芦澤和人 ベクトル・コア 2006

コンパクトＸ線シリーズBasic　胸部単純X線アトラ
ス　vol.2　縦隔・胸膜　その他

コンパクトＸ線シリーズ 芦澤和人 ベクトル・コア
2008

戦国の城の一生 つくる・壊す・蘇る 竹井　英文　著 吉川弘文館 2018
考証　東京裁判 戦争と戦後を読み解く 宇田川　幸大　著 吉川弘文館 2018
戦国期細川権力の研究 馬部　隆弘　著 吉川弘文館 2018
明治期の立憲政治と政党 自由党系の国家構想と党史
編纂

中元　崇智　著 吉川弘文館
2018

中世王権の形成と摂関家 樋口　健太郎　著 吉川弘文館 2018
源氏長者 武家政権の系譜 岡野　友彦　著 吉川弘文館 2018
はんこと日本人 門田　誠一　著 吉川弘文館 2018
植民地遊廓 日本の軍隊と朝鮮半島 金　富子・金　栄　著 吉川弘文館 2018
Security Politics in Japan: Legislation for a New 
Security Environment

Hosoya, Yuichi JPIC(出版文化産業振興財
2019

Understanding History in Asia: What Diplomatic 
Documents Reveal

Hattori, Ryuji JPIC(出版文化産業振興財
2019

Friendship Across the Seas: The US Navy and 
the Japan Maritime Self-Defense Force

Agawa, Naoyuki JPIC(出版文化産業振興財
2019

Heritage Culture and Business, Kyoto Style: 
Craftsmanship in the Creative Economy

Murayama, Yuzo JPIC(出版文化産業振興財
2019

Toward the Meiji Revolution: The Search for 
"Civilization" in Nineteenth-Century Japan

Karube, Tadashi JPIC(出版文化産業振興財
2019



The Book of Urushi: Japanese Lacquerware 
From a Master

Matsuda, Gonroku JPIC(出版文化産業振興財
2019

The Art of Emptiness Sakaida, Kakiemon XIV JPIC(出版文化産業振興財 2019
Pilgrimages in the Secular Age: From El Camino 
to Anime

Okamoto, Ryosuke JPIC(出版文化産業振興財
2019

The Lure of Pokémon: Video Games and the 
Savage Mind

Nakazawa, Shinichi JPIC(出版文化産業振興財
2019

The Remarkable History of Japan-US Relations
Kosaka, Masataka JPIC(出版文化産業振興財

2019

日本とフィンランドの゙ 出会いとつながり゙ ユハ・サウナワーラ ／鈴木大路郎　編 大学教育出版 2019
Social Innovation Scaling Processes in East Asia: 
Bridging the gaps between stakeholders

青尾　謙 大学教育出版
2019

福祉職・保育者養成教育におけるICT活用への挑戦
―より深い学びと質の高い支援スキル獲得を目指し
て―

坂本毅啓／佐藤貴之／中原大介　著 大学教育出版
2019

大学生のためのセーフティーネット―学生生活支援
を考える―

全国大学生活協同組合連合会 教職員委員会 大学教育出版
2019

環境にお金を払う仕組み―PES（生態系サービスへ
の支払い）が分かる本―

柴田　晋吾 大学教育出版
2019

バドミントンの理論と実技―初歩から基本技術の指
導まで―

岸　一弘 大学教育出版
2019

改訂版　法律学概要 大西　斎 大学教育出版 2019
ソフトウェア・テストの技法　第2版 【著】マイヤーズ J.,バジェット T. ,トーマ      近代科学社 2006
基礎からスッキリわかる線形代数：アクティブ・
ラーニング実践例つき

皆本 晃弥 近代科学社
2019

コンパクトMRIαシリーズ　乳腺アトラス コンパクトMRIαシリーズ 川島博子 ベクトル・コア 2008
人工知能 Vol.34 No.2 （2019年3月号） 人工知能 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2019
人工知能 Vol.34 No.3 （2019年5月号） 人工知能 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2019
ふるさとって呼んでもいいですか: ６歳で「移民」
になった私の物語

ナディ［著］-山口元一［解説］ 大月書店
2019



子どもの本のもつ力: 世界と出会える60冊 清水真砂子 大月書店 2019
新版　やさしい調査のコツ 森 靖雄 大月書店 2019
MUSIC OF COLOR SHIMURA, FUKUMI. JPIC(出版文化産業振興財 2019
平面幾何の公理的構築 寺垣内 政一/著 広島大学出版会 2019
確率・統計の数学的基礎 藤越　康祝, 若木　宏文, 栁原　宏和/著 広島大学出版会 2011
受験と就活を勝ち抜く力―イノベーションを余儀な
くされる大学と企業―

村岡　哲也 大学教育出版
2019

植物の多次元コミュニケーション 長谷川宏司／広瀬克利／　井上　進　編著 大学教育出版 2019
社会福祉を牽引する人物③　西川全彦・八寿子―社
会福祉の発展と政治を動かす力―

野嶋納美　編集　塚口伍喜夫／西川 全彦／ 　大学教育出版
2019

老活・終活のウソ、ホント70―データや研究実践、
経験からみた実像―

川村匡由　著 大学教育出版
2019

マンガ　アンドロイド観音が般若心経を語りはじめ
た

高台寺・結城　わらゑ かもがわ出版
2019

13歳からの日本外交 孫崎　享 かもがわ出版 2019
過労死は防げる 連合大阪法曹団有志・連合大阪非正規労働セかもがわ出版 2019
経済・経営のための 数学教室 －経済数学入門－ 小林道正 著 裳華房 2014
経済・経営のための 統計教室 －データサイエンス
入門－

小林道正 著 裳華房
2016

本質から理解する 数学的手法 荒木　修・齋藤智彦 共著 裳華房 2016
量子ウォーク －基礎と数理－ 町田拓也 著 裳華房 2018
裳華房フィジックスライブラリー 量子力学 －現代的アプ
ローチ－

牟田泰三・山本一博 共著 裳華房 2017

具体例から学ぶ 多様体 藤岡　敦 著 裳華房 2017
シリーズ・生命の神秘と不思議 行動や性格の遺伝子を

探す －マウスの行動遺伝学入門－
小出　剛 著 裳華房 2018

サイコロから学ぶ 確率論 －基礎から確率過程入門
へ－

小林道正 著 裳華房
2018

Introduction to Calculus in English －英語で学ぶ

微分積分学－
Jan Březina、柳田英二 共著 裳華房 2018

数学用語と記号ものがたり 片野善一郎 著 裳華房 2003



素顔の数学者たち －数学史に隠れた152のエピソー
ド－

片野善一郎 著 裳華房
2005

大人の初等数学 －式と図形のおもしろ数学史－ 片野善一郎 著 裳華房 2006
工業熱力学 基礎編（SI単位による全訂版） 谷下市松 著 裳華房 1981
工学 基礎熱力学（SI単位による全訂版） 谷下市松 著 裳華房 1982
伝熱工学 谷下市松 著 裳華房 1986
蒸気工学 －ボイラおよび蒸気原動機－ 谷下市松 著 裳華房 1984
化学の指針シリーズ 触媒化学 岩澤康裕・小林　修・冨重圭一・関根　泰   裳華房 2019
しっかり学ぶ 化学熱力学 －エントロピーはなぜ増
えるのか－

石原顕光 著 裳華房
2019

微分積分読本 －１変数－ 小林昭七 著 裳華房 2000
続 微分積分読本 －多変数－ 小林昭七 著 裳華房 2001
円の数学 小林昭七 著 裳華房 1999
曲線と曲面の微分幾何（改訂版） 小林昭七 著 裳華房 1995
接続の微分幾何とゲージ理論 小林昭七 著 裳華房 1989
シリーズ・生命の神秘と不思議 お酒のはなし［カ
ラー版］ －お酒は料理を美味しくする－

吉澤　淑 著 裳華房
2017

シリーズ・生命の神秘と不思議 メンデルの軌跡を訪
ねる旅［カラー版］

長田敏行 著 裳華房
2017

シリーズ・生命の神秘と不思議 海のクワガタ採集記
［カラー版］ －昆虫少年が海へ－

太田悠造 著 裳華房
2017

シリーズ・生命の神秘と不思議 プラナリアたちの巧
みな生殖戦略

小林一也・関井清乃 共著 裳華房
2017

現代の化学環境学 －環境の理解と改善のために－ 御園生 誠 著 裳華房 2017
化学の指針シリーズ 化学環境学 御園生 誠 著 裳華房 2007
化学の指針シリーズ 高分子化学 西　敏夫・讃井浩平・東　千秋・高田十志和 裳華房 2016
化学の指針シリーズ 超分子の化学 菅原　正・木村榮一 共編 裳華房 2013
化学の指針シリーズ 量子化学 －分子軌道法の理解
のために－

中嶋隆人 著 裳華房
2009

化学の指針シリーズ 錯体化学 佐々木陽一・柘植清志 共著 裳華房 2009



化学の指針シリーズ 分子構造解析 山口健太郎 著 裳華房 2008
化学の指針シリーズ 有機工業化学 井上祥平 著 裳華房 2008
化学の指針シリーズ 有機反応機構 加納航治・西郷和彦 共著 裳華房 2008
化学の指針シリーズ 生物有機化学 －ケミカルバイ
オロジーへの展開－

宍戸昌彦・大槻高史 共著 裳華房
2008

化学の指針シリーズ 化学プロセス工学 小野木克明・田川智彦・小林敬幸・二井　晋 裳華房 2007
新しい教養のための 生物学 赤坂甲治 著 裳華房 2017
健康寿命を延ばそう！ 機能性脂肪酸入門 －アルツ
ハイマー症、がん、糖尿病、記憶力回復への効果－ 彼谷邦光 著 裳華房

2017

化学ギライにささげる 化学のミニマムエッセンス 車田研一 著 裳華房 2016
有機化学スタンダード 基礎有機化学 小林啓二 著 裳華房 2017
有機化学スタンダード 立体化学 木原伸浩 著 裳華房 2017
有機化学スタンダード 有機反応・合成 小林　進 著 裳華房 2018
有機化学スタンダード 生物有機化学 北原　武・石神　健・矢島　新 共著 裳華房 2018
ゲノム編集入門［カラー版］ －ZFN・TALEN・
CRISPR-Cas9－

山本　卓 編 裳華房
2016

花の分子発生遺伝学 －遺伝子のはたらきによる花の
形づくり－

平野博之・阿部光知 共著 裳華房
2018

ゲノム編集の基本原理と応用 －ZFN，TALEN，
CRISPR-Cas9－

山本　卓 著 裳華房
2018

基礎分子遺伝学・ゲノム科学 坂本順司 著 裳華房 2018
シリーズ・生命の神秘と不思議　 昆虫たちのすごい
筋肉 －１秒に1000回羽ばたく虫もいる－

岩本裕之 著 裳華房
2019

物理学講義 量子力学入門 －その誕生と発展に沿っ
て－

松下　貢 著 裳華房
2017

日本のありふれた心理療法 東畑　開人著 誠信書房 2017
「教えない授業」の始め方 山本 崇雄 アルク 2019
VOAニュースフラッシュ2019年度版 アルク出版編集部 アルク 2019
キクタン　ベトナム語【初級編】 吉本 康子-今田 ひとみ アルク 2018



１分間英語　グラマー[動詞表現]編 岩村 圭南 アルク 2018
１分間英語　日常会話イディオム編 岩村 圭南 アルク 2018
起きてから寝るまでイヌ英語表現 吉田 研作-春日 聡子 アルク 2019
起きてから寝るまでネコ英語表現 吉田 研作 アルク 2019
超初級から話せる　韓国語声出しレッスン キム・スノク アルク 2019
同時通訳者のここだけの話ープロ通訳者のノート術
公開ー

関根 マイク アルク
2019

最強の英語発音ジム 高山 芳樹 アルク 2019
GTEC(R) 過去問題集 Basic 文教教材編集部 アルク 2019
GTEC(R) 過去問題集 Advanced 文教教材編集部 アルク 2019
キクタンGTEC(R) 【Basic&Advanced両対応】 文教教材編集部 アルク 2019
書く英語 横川 綾子-大六野 耕作-吉田 研作-和泉 伸一アルク 2019
やりなおし英語習慣化ドリル 西田 大 アルク 2019
英語朗読でたのしむ日本文学 青谷 優子-ジュリエット・W・カーペンターアルク 2019
やりがち英語ミスこっそりチェック帳 関野 孝雄 アルク 2019
日本語教育　よくわかる教授法 小林 ミナ アルク 2019
現代語訳 小右記  7 後一条天皇即位 倉本　一宏　編 吉川弘文館 2018
奄美諸島編年史料　古琉球期編下 石上　英一　編 吉川弘文館 2018
幕末対外関係と長崎 吉岡　誠也　著 吉川弘文館 2018
〈東京オリンピック〉の誕生 一九四〇年から二〇二
〇年へ

浜田　幸絵　著 吉川弘文館
2018

東北の幕末維新 米沢藩士の情報・交流・思想 友田　昌宏　著 吉川弘文館 2018
古墳時代の王権と集団関係 和田　晴吾　著 吉川弘文館 2018
前近代日本の交通と社会 丸山　雍成　著 吉川弘文館 2018
城と城下 近江戦国誌 小島　道裕　著 吉川弘文館 2018
中世武士 畠山重忠 秩父平氏の嫡流 清水　亮　著 吉川弘文館 2018
戦国大名大友氏の館と権力 鹿毛　敏夫・坪根　伸也　編 吉川弘文館 2018
中近世山村の生業と社会 白水　智　著 吉川弘文館 2018
木々は歌う-植物・微生物・人の関係性で解く森の生
態学

D.G.ハスケル［著］　屋代通子［訳］ 築地書館
2019



森林未来会議-森を活かす仕組みをつくる 熊崎実・速水亨・石崎涼子［編著］ 築地書館 2019
昆虫食と文明-昆虫の新たな役割を考える デイビッド・ウォルトナー＝テーブズ［著］　築地書館 2019
電力流通とP2P・ブロックチェーン ―ポストFIT時
代の電力ビジネス―

田中　謙司-武田　泰弘 オーム社
2019

Pythonによる制御工学入門 南　裕樹 オーム社 2019
化学史への招待 化学史学会 オーム社 2019
詳説　人工知能 アルファ碁を通して学ぶディープ
ラーニングの本質と知識ベースシステム

上野　晴樹 オーム社
2019

強化学習アルゴリズム入門 「平均」からはじめる基
礎と応用

曽我部　東馬 オーム社
2019

Pythonで機械学習入門 深層学習から敵対的生成
ネットワークまで

大関　真之 オーム社
2019

FPGAによるPLLモーション制御 町田　秀和 オーム社 2019
機械学習ガイドブック RとPythonを使いこなす 櫻井　豊 オーム社 2019
テキストマイニング入門 ExcelとKH Coderでわかる
データ分析

末吉　美喜 オーム社
2019

PythonによるTCP/IPソケットプログラミング 小高　知宏 オーム社 2019
物理化学 安藤耕司:中井浩巳 化学同人 2019
ビッグデータから見える韓国 チョ・ファスン　他/　　木村　幹　他 白桃書房 2017
格差から見る中国 李　養浩/李　智雄・杉山　直美 白桃書房 2019
ITサービスのためのアジャイル：OSSを用いた開
発・運用の自動化

片岡雅憲・小原由紀夫・光藤昭男 近代科学社
2019

クチコミ分析システムの作り方 松尾義博・富田準二 近代科学社 2019
大学数学のお作法と無作法 藤原 毅夫 近代科学社 2019
コンピュータとは何か？ 中村克彦 東京電機大学出版局 2018
シリーズ デジタルプリンタ技術　改訂 インク
ジェット

日本画像学会編　藤井雅彦　監修 東京電機大学出版局
2018

通信工学の基礎 松本隆男・吉野隆幸　共著 東京電機大学出版局 2018
コンピュータ工学の基礎 浅川　毅 東京電機大学出版局 2018



横幹〈知の統合〉シリーズ　ともに生きる地域コ
ミュニティ

横幹〈知の統合〉シリーズ編集委員会　編 東京電機大学出版局
2018

合格マスター 電験三種　電力 東京電機大学電験研究会 東京電機大学出版局 2019
合格マスター 電験三種　機械 東京電機大学電験研究会 東京電機大学出版局 2019
合格マスター 電験三種　理論 東京電機大学電験研究会 東京電機大学出版局 2019
合格マスター 電験三種　法規 東京電機大学電験研究会 東京電機大学出版局 2019
入門 生体機能代行装置学 血液浄化 第2版 海本　浩一 編著 東京電機大学出版局 2019
ICT・IoTのためのアンテナ工学 川上春夫，田口光雄 著 東京電機大学出版局 2019
PM プロジェクトマネージャ試験 午前 厳選問題集 東京電機大学 編 東京電機大学出版局 2019
DB データベーススペシャリスト 東京電機大学 編 東京電機大学出版局 2019
AU システム監査技術者試験 午前 厳選問題集 東京電機大学 編 東京電機大学出版局 2019
ES エンベデッドシステムスペシャリスト 東京電機大学 編 東京電機大学出版局 2019
大学生活を始めるときに読む本 東京電機大学 編 東京電機大学出版局 2019
第一級アマチュア無線技士試験問題集 合格精選450
題　第2集

吉川忠久 著 東京電機大学出版局
2018

医用工学の基礎 土肥健純 監修 東京電機大学出版局 2019
理工系のための一般化学　第2版 鈴木　隆之 編著 東京電機大学出版局 2019
電気法規と電気施設管理　平成31年度版 竹野　正二 著 東京電機大学出版局 2019
新版　電気基礎 上 東京電機大学 編 東京電機大学出版局 2019
新版　電気基礎 下 東京電機大学 編 東京電機大学出版局 2019
超音波検査士認定試験対策：基礎編【五訂版】 東京超音波研究会　如月会 ベクトル・コア 2019
コンパクトＸ線シリーズBasic　腹部単純X線アトラ
ス

船曵知弘 ベクトル・コア
2005

AI技術による倒産予知モデル×企業格付け 白田　佳子 税務経理協会 2019
財務会計の重要論点 桜井　久勝 税務経理協会 2019
〔Q&A〕海外進出・海外子会社・越境取引の税務 徳山　義晃 税務経理協会 2019
シリーズ：未来を創るナノ・サイエンス＆テクノロ
ジー 5 計算ナノ科学　第一原理計算の基礎と高機能
ナノ材料への適用

【編】 大野 かおる-【著】 大野 かおる-【       近代科学社
2019



新 看護・リハビリ・福祉のための統計学　ExcelとRを使っ
た

【著】 柳川 堯-【著】 中尾 裕之-【著】 椛         近代科学社 2019

応用のための積分幾何学　図形の測度：道路網・市
街地・施設配置

【著】 腰塚 武志 近代科学社
2019

ゼミナール　地域福祉学　―図解でわかる理論と実
践

野口定久＝著 中央法規出版
2018

保育現場の子ども虐待対応マニュアル　―予防から
発見・通告・支援のシステムづくり

倉石哲也＝著 中央法規出版
2018

ソーシャルワーカーの成長を支えるグループスー
パービジョン　―苦しみやつまずきを乗り越えるた
めに

山崎美貴子＝監修／明治学院大学山崎美貴子中央法規出版
2018

２０１９社会福祉士国家試験過去問解説集　―第２
８回－第３０回全問完全解説

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校中央法規出版
2018

２０１９介護福祉士国家試験過去問解説集　―第２
８回－第３０回全問完全解説

介護福祉士国家試験受験対策研究会＝編集 中央法規出版
2018

わかる！受かる！介護福祉士国家試験合格テキスト
２０１９

介護福祉士国家試験受験対策研究会＝編集 中央法規出版
2018

介護福祉士国家試験受験ワークブック２０１９上 介護福祉士国家試験受験ワークブック編集委中央法規出版 2018
介護福祉士国家試験受験ワークブック２０１９下 介護福祉士国家試験受験ワークブック編集委中央法規出版 2018
３法令から読み解く乳幼児の教育・保育の未来　―
現場で活かすヒント

無藤　隆、汐見稔幸、大豆生田啓友＝編著 中央法規出版
2018

エピソードでわかる！　クラス運営に役立つスキル
社会福祉法人日本保育協会＝監修／石井章仁中央法規出版

2018

改訂　現代の社会福祉 鈴木幸雄＝編著 中央法規出版 2018
介護福祉の「専門性」を問い直す 黒澤貞夫＝著 中央法規出版 2018
つながり、支え合う福祉社会の仕組みづくり 東洋大学福祉社会開発研究センター＝編集 中央法規出版 2018
心を病む人の生活をささえる看護 坂田三允＝編集 中央法規出版 2018
認知症の看護ケア 一般社団法人日本精神科看護協会＝監修／今中央法規出版 2018
子どもイキイキ！　園生活が充実する「すきま遊
び」

社会福祉法人日本保育協会＝監修／駒井美智中央法規出版
2018



失敗から学ぶ　保護者とのコミュニケーション 社会福祉法人日本保育協会＝監修／大方美香中央法規出版 2018
自信がもてる！　育ちを支える食事の基本 社会福祉法人日本保育協会＝監修／小野友紀中央法規出版 2018
遊びにつなぐ！　場面から読み取る子どもの発達 社会福祉法人日本保育協会＝監修／増田修治中央法規出版 2018
地域福祉のイノベーション　―コミュニティの持続
可能性の危機に挑む

日本地域福祉学会　地域福祉イノベーショ 　 　中央法規出版
2017

地域福祉とファンドレイジング　―財源確保の方法
と先進事例

宮城　孝、長谷川真司、久津摩和弘＝編集 中央法規出版
2018

ケアマネジメントの本質 ―生活支援のあり方と実践
方法

白澤政和＝著 中央法規出版
2018

ＨＩＶ／ＡＩＤＳソーシャルワーク　―実践と理論
への展望

小西加保留＝編著 中央法規出版
2017

災害時における介護のボランティア入門　―介護福
祉士の専門性をいかして

公益社団法人日本介護福祉士会＝編集 中央法規出版
2018

対人援助職に効く　認知行動療法ワークショップ　
―専門職としての力量を高める３つのチカラ

竹田伸也＝著 中央法規出版
2017

見て覚える！社会福祉士国試ナビ２０１９ いとう総研資格取得支援センター＝編集 中央法規出版 2018
見て覚える！精神保健福祉士国試ナビ［専門科目］
２０１９

いとう総研資格取得支援センター＝編集 中央法規出版
2018

見て覚える！介護福祉士国試ナビ２０１９ いとう総研資格取得支援センター＝編集 中央法規出版 2018
アディクション・パーソナリティ障害の看護ケア 一般社団法人日本精神科看護協会＝監修／榊　 　 　中央法規出版 2017
うつ病・双極性障害の看護ケア 一般社団法人日本精神科看護協会＝監修／高中央法規出版 2017
精神保健福祉士国家試験受験ワークブック２０１９
（専門科目編）

公益社団法人日本精神保健福祉士協会＝編集中央法規出版
2018

高齢者看護学　第３版 亀井智子、小玉敏江＝編集 中央法規出版 2018
呼吸／循環／生体防御機能障害 今川詢子、長谷川真美＝監修／横手芳惠、徳中央法規出版 2018
エビデンスに基づく循環器看護ケア関連図 森山美知子、木原康樹、宇野真理子、中麻規中央法規出版 2017
高次脳機能障害領域の作業療法 鈴木孝治＝編集 中央法規出版 2017
社会福祉士国家試験受験ワークブック２０１９（専
門科目編）

社会福祉士国家試験受験ワークブック編集委中央法規出版
2018



社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験ワーク
ブック２０１９（共通科目編）

社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験 中央法規出版
2018

２０１９精神保健福祉士国家試験過去問解説集　第
１８回－第２０回全問完全解説

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校中央法規出版
2018

ソーシャルワークの面接技術と記録の思考過程 公益社団法人日本精神保健福祉士協会＝監修中央法規出版 2017
四訂　自然公園実務必携 環境省自然環境局国立公園課＝監修 中央法規出版 2018
精神保健福祉士の養成教育論　―その展開と未来 一般社団法人日本精神保健福祉士養成校協会中央法規出版 2016
新・精神科デイケアQ&A 日本デイケア学会＝編集 中央法規出版 2016
保育者のための子育て支援ガイドブック　―専門性
を活かした保護者へのサポート

武田信子＝著 中央法規出版
2018

こうすればうまくいく！　知的障害のある子どもの
保育　―イラストですぐにわかる対応法

徳田克己＝監修／水野智美、西村実穂＝著 中央法規出版
2018

２０１９管理栄養士国家試験過去問解説集　＜第２
８回～第３２回＞５年分徹底解説

管理栄養士国試対策研究会＝編集 中央法規出版
2018

訪問看護実務相談Ｑ＆Ａ　平成３０年版 一般社団法人全国訪問看護事業協会＝編集 中央法規出版 2018
人工知能 Vol.34 No.4 （2019年7月号） 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2019
はじめよう！SOGIハラのない学校・職場づくり: 性
の多様性に関するいじめ・ハラスメントをなくすた
めに

「なくそう！SOGIハラ」実行委員会［編］大月書店
2019

学力・人格と教育実践: 変革的な主体性をはぐくむ
佐貫　浩 大月書店

2019

長期停滞の資本主義: 新しい福祉社会とベーシック
インカム

本田　浩邦 大月書店
2019

心理学研究法１　感覚・知覚 大山　正 監修 村上　郁也 編著 誠信書房 2011
心理学研究法２　認知 大山　正 監修 箱田　裕司 編著 誠信書房 2012
心理学研究法３　学習・動機・情動 大山　正 監修 廣中　直行 編著 誠信書房 2011
心理学研究法４　発達 大山　正 監修 山口　真美 編著 金沢　創 編誠信書房 2011
心理学研究法５　社会 大山　正 監修 岡　隆 編著 誠信書房 2012
心理学研究法６　計量・数理 大山　正 監修 宮埜　壽夫 編著 誠信書房 2015
医療関係者のための信念対立解明アプローチ 京極　真 著 誠信書房 2011



影響力の武器　実践編 N.J.ゴールドスタイン 著 S.J.マーティン 著   　   　  誠信書房 2009
野の医者は笑う 東畑　開人 著 誠信書房 2015
特許データからビジネスチャンスを探る　仮想現実
バーチャル（VR/AR）に取り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

発明導出ガイドブック　ウエアラブル電子機器 株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー 2015
発明導出ガイドブック　ひとの感覚と技術シリーズ　
聴覚と技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

発明導出ガイドブック　有機エレクトロニクスシ
リーズ　フレキシブルを攻めるプリンタブルエレク
トロニクス

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

発明導出ガイドブック　機能性フィルムシリーズ　
伸縮性導電フィルムの用途展開

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

発明導出ガイドブック　人工知能シリーズ　ニュー
ロモルフィックの全体俯瞰

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

発明導出ガイドブック　情報通信シリーズ　第5世代
移動通信システム（5G）の全体俯瞰

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

発明導出ガイドブック　バイオシリーズ　バイオセ
ンサの攻めの観点

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

発明導出ガイドブック　バイオシリーズ　バイオ
マーカーのモニタリング

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

発明導出ガイドブック　バイオシリーズ　バイオ
マーカーの全体俯瞰

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

発明導出ガイドブック　バイオシリーズ　バイオ医
薬品に適用できる精製技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　脳活
最前線シリーズ　脳科学の社会実装　技術俯瞰最前
線

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　脳科
学シリーズ　ブレイン・マシン・インタフェース
BMIの用途展開

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017



“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ヘル
スケアシリーズ　高齢者をとりまく技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2013

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ヘル
スケアシリーズ　生体適合性材料の全体俯瞰

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ヘル
スケアシリーズ　ヘルスケアとセンサ・センシング
技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ヘル
スケアシリーズ　生体情報の取得と価値化技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ヘル
スケアシリーズ　小型電動モビリティの全体俯瞰 株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー

2015

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ヘル
スケアシリーズ　味覚と技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ヘル
スケアシリーズ　ヘルスケアの全体俯瞰

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ヘル
スケアシリーズ　情報通信と健康モニタリング

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ヘル
スケアシリーズ　情報通信とヘルスケア支援システ
ム

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ヘル
スケアシリーズ　用途を拓くバイオメトリクス技術 株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー

2013

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ヘル
スケアシリーズ　ライフイノベーションと赤外線検
知技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ヘル
スケアシリーズ　生体センサ　特許で攻める観点 株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー

2015



“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ヘル
スケアシリーズ　においセンサセンシングの応用展
開

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ヘル
スケアシリーズ　アンチエイジングの全体俯瞰

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ヘル
スケアシリーズ　皮膚の生体情報と利用

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　がん
シリーズ　癌のセンシングと磁気応用

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　医療
シリーズ　医療に広がるプラズマ技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　医療
シリーズ　医療と磁気センサ

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　次世
代がん診断・治療の最前線　微細ナノのアクチュ
エータ技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　次世
代がん診断・治療の最前線　メタマテリアルの最前
線

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2013

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　次世
代がん診断・治療の最前線シリーズ　がんの分子診
断とイメージング

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　次世
代がん診断・治療の最前線シリーズ　がん診断マー
カーの最新技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　次世
代がん診断・治療の最前線シリーズ　がん診断機器
の全体俯瞰

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017



“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　次世
代がん診断・治療の最前線シリーズ　血管新生阻害
剤の全体俯瞰

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　次世
代がん診断・治療の最前線シリーズ　がん遺伝子産
物の全体俯瞰

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　食品
シリーズ　食品の電子線による殺菌技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　食品
シリーズ　食品の密封包装技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　食品
シリーズ　食品装置の洗浄技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　食品
シリーズ　未来社会に活きる食とIoT

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　光学
フィルム シリーズ　ナノテクノロジーと光学フィル
ム　編

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2008

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　光学
フィルム シリーズ　熱線遮蔽フィルムの技術動向を
探る

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2013

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　新素
材 シリーズ　磁歪材料の用途展開

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　新素
材・新技術 シリーズ　超臨界流体の応用技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ナノ
材料シリーズ　ナノ粒子を用いる熱電伝導性樹脂の
材料技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ナノ
材料シリーズ　金属ナノ粒子と用途展開

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014



“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ナノ
材料シリーズ　ナノ粒子を用いる高分子材料

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ナノ
材料シリーズ　ナノダイヤモンドの応用技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　イオ
ン液体シリーズ　イオン液体の用途展開

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　イオ
ン液体シリーズ　イオン液体と繊維

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ロ
ボットシリーズ　二足歩行ロボットと最新関連技術 株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー

2009

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ロ
ボットシリーズ　生活用ロボット俯瞰編

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　自動
車シリーズ　クルマのセンサ技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　自動
車シリーズ　車両衝突の防止・軽減のためのセンシ
ング技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　自動
車シリーズ　クルマ社会と情報通信技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2009

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　自動
車シリーズ　自動車運転支援情報通信技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2009

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　自動
車シリーズ　車載ミリ波レーダ技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　自動
車シリーズ　自動車の飲酒運転防止技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　自動
車シリーズ　自動運転の自動・手動切替え

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　自動
車シリーズ　自動運転とドライバの視線監視

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017



“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　自動
車シリーズ　自動運転とＬＩＡＤＲ技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　情報
通信シリーズ　食品産業とIOT食品からへルスケア
まで

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　情報
通信シリーズ　自動駐車をにらんだ最新の駐車支援
技術Part2

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　IT情
報シリーズ　教育とIT情報

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　人工
知能シリーズ　仮想現実ＶＲと拡張現実ＡＲのビジ
ネス観点

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　人工
知能シリーズ　ニューラルネットワーク回路の実用
化と特許展開

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　リチウムイオン電池の用
途展開

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2009

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　リチウムイオン電池の正
極材料

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2010

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　リチウムイオン電池の負
極材料～大電流高速充放電、サイクル特性の向上へ
の道～

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー

2010

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　リチウムイオン電池の負
極材料 Part2

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2011



“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　リチウムイオン電池の負
極活物質材料

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2011

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　リチウムイオン電池のセ
パレータ材料

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2010

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　リチウムイオン電池の積
層・パック技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2010

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　車載用リチウムイオン電
池技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2009

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　リチウムイオン電池の安
全・制御

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2009

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　角型リチウムイオン電池
の製造技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2010

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　薄膜／薄型リチウムイオ
ン電池～第三世代ハイパワー電池への挑戦を探る～

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー

2010

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　イオニックデバイスへの
道～エレクトロニックデバイスにないファンクショ
ナルデバイス～

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー

2010

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　リン酸鉄リチウムイオン
電池

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2010



“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　リチウムイオン電池の電
極用バインダの最前線Part2

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　リチウムイオン電池の電
極用バインダの最前線

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2010

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　リチウムイオン電池に用
いられる樹脂材料

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　リチウムイオン電池の接
着技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　リチウムイオン電池の高
耐熱および難燃化技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　全固体二次電池の最前線
を探る

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2010

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　フラーレン、グラフェ
ン、ＣＮＴを生かすリチウムイオン電池

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2012

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　リチウムイオン電池の急
速充電

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2013

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　オリビン系（リン酸鉄）
正極材料の導電性改善技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2013

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　燃料
電池シリーズ　固体高分子形燃料電池(PEFC)用電極
触媒の全体俯瞰

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015



“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　燃料
電池シリーズ　固体高分子型燃料電池に用いられる
炭素材料

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　太陽
電池シリーズ　太陽電池パネルの設置・施工

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2009

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　太陽
電池シリーズ　有機薄膜太陽電池のバルクヘテロ技
術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2010

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　太陽
光発電パワーコンディショナーシリーズ　太陽光発
電パワーコンディショナー攻めの視点

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2008

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　太陽
光発電パワーコンディショナーシリーズ　安全・保
護技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2013

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　太陽
光発電パワーコンディショナーシリーズ　システム
として捉えるＤＣ／ＤＣコンバータ

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2013

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　太陽
光発電パワーコンディショナーシリーズ　系統連系 株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー

2013

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　新
カーボンシリーズ　グラフェンの用途と展開

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2011

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　新
カーボンシリーズ　グラフェンの用途と展開Part2 株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー

2016

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　新
カーボンシリーズ　カーボンナノチューブCNTの放
熱材料

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014



“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　新
カーボンシリーズ　カーボンナノチューブCNTの最
新用途の広がり

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　新
カーボンシリーズ　グラフェンデバイスの用途展開 株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー

2013

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ナノ
インプリントシリーズ　ナノインプリントの全体俯
瞰Part2

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2013

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ナノ
インプリントシリーズ　光ナノインプリント

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2013

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　有機
EL技術シリーズ　有機ELプラズモンへの取り組み 株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー

2013

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　有機
エレクトロニクスシリーズ　有機ＥＬ実用化の最新
粘着・接着技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　生産
技術シリーズ　ミクロ・ナノ界面におけるゼータ電
位の制御

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2008

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　LED
照明シリーズ　LED照明の波長制御と植物育成 株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー

2015

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　テラ
ヘルツ・マイクロ波シリーズ　テラヘルツ波技術の
全体俯瞰

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　テラ
ヘルツ・マイクロ波シリーズ　マイクロ波用途展開
の全体俯瞰

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017



“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　環境
とエレクトロニクスシリーズ　圧電素子で振動から
発電する技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2010

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　環境
とエレクトロニクスシリーズ　熱電発電を活用しよ
うとする技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2010

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ウエ
アラブルシリーズ　ウエアラブルの用途展開

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　生産
技術 シリーズ　3Ｄプリンターの最新動向

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2013

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　3Ｄ造
形シリーズ　3Ｄ積層造形のデータ処理とプログラム 株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー

2014

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ス
マートグリッド　シリーズ　住宅エネルギー管理シ
ステム ＨＥＭＳ

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　
MEMS・マイクロマシンシリーズ　医療・ヘルスケ
アのMEMS技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2010

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　磁気
センサシリーズ　最近の車載磁気センサシステム 株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー

2010

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ＨＥ
ＭＳの最新動向

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2012

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　工場
の使用電力削減技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2010

ＵＳ“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　3
Ｄ造形シリーズ　3Ｄ造形の最新技術と特許を探る 株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー

2014



ＪＰ/US “技術と特許をつなぐ”パテントガイドブッ
ク　環境とエレクトロニクス シリーズ　最近のエネ
ルギーハーベスト技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2013

ＪＰ/US “技術と特許をつなぐ”パテントガイドブッ
ク　環境とエレクトロニクス　シリーズ　ＪＰ／Ｕ
Ｓ　ＲＦ電力から発電する技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2013

ＵＳ“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　
環境とエレクトロニクス　シリーズ　自律電源セン
シングデバイス

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2013

ひと'と技術シリーズ　嗅覚 株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー 2015
技術者・研究者のためのヒントブック　ＭＥＭＳ技
術の医療への応用展開　注目特許100

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2006

最新の米国特許情報から読み解く　自動車Ｖ2ＸのＯ
ＴＡ（Ｏｖｅｒ The Air)

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

特許データからビジネスチャンスを探る　新カーボ
ン材料に取り組む全企業2014

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

特許データからビジネスチャンスを探る　生活ロ
ボットに取り組む全企業2015

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

特許データからビジネスチャンスを探る　HEMSに
取り組む全企業2015

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

特許データからビジネスチャンスを探る　バイオ医
療に取り組む全企業2015

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

特許データからビジネスチャンスを探る　バイオマ
スに取り組む全企業2015

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

特許データからビジネスチャンスを探る　農業に取
り組む全企業2015

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

特許データからビジネスチャンスを探る　化粧品に
取り組む全企業2015

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

特許データからビジネスチャンスを探る　航空宇宙
産業に取り組む全企業2015

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014



特許データからビジネスチャンスを探る　鉄道に取
り組む全企業2015

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

特許データからビジネスチャンスを探る　水ビジネ
スに取り組む全企業2015

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

特許データからビジネスチャンスを探る　LED照明
に取り組む全企業2015

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

特許データからビジネスチャンスを探る　高齢者介
護ビジネスに取り組む全企業2015

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

特許データからビジネスチャンスを探る　有機ＥＬ
に取り組む全企業2015

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

特許データからビジネスチャンスを探る　自動車走
行支援システムに取り組む全企業2015

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

特許データからビジネスチャンスを探る　燃料電池
に取り組む全企業2015

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

特許データからビジネスチャンスを探る　リチウム
イオン電池に取り組む全企業2015

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

特許データからビジネスチャンスを探る　植物工場
に取り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

特許データからビジネスチャンスを探る　植物由来
樹脂に取り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

特許データからビジネスチャンスを探る　医療エレ
クトロニクスに取り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

特許データからビジネスチャンスを探る　脳科学に
取り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

特許データからビジネスチャンスを探る　IoTに取り
組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

特許データからビジネスチャンスを探る　セキュリ
ティに取り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

特許データからビジネスチャンスを探る　ウエアラ
ブル機器に取り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016



特許データからビジネスチャンスを探る　ナノファ
イバーに取り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

特許データからビジネスチャンスを探る　新カーボ
ン材料に取り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

特許データからビジネスチャンスを探る　3Dプリン
ターに取り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

特許データからビジネスチャンスを探る　熱電変換
に取り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

特許データからビジネスチャンスを探る　ＥＶ（電
気自動車）に取り組む全企業2017

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

特許データからビジネスチャンスを探る　IoTに取り
組む全企業2017

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

特許データからビジネスチャンスを探る　次世代高
速移動通信に取り組む全企業2017

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

特許データからビジネスチャンスを探る　ペット産
業に取り組む全企業2017

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

特許データからビジネスチャンスを探る　医療エレ
クトロニクスに取り組む全企業2017

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

特許データからビジネスチャンスを探る　スマホに
取り組む全企業2017

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

特許データからビジネスチャンスを探る　駅産業に
取り組む全企業2017

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

特許データからビジネスチャンスを探る　半導体製
造装置に取り組む全企業2017

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

特許データからビジネスチャンスを探る　半導体デ
バイスに取り組む全企業2017

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

特許データからビジネスチャンスを探る　高速道路
に取り組む全企業2017

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

特許データからビジネスチャンスを探る　シェアリ
ングサービスに取り組む全企業2017

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017



特許データからビジネスチャンスを探る　クラウド
情報に取り組む全企業2017

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

特許データからビジネスチャンスを探る　エンター
テイメントに取り組む全企業2017

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

特許データからビジネスチャンスを探る　アミュー
ズメントに取り組む全企業2017

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

特許データからビジネスチャンスを探る　観光に取
り組む全企業2017

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

特許データからビジネスチャンスを探る　感情に取
り組む全企業2017

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

特許データからビジネスチャンスを探る　キッズ
（子供）ビジネスに取り組む全企業2017

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

特許データからビジネスチャンスを探る　ドローン
に取り組む全企業2017

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

特許データからビジネスチャンスを探る　バイオ
マーカーに取り組む全企業2017

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

特許データからビジネスチャンスを探る　癌に取り
組む全企業2017

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

特許データからビジネスチャンスを探る　都市・ま
ちづくりに取り組む全企業2017

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

特許データからビジネスチャンスを探る　廃棄物・
コミ処理に取り組む全企業2017

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

特許データからビジネスチャンスを探る　免疫医療
に取り組む全企業2017

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

特許データからビジネスチャンスを探る　ロボット
に取り組む全企業2018

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2018

書物学　第1巻　書物学こと始め 編集部　編 勉誠出版 2014
書物学　第2巻　書物古今東西 編集部　編 勉誠出版 2014
書物学　第3巻　書物とエロス 編集部　編 勉誠出版 2014
書物学　第4巻　出版文化と江戸の教養 編集部　編 勉誠出版 2015



書物学　第5巻　洋古書の愉悦 編集部　編 勉誠出版 2015
書物学　第6巻　「書」が語る日本文化 編集部　編 勉誠出版 2015
書物学　第7巻　医書の世界 編集部　編 勉誠出版 2016
書物学　第8巻　国宝　称名寺聖教／金沢文庫文書

編集部　編 勉誠出版
2016

書物学　第9巻　江戸の欲望／江戸という欲望 編集部　編 勉誠出版 2016
書物学　第10巻　南方熊楠生誕150年 編集部　編 勉誠出版 2017
書物学　第11巻　語りかける洋古書 編集部　編 勉誠出版 2017
書物学　第12巻　江戸初期の学問と出版 編集部　編 勉誠出版 2018
書物学　第13巻　学問の家の書物と伝授―清原家の
営為を探る

編集部　編 勉誠出版
2018

書物学　第14巻　贋作・偽作 編集部　編 勉誠出版 2018
書物学　第15巻　金属活字と近代 編集部　編 勉誠出版 2019
書物学　第16巻　特殊文庫をひらく―古典籍がつな
ぐ過去と未来

編集部　編 勉誠出版
2019

私小説のたくらみ―自己を語る機構と物語の普遍性
柴田勝二　著 勉誠出版

2017

踊る裸体生活―ドイツ健康身体論とナチスの文化史
森貴史　著 勉誠出版

2017

DHjp　No.1　新しい知の創造 編集部　編 勉誠出版 2014
DHjp　No.2　DHの最先端を知る 編集部　編 勉誠出版 2014
DHjp　No.3　デジタルデータと著作権 編集部　編 勉誠出版 2014
DHjp　No.4　オープンアクセスの時代 編集部　編 勉誠出版 2014
マハーバーラタ入門―インド神話の世界 沖田瑞穂　著 勉誠出版 2019
由緒・偽文書と地域社会―北河内を中心に 馬部隆弘　著 勉誠出版 2019
建築家ヴォーリズの「夢」―戦後民主主義・大学・
キャンパス

高澤紀恵・山﨑鯛介　編 勉誠出版
2019

The Story of Japan's Ohmi Merchants: The 
Precept of Sanpo-yoshi

Suenaga, Kunitoshi JPIC(出版文化産業振興財
2019



発明に見る日本の生活文化史　生活道具シリーズ　
第1巻　アイロン

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　生活道具シリーズ　
第2巻　炊飯器

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　生活道具シリーズ　
第3巻　あんか

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　住まいシリーズ　第1
巻　かまど

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　住まいシリーズ　第2
巻　風呂

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　住まいシリーズ　第3
巻　厠

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　農具1シリーズ　第2
巻　籾摺り

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　農具1シリーズ　第3
巻　精米

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　農具2シリーズ　第1
巻　耕す

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　農具2シリーズ　第2
巻　田植え

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　農具2シリーズ　第3
巻　草取り

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　農具3シリーズ　第1
巻　荷車

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　農具3シリーズ　第2
巻　踏車・水車

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　乗り物シリーズ　第1
巻　人力車

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　乗り物シリーズ　第2
巻　自転車

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014



発明に見る日本の生活文化史　乗り物シリーズ　第3
巻　自動車

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　衣服シリーズ　第1巻　
履き物

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　衣服シリーズ　第2巻　
下着

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　衣服シリーズ　第3巻　
帽子

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　余暇シリーズ　第1巻　
おもちゃ

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　余暇シリーズ　第2巻　
楽器

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　余暇シリーズ　第3巻　
写真機

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　食品シリーズ　第1巻　
味噌

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　食品シリーズ　第2巻　
醤油

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　食品シリーズ　第3巻　
菓子

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　家事シリーズ　第2巻　
洗濯

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　家事シリーズ　第3巻　
裁縫

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　本シリーズ　第1巻　
活字

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　本シリーズ　第2巻　
印刷

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

発明に見る日本の生活文化史　本シリーズ　第3巻　
製本

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014



発明に見る日本の生活文化史　計りシリーズ　第1巻　
天秤

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　計りシリーズ　第2巻　
定規

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　計りシリーズ　第3巻　
温度計

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　文房具シリーズ　第1
巻　鉛筆

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　文房具シリーズ　第2
巻　ペン

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　文房具シリーズ　第3
巻　石盤

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　家具シリーズ　第1巻　
机

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　家具シリーズ　第2巻　
椅子

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　家具シリーズ　第3巻　
たんす

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　健康シリーズ　第1巻　
健康診断

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　健康シリーズ　第2巻　
歯磨き

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　健康シリーズ　第3巻　
消毒・殺菌

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　化粧品シリーズ　第1
巻　スキンケア

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　化粧品シリーズ　第2
巻　ヘアケア

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　化粧品シリーズ　第3
巻　メイクアップ

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015



発明に見る日本の生活文化史　遊具シリーズ　第1巻　
遊園地

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　遊具シリーズ　第2巻　
ゲーム

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　遊具シリーズ　第3巻　
動くおもちゃ

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　お金シリーズ　第1巻　
貯金箱

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　お金シリーズ　第2巻　
金庫

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　お金シリーズ　第3巻　
金銭登録機

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　装身具シリーズ　第1
巻　髪留め

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　装身具シリーズ　第2
巻　宝飾品

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　装身具シリーズ　第3
巻　帯留め・ボタン

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　鍛練シリーズ　第1巻　
教育用器具

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　鍛練シリーズ　第3巻　
書見台

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　美容シリーズ　第1巻　
理容室

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　美容シリーズ　第2巻　
美容室

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　美容シリーズ　第3巻　
かつら・その他の化粧具

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

発明に見る日本の生活文化史　煙草シリーズ　第1巻　
煙草

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016



発明に見る日本の生活文化史　煙草シリーズ　第2巻　
葉巻・紙巻

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

発明に見る日本の生活文化史　煙草シリーズ　第3巻　
喫煙具

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

発明に見る日本の生活文化史　日常シリーズ　第1巻　
食べる

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

発明に見る日本の生活文化史　日常シリーズ　第2巻　
寝る

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

発明に見る日本の生活文化史　日常シリーズ　第3巻　
洗う

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

発明に見る日本の生活文化史　快適シリーズ　第1巻　
暖める

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

発明に見る日本の生活文化史　快適シリーズ　第2巻　
冷やす

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

発明に見る日本の生活文化史　快適シリーズ　第3巻　
乾かす

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2017

発明に見る日本の生活文化史　動作1シリーズ　第1
巻　留める

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2018

発明に見る日本の生活文化史　動作1シリーズ　第2
巻　切る

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2018

発明に見る日本の生活文化史　動作1シリーズ　第3
巻　擦る

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2018

発明に見る日本の生活文化史　動作2シリーズ　第1
巻　包む

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2018

発明に見る日本の生活文化史　動作2シリーズ　第2
巻　容れる

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2018

発明に見る日本の生活文化史　動作3シリーズ　第1
巻　踏む

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2018

発明に見る日本の生活文化史　動作3シリーズ　第3
巻　回す

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2018



フォルムが語る近代日本の歩み特許　第1巻 自動車
の形態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第2巻 船の形
態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第3巻 鉄道の
形態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第4巻 飛行機
の形態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第5巻 織機の
形態史（明治時代）

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第6巻 織機の
形態史（大正時代・昭和初期）

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第7巻 写真機
の形態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第8巻 時計の
形態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第9巻 測定
（長さ・距離）の形態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第10巻 繰糸の
形態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第11巻 紡績の
形態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第13巻 耕耘の
形態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第14巻 脱穀・
籾摺の形態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第15巻 精米の
形態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第16巻 建築物
の形態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014



フォルムが語る近代日本の歩み特許　第17巻 水工の
形態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第18巻 上下水
の形態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第19巻 製紙の
形態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第20巻 印刷の
形態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第21巻 製本の
形態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第22巻 道路・
軌道の形態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第23巻 掘削の
形態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第24巻 防災の
形態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第25巻 家具の
形態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第26巻 台所用
具の形態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

フォルムが語る近代日本の歩み特許　第27巻 衣類の
形態史

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015

アメリカ特許図面をひもとく蒸気機関車発明史 株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー 2013
アメリカ特許図面をひもとく蒸気機関車発明史＿資
料編

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2013

発想を学んで現場で生かす電源の設計ヒント～特許
に現れる回路設計思想～

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2013

大学特許 2016 株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー 2015
大学特許 2017電気・電子工学編 株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー 2017
大学特許　米国大学　2016 株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー 2016



大学特許　米国大学　ナノカーボン編 株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー 2018
現役の開発技術者が選ぶスイッチング電源特許100　
全23巻セット

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2009

現役の開発技術者が選ぶスイッチング電源特許100　
第3巻　小型・薄型化技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2009

現役の開発技術者が選ぶスイッチング電源特許100　
第4巻　高信頼性化技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2009

現役の開発技術者が選ぶスイッチング電源特許100　
第5巻　低ノイズ化技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2010

現役の開発技術者が選ぶスイッチング電源特許100　
第7巻　同期整流

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2009

現役の開発技術者が選ぶスイッチング電源特許100　
第8巻　力率改善

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2009

現役の開発技術者が選ぶスイッチング電源特許100　
第9巻　高速応答

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2008

現役の開発技術者が選ぶスイッチング電源特許100　
第10巻　多出力電源

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2010

現役の開発技術者が選ぶスイッチング電源特許100　
第12巻　デジタル制御

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2009

現役の開発技術者が選ぶスイッチング電源特許100　
第13巻　省電力/待機電力

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2008

現役の開発技術者が選ぶスイッチング電源特許100　
第14巻　冗長運転（並列運転）

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2009

現役の開発技術者が選ぶスイッチング電源特許100　
第16巻　非接触電力伝送

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2009

現役の開発技術者が選ぶスイッチング電源特許100　
第17巻　自励コンバータ

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2009

現役の開発技術者が選ぶスイッチング電源特許100　
第19巻　駆動回路

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2009



現役の開発技術者が選ぶスイッチング電源特許100　
第20巻　補助電源回路/起動回路

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2009

現役の開発技術者が選ぶスイッチング電源特許100　
第21巻　保護回路

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2009

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ヘル
スケアシリーズ　高齢者の見守り技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ヘル
スケアシリーズ　高齢者とクルマ

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2013

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ヘル
スケアシリーズ　センサネットワークで攻める医療
やヘルスケア

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2013

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ヘル
スケアシリーズ　センサネットワークによる高齢者
支援の最前線

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2013

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ヘル
スケアシリーズ　医療とヘルスケアのセンサネット
ワークシステム

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2013

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　ロ
ボットシリーズ　自律型ロボットの最新技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　自動
車シリーズ　クルマ社会と情報通信技術 Part2

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　自動
車シリーズ　自動車運転支援情報通信技術 Part2 株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー

2014

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　自動
車シリーズ　クルマとビジネスモデルの全体俯瞰 株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー

2014

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　自動
車シリーズ　運転支援と画像モニタリング技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2015



“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　自動
車シリーズ　自動駐車をにらんだ最新の駐車支援技
術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　全固体二次電池　固体電
解質の塗布技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　全固体二次電池　固体電
解質の電極界面技術

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　燃料
電池シリーズ　燃料電池の白金代替触媒～低白金か
ら非白金へ～

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2013

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　太陽
光発電パワーコンディショナーシリーズ　MPPT制
御

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2013

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　セン
サネットワークシステムシリーズ　クルマ社会とセ
ンサネットワーク

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

特許データからビジネスチャンスを探る　高齢者介
護ビジネスに取り組む全企業2014

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2014

特許データからビジネスチャンスを探る　水ビジネ
スに取り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

特許データからビジネスチャンスを探る　農業に取
り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー 株式会社ネオテクノロジ
2016

特許データからビジネスチャンスを探る　バイオ医
療に取り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

特許データからビジネスチャンスを探る　食品に取
り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

特許データからビジネスチャンスを探る　化粧品に
取り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016



特許データからビジネスチャンスを探る　高齢者介
護ビジネスに取り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

特許データからビジネスチャンスを探る　生活ロ
ボットに取り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

特許データからビジネスチャンスを探る　バイオマ
スに取り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

特許データからビジネスチャンスを探る　燃料電池
に取り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

特許データからビジネスチャンスを探る　リチウム
イオン電池に取り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

特許データからビジネスチャンスを探る　航空宇宙
産業に取り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

特許データからビジネスチャンスを探る　自動車走
行支援システムに取り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

特許データからビジネスチャンスを探る　鉄道に取
り組む全企業2016

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2016

現役の開発技術者が選ぶスイッチング電源特許100　
第1巻　高効率化技術（絶縁型）

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2009

現役の開発技術者が選ぶスイッチング電源特許100　
第2巻　高効率化技術（非絶縁型）

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2008

現役の開発技術者が選ぶスイッチング電源特許100　
第11巻　マルチフェーズ

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2009

現役の開発技術者が選ぶスイッチング電源特許100　
第15巻　カレントモード制御

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2008

現役の開発技術者が選ぶスイッチング電源特許100　
第18巻　双方向性コンバータ

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2009

“技術と特許をつなぐ”パテントガイドブック　リチ
ウムイオン電池シリーズ　全固体二次電池の最前線
を探る Part2

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2013



発明に見る日本の生活文化史　動作2シリーズ　第3
巻　折りたたむ

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2018

発明に見る日本の生活文化史　動作3シリーズ　第2
巻　押す

株式会社ネオテクノロジー ネオテクノロジー
2018

チャイナ・エコノミー アーサー・R・クローバー著/東方　雅美訳 白桃書房 2018
激動の時代のコンテンツビジネス・サバイバルガイ
ド

マイケル D. スミス・ラフル テラング著/小  白桃書房
2019

帝国に生きた少女たち: 京城第一公立高等女学校生
の植民地経験

広瀬　玲子 大月書店
2019

貨幣経済と資本蓄積の理論　第２版 石倉　雅男 大月書店 2019
民主的自治体労働者論: 生成と展開、そして未来へ

晴山　一穂・猿橋　均［編］ 大月書店
2019

英語は書いて身につける 岩村圭南-ブレーブン・スマイリー アルク 2019
改訂版日本語教育能力検定試験に合格するための用
語集

岩田一成-大関浩美-篠﨑大司-世良時子-本田アルク
2019

キクタン小学生　１. 英語で言える自分のこと アルクキッズ英語編集部 アルク 2011
キクタン小学生　２.英語で広がる世界 アルクキッズ英語編集部 アルク 2012
キクタンキッズ【上級編】 アルクキッズ英語編集部 アルク 2010
イメージでわかる・使える英単語［前置詞編］ 田中茂範 アルク 2019
イメージでわかる・使える英単語［動詞編］ 田中茂範 アルク 2019
改訂版　日本語教育能力検定試験に合格するための
基礎知識

岡田英夫 アルク
2019

起きてから寝るまで中国語表現1000 顧蘭亭-及川淳子 アルク 2019
新装版　英文法のトリセツ　じっくり基礎編 阿川イチロヲ アルク 2019
TOEIC(R) L&Rテスト リスニング ゼロからスコアが
稼げるドリル

高橋恭子 アルク
2019

ネイティブ感覚 基本動詞使い分けブック ルース・ファロン アルク 2019
洋書天国へようこそ 宮脇孝雄 アルク 2019
新版　日本語教育能力検定試験　合格するための問
題集

アルク日本語編集部 アルク
2019



日本語教育　よくわかる語彙 秋元美晴-押尾和美-丸山岳彦 アルク 2019
線一本からはじめる伝わる絵の描き方　ロジカル
デッサンの技法

OCHABI Institute インプレス
2017

［第2版］Python機械学習プログラミング 達人デー
タサイエンティストによる理論と実践

Sebastian Raschka-Vahid Mirjalili-株式会インプレス
2018

これから学ぶPython 大津 真 インプレス 2018
改訂4版　基礎Ruby on Rails 黒田努-佐藤和人 インプレス 2018
インプレス標準教科書シリーズ　5G教科書 ― LTE/ 
IoTから5Gまで ―

服部 武-藤岡 雅宣 インプレス
2018

サルでもわかるGit入門 大串 肇-アクツ ユミ-一戸 健宏-兼清 慮子-    インプレス 2018
LeanとDevOpsの科学［Accelerate］ テクノロジー
の戦略的活用が組織変革を加速する

Nicole Forsgren Ph.D.-Jez Humble-Gene インプレス
2018

EdTechが変える教育の未来 : Education×
technology

佐藤昌宏 インプレス
2018

和歌の本質と表現（和歌文学講座 1） 有吉保・稲岡耕二・上野理・島津忠夫・藤平 　勉誠出版 1993
万葉集Ⅰ（和歌文学講座 2） 有吉保・稲岡耕二・上野理・島津忠夫・藤平 　勉誠出版 1992
万葉集Ⅱ（和歌文学講座 3） 有吉保・稲岡耕二・上野理・島津忠夫・藤平 　勉誠出版 1993
古今集（和歌文学講座 4） 有吉保・稲岡耕二・上野理・島津忠夫・藤平 　勉誠出版 1993
王朝の和歌（和歌文学講座 5） 有吉保・稲岡耕二・上野理・島津忠夫・藤平 　勉誠出版 1993
新古今集（和歌文学講座 6） 有吉保・稲岡耕二・上野理・島津忠夫・藤平 　勉誠出版 1994
中世の和歌（和歌文学講座 7） 有吉保・稲岡耕二・上野理・島津忠夫・藤平 　勉誠出版 1994
近世の和歌（和歌文学講座 8） 有吉保・稲岡耕二・上野理・島津忠夫・藤平 　勉誠出版 1994
近代の短歌（和歌文学講座 9） 有吉保・稲岡耕二・上野理・島津忠夫・藤平 　勉誠出版 1994
現代の短歌（和歌文学講座 10） 有吉保・稲岡耕二・上野理・島津忠夫・藤平 　勉誠出版 1994
説話とは何か（説話の講座 1） 本田義憲・池上洵一・小峯和明・森正人・阿 　勉誠出版 1991
説話の言説―口承・書承・媒体（説話の講座 2） 本田義憲・池上洵一・小峯和明・森正人・阿 　勉誠出版 1991
説話の場―唱導・注釈（説話の講座 3） 本田義憲・池上洵一・小峯和明・森正人・阿 　勉誠出版 1993
説話集の世界―Ⅰ古代（説話の講座 4） 本田義憲・池上洵一・小峯和明・森正人・阿 　勉誠出版 1994
説話集の世界―Ⅱ中世（説話の講座 5） 本田義憲・池上洵一・小峯和明・森正人・阿 　勉誠出版 1993
説話とその周縁―物語・芸能（説話の講座 6） 本田義憲・池上洵一・小峯和明・森正人・阿 　勉誠出版 1993



古代文学とは何か（古代文学講座 1） 古橋信孝・三浦佑之・森朝男　編 勉誠出版 1993
都と村（古代文学講座 3） 古橋信孝・三浦佑之・森朝男　編 勉誠出版 1994
人生と恋（古代文学講座 4） 古橋信孝・三浦佑之・森朝男　編 勉誠出版 1994
旅と異郷（古代文学講座 5） 古橋信孝・三浦佑之・森朝男　編 勉誠出版 1994
人々のざわめき（古代文学講座 6） 古橋信孝・三浦佑之・森朝男　編 勉誠出版 1994
ことばの神話学（古代文学講座 7） 古橋信孝・三浦佑之・森朝男　編 勉誠出版 1994
万葉集（古代文学講座 8） 古橋信孝・三浦佑之・森朝男　編 勉誠出版 1996
歌謡（古代文学講座 9） 古橋信孝・三浦佑之・森朝男　編 勉誠出版 1996
古事記・日本書紀・風土記（古代文学講座10） 古橋信孝・三浦佑之・森朝男　編 勉誠出版 1995
霊異記・氏文・縁起（古代文学講座11） 古橋信孝・三浦佑之・森朝男　編 勉誠出版 1995
古代文学研究史（古代文学講座12） 古橋信孝・三浦佑之・森朝男　編 勉誠出版 1998
その生成（川端文学の世界 1） 田村充正・馬場重行・原善　編 勉誠出版 1999
その発展（川端文学の世界 2） 田村充正・馬場重行・原善　編 勉誠出版 1999
その深化（川端文学の世界 3） 田村充正・馬場重行・原善　編 勉誠出版 1999
その背景（川端文学の世界 4） 田村充正・馬場重行・原善　編 勉誠出版 1999
その思想（川端文学の世界 5） 田村充正・馬場重行・原善　編 勉誠出版 1999
元禄文学の流れ（講座　元禄の文学 1） 浅野晃・雲英末雄・谷脇理史・原道生・宗政 　勉誠出版 1992
元禄文学の開花Ⅰ―西鶴と元禄の小説（講座　元禄
の文学 2）

浅野晃・雲英末雄・谷脇理史・原道生・宗政 　勉誠出版
1992

元禄文学の開花Ⅱ―芭蕉と元禄の俳諧（講座　元禄
の文学 3）

浅野晃・雲英末雄・谷脇理史・原道生・宗政 　勉誠出版
1992

元禄文学の開花Ⅲ―近松と元禄の演劇（講座　元禄
の文学 4）

浅野晃・雲英末雄・谷脇理史・原道生・宗政 　勉誠出版
1993

元禄文学の状況（講座　元禄の文学 5） 浅野晃・雲英末雄・谷脇理史・原道生・宗政 　勉誠出版 1993
源氏物語とは何か 今井卓爾・後藤祥子・鬼束隆昭・中野幸一　勉誠出版 1991
物語を織りなす人々 今井卓爾・後藤祥子・鬼束隆昭・中野幸一　勉誠出版 1991
光る君の物語 今井卓爾・後藤祥子・鬼束隆昭・中野幸一　勉誠出版 1992
京と宇治の物語　物語作家の世界 今井卓爾・後藤祥子・鬼束隆昭・中野幸一　勉誠出版 1992
時代と習俗 今井卓爾・後藤祥子・鬼束隆昭・中野幸一　勉誠出版 1991
語り・表現・ことば 今井卓爾・後藤祥子・鬼束隆昭・中野幸一　勉誠出版 1992



美の世界　雅びの継承 今井卓爾・後藤祥子・鬼束隆昭・中野幸一　勉誠出版 1992
源氏物語の本文と受容 今井卓爾・後藤祥子・鬼束隆昭・中野幸一　勉誠出版 1992
近代の享受と海外との交流 今井卓爾・後藤祥子・鬼束隆昭・中野幸一　勉誠出版 1992
源氏物語研究文献目録 今井卓爾・後藤祥子・鬼束隆昭・中野幸一　勉誠出版 1992
フルカラー　見る・知る・読む　源氏物語 中野幸一　編 勉誠出版 2013
江戸のイラスト辞典　訓蒙図彙 小林祥次郎　編 勉誠出版 2012
「訓読」論 中村春作・市來津由彦・田尻祐一郎・前田 　勉誠出版 2008
日本ミステリアス妖怪・怪奇・妖人事典 志村有弘　編 勉誠出版 2011
美術家書誌の書誌 中島理壽　編 勉誠出版 2007
日本古典博物事典　動物篇 小林祥次郎　著 勉誠出版 2009
豫楽院鑑　近衞家凞公年譜 緑川明憲　著 勉誠出版 2012
明治唱歌の誕生 中山エイ子　著 勉誠出版 2011
柳田國男事典 野村純一・宮田登・三浦佑之・吉川祐子　編勉誠出版 1998
三島由紀夫事典 松本徹・佐藤秀明・井上隆史　編 勉誠出版 2000
姓氏家系歴史伝説大事典 志村有弘　編 勉誠出版 2003
戦争　ラジオ　記憶 貴志俊彦・川島真・孫安石　編 勉誠出版 2006
世界の花蓮図鑑 三浦功大・池上正治　写真と文／李振溪（中 　勉誠出版 2012
絵巻の図像学 山本陽子　著 勉誠出版 2012
当麻曼荼羅と中将姫 日沖敦子　著 勉誠出版 2012
完全版　人間の運命　１　次郎の生いたち 芹沢光治良　著 勉誠出版 2013
完全版　人間の運命　２　親と子 芹沢光治良　著 勉誠出版 2013
完全版　人間の運命　３　愛 芹沢光治良　著 勉誠出版 2013
完全版　人間の運命　４　友情 芹沢光治良　著 勉誠出版 2013
完全版　人間の運命　５　出発 芹沢光治良　著 勉誠出版 2013
完全版　人間の運命　６　失われた人 芹沢光治良　著 勉誠出版 2013
完全版　人間の運命　７　結婚 芹沢光治良　著 勉誠出版 2013
完全版　人間の運命　８　孤独の道 芹沢光治良　著 勉誠出版 2013
完全版　人間の運命　９　嵐のまえ 芹沢光治良　著 勉誠出版 2013
完全版　人間の運命　１０　愛と死 芹沢光治良　著 勉誠出版 2013
完全版　人間の運命　１１　夫婦の絆 芹沢光治良　著 勉誠出版 2013



完全版　人間の運命　１２　戦野にたつ 芹沢光治良　著 勉誠出版 2013
完全版　人間の運命　１３　暗い日々 芹沢光治良　著 勉誠出版 2013
完全版　人間の運命　１４　夜明け 芹沢光治良　著 勉誠出版 2013
完全版　人間の運命　１５　再会 芹沢光治良　著 勉誠出版 2013
完全版　人間の運命　１６　遠ざかった明日 芹沢光治良　著 勉誠出版 2013
完全版　人間の運命　１７　別巻１　愛と知と悲し
みと

芹沢光治良　著 勉誠出版
2013

完全版　人間の運命　１８　別巻2　岡野喜太郎伝・
解題・関連資料集

芹沢光治良　著 勉誠出版
2013

ヘミングウェイ大事典 今村楯夫・島村法夫　監修 勉誠出版 2012
武士道の美学―The Aesthetics of Bushido 北影雄幸　著 勉誠出版 2011
戦国武将の美学―The Aesthetics of Japanese 
Warlords

北影雄幸　著 勉誠出版
2011

大丈夫の美学―The Aesthetics of Heroes in China
北影雄幸　著 勉誠出版

2011

武家女性の美学―The Aesthetics of Samurai 
Ladies

北影雄幸　著 勉誠出版
2011

BC級戦犯の真実―The Truth of Japanese Class-B 
& C War Criminals

北影雄幸　著 勉誠出版
2011

外国人が見たカミカゼ―Kamikaze Attacks 
through the Eyes of Foreigners

北影雄幸　著 勉誠出版
2011

特攻　十冊の名著―Kamikaze Attacks, The Ten 
Must Books

北影雄幸　著 勉誠出版
2011

六大学　学徒出陣の特攻―Kamikaze Attacks by 
Students

北影雄幸　著 勉誠出版
2011

予科練　特攻隊員の遺書―Farewell Notes by 
Kamikaze Pilots

北影雄幸　著 勉誠出版
2011

桜と特攻 北影雄幸　著 勉誠出版 2012
桜と武士道 北影雄幸　著 勉誠出版 2012
特攻隊員の手記を読む 北影雄幸　著 勉誠出版 2012



サムライアスリート魂―葉隠に学ぶ心技体 北影雄幸　著 勉誠出版 2012
戦国　十冊の名著 北影雄幸　著 勉誠出版 2012
幕末　十冊の名著 北影雄幸　著 勉誠出版 2012
教師のための武士道入門 北影雄幸　著 勉誠出版 2012
自衛官のための武士道入門 北影雄幸　著 勉誠出版 2012
名著　葉隠の精神を読む 北影雄幸　著 勉誠出版 2013
武士道　十冊の名著 北影雄幸　著 勉誠出版 2012
男の風格―「山本周五郎」を生きる 北影雄幸　著 勉誠出版 2013
女の気品―凜として生きる 北影雄幸　著 勉誠出版 2013
尊王　十冊の名著 北影雄幸　著 勉誠出版 2014
国体　十冊の名著 北影雄幸　著 勉誠出版 2014
修身　尋常小学校教科書に学ぶ 北影雄幸　著 勉誠出版 2014
武士道基本用語事典 北影雄幸　著 勉誠出版 2014
公卿補任図解総覧―大宝元年（701）～明治元年
（1868）

所功　監修・坂田桂一　著 勉誠出版
2014

なるほど幼児教育―育児のために知っておきたいこ
と

福田博子　著 勉誠出版
2010

よりよい親子関係を築くために―成長の発達段階に
応じた対応

川越淑江　著 勉誠出版
2011

家庭における人間形成―子どもの自立を考える 水野建雄　著 勉誠出版 2010
家庭は子どもの教育の原点―家族の再生のために 中田雅敏　著 勉誠出版 2011
子どもを伸ばす世代間交流―子どもをあらゆる世代
とすごさせよう

斎藤嘉孝　著 勉誠出版
2010

占領期の出版メディアと検閲―戦後広島の文芸活動
広島市文化協会文芸部会　編 勉誠出版

2013

超域する異界 大野寿子　編 勉誠出版 2013
動物園の文化史―ひとと動物の5000年 溝井裕一　著 勉誠出版 2014
南方熊楠の見た夢―パサージュに立つ者 唐澤太輔　著 勉誠出版 2014
辺境から訪れる愛の物語　沈従文小説選 沈従文　著・小島久代　訳 勉誠出版 2013
｢オウム真理教事件｣完全解読 竹岡俊樹　著 勉誠出版 1999



アイ・ウェイウェイ スタイル―現代中国の不良 艾未未　著・牧陽一　編著 勉誠出版 2014
伊勢神宮と日本文化―式年遷宮“常若”の英知 所功　著 勉誠出版 2014
沖縄　島人の歴史 ジョージ・Ｈ・カー　著／山口栄鉄　訳 勉誠出版 2014
韓流・日流―東アジア文化交流の時代 山本浄邦　編 勉誠出版 2014
蟻族―高学歴ワーキングプアたちの群れ 廉思　編・関根謙　監訳 勉誠出版 2010
国文学の百年 諏訪春雄　著 勉誠出版 2014
秋成前後の中国白話小説 徳田武　著 勉誠出版 2012
食の多様性 佐藤洋一郎　著 勉誠出版 2014
会津藩儒将　秋月韋軒伝 徳田武　著 勉誠出版 2012
山頭火秀句鑑賞事典 北影雄幸　著 勉誠出版 2014
山頭火旅情鑑賞事典 北影雄幸　著 勉誠出版 2014
小原鉄心と大垣維新史 徳田武　著 勉誠出版 2013
戦国残照　お江とその時代 志村有弘　編 勉誠出版 2010
双極II型障害という病―改訂版うつ病新時代 内海健　著 勉誠出版 2013
大和心の鏡像―日本と西洋　二つの空が溶け合うと
き

竹本忠雄　著 勉誠出版
2014

朝彦親王伝―維新史を動かした皇魁 徳田武　著 勉誠出版 2011
巴里に死す 芹沢光治良　著 勉誠出版 2012
東北近代文学事典 日本近代文学会東北支部　編 勉誠出版 2013
魔界の住人　川端康成　上巻―その生涯と文学 森本穫　著 勉誠出版 2014
魔界の住人　川端康成　下巻―その生涯と文学 森本穫　著 勉誠出版 2014
完訳　太平記　１巻（現代語で読む歴史文学） 上原作和・小番達　監修・訳／鈴木邑　訳 勉誠出版 2007
完訳　太平記　２巻（現代語で読む歴史文学） 上原作和・小番達　監修・訳／鈴木邑　訳 勉誠出版 2007
完訳　太平記　３巻（現代語で読む歴史文学） 上原作和・小番達　監修・訳 勉誠出版 2007
完訳　太平記　４巻（現代語で読む歴史文学） 上原作和・小番達　監修・訳／和田琢磨　解勉誠出版 2007
古事記（現代語で読む歴史文学） 緒方惟章　訳 勉誠出版 2004
南総里見八犬伝　上（現代語で読む歴史文学） 鈴木邑　訳 勉誠出版 2004
南総里見八犬伝　下（現代語で読む歴史文学） 鈴木邑　訳 勉誠出版 2004
義経記（現代語で読む歴史文学） 西津弘美　訳 勉誠出版 2004
曽我物語（現代語で読む歴史文学） 葉山修平　訳 勉誠出版 2004



平治物語（現代語で読む歴史文学） 中村晃　訳 勉誠出版 2004
保元物語（現代語で読む歴史文学） 武田昌憲　訳 勉誠出版 2004
完訳　源平盛衰記　一（現代語で読む歴史文学） 岸睦子　訳 勉誠出版 2005
完訳　源平盛衰記　二（現代語で読む歴史文学） 中村晃　訳 勉誠出版 2005
完訳　源平盛衰記　三（現代語で読む歴史文学） 三野恵　訳 勉誠出版 2005
完訳　源平盛衰記　四（現代語で読む歴史文学） 田中幸江・緑川新　訳 勉誠出版 2005
完訳　源平盛衰記　五（現代語で読む歴史文学） 酒井一字　訳 勉誠出版 2005
完訳　源平盛衰記　六（現代語で読む歴史文学） 中村晃　訳 勉誠出版 2005
完訳　源平盛衰記　七（現代語で読む歴史文学） 西津弘美　訳 勉誠出版 2005
完訳　源平盛衰記　八（現代語で読む歴史文学） 石黒吉次郎　訳 勉誠出版 2005
昭和天皇の教科書　国史―原本五巻縮写合冊 白鳥庫吉　著／所功　解説 勉誠出版 2015
昭和天皇の戦い―昭和二十年一月～昭和二十六年四
月

加瀬英明　著 勉誠出版
2015

日中韓マナー・慣習基本事典―プライベートからビ
ジネスまで知っておきたい11章

佐藤貢悦・斎藤智文・嚴錫仁　著 勉誠出版
2015

ドイツ王侯コレクションの文化史―禁断の知とモノ
の世界

森貴史　編 勉誠出版
2015

日本武術・武道大事典 加来耕三　編 勉誠出版 2015
吉田松陰の主著を読む 北影雄幸　著 勉誠出版 2014
吉田松陰の愛読書を読む 北影雄幸　著 勉誠出版 2014
宋代募兵制の研究―近世職業兵士の実相 齋藤忠和　著 勉誠出版 2014
文化情報学ガイドブック　情報メディア技術から「人」を探
る―Digital Humanities for Arts and Cultures　デジタル・
ヒューマニティーズ

赤間亮・鈴木桂子・八村広三郎・矢野桂司 　勉誠出版
2014

オビから読むブックガイド 竹内勝巳　著 勉誠出版 2016
計量文献学の射程 村上征勝・金明哲・土山玄・上阪彩香　著 勉誠出版 2016
清河八郎伝―漢詩にみる幕末維新史 徳田武　著 勉誠出版 2016
TOKYO1／4と考える　オリンピック文化プログラ
ム―2016から未来へ

東京文化資源会議　編 勉誠出版
2016

TOKYO1／4が提案する　東京文化資源区の歩き方
―江戸文化からポップカルチャーまで

東京文化資源会議　編 勉誠出版
2016



デジタル・アーカイブとは何か―理論と実践 岡本真・柳与志夫　責任編集 勉誠出版 2015
世界神話入門 篠田知和基　著 勉誠出版 2017
世界神話伝説大事典 篠田知和基・丸山顯德　編 勉誠出版 2016
「ウサギとカメ」の読書文化史―イソップ寓話の受
容と「競争」

府川源一郎　著 勉誠出版
2017

西郷どん入門 北影雄幸　著 勉誠出版 2017
西郷どん評判記 北影雄幸　著 勉誠出版 2017
若い有権者のための政治入門―18歳から考える日本
の未来

藤井厳喜　著 勉誠出版
2016

昭和天皇の学ばれた「倫理」―倫理御進講草案抄 杉浦重剛　著／所功　解説 勉誠出版 2016
尋常小学『国史』が教えた愛国心 北影雄幸　著 勉誠出版 2017
ポストデジタル時代の公共図書館（ライブラリー
ぶっくす）

植村八潮・柳与志夫　編 勉誠出版
2017

知って得する　図書館の楽しみかた（ライブラリー
ぶっくす ）

吉井潤　著 勉誠出版
2016

ささえあう図書館―「社会装置」としての新たなモ
デルと役割（ライブラリーぶっくす）

青柳英治　編著・岡本真　監修 勉誠出版
2016

昭和文学の上海体験 大橋毅彦　著 勉誠出版 2017
水中文化遺産―海から蘇る歴史 林田憲三　編 勉誠出版 2017
「戦没者慰霊」と近代日本―殉難者と護国神社の成
立史

白川哲夫　著 勉誠出版
2015

食卓の日本史―和食文化の伝統と革新 橋本直樹　著 勉誠出版 2015
地域が生まれる、資源が育てる―エリアケイパビリ
ティーの実践

石川智士・渡辺一生　編 勉誠出版
2017

地域と対話するサイエンス―エリアケイパビリ
ティー論

石川智士・渡辺一生　編 勉誠出版
2017

オノマトペの語義変化研究 中里理子　著 勉誠出版 2017
偉人崇拝の民俗学 及川祥平　著 勉誠出版 2017
詩的言語と絵画―ことばはイメージを表現できるか

今野真二　著 勉誠出版
2017



日朝古典文学における男女愛情関係―17～19世紀の
小説と戯曲

山田恭子　著 勉誠出版
2017

浄土真宗と近代日本―東アジア・布教・漢学 川邉雄大　編 勉誠出版 2016
京城帝国大学の韓国儒教研究―「近代知」の形成と
展開

李暁辰　著 勉誠出版
2016

近代日本におけるバイロン熱 菊池有希　著 勉誠出版 2015
ワーズワスとその時代―『リリカル・バラッズ』と
読者たち

小林英美　著 勉誠出版
2015

私小説の技法―「私」語りの百年史 梅澤亜由美　著 勉誠出版 2012
二・二六―弱者救済という「叛乱」 小林亮　著 勉誠出版 2016
子猫ユキ　（にほんご多読ブックスLevel 0） NPO多言語多読（監修） 大修館書店 2019
きょうだい～明と由香の夏休み～　（にほんご多読
ブックスLevel 1）

NPO多言語多読（監修） 大修館書店
2019

床屋さんの一日　（にほんご多読ブックスLevel 1）
NPO多言語多読（監修） 大修館書店

2019

魚屋さんの一日　（にほんご多読ブックスLevel 1）
NPO多言語多読（監修） 大修館書店

2019

日本のお米　（にほんご多読ブックスLevel 1） NPO多言語多読（監修） 大修館書店 2019
ネズミの結婚　（にほんご多読ブックスLevel 1） NPO多言語多読（監修） 大修館書店 2019
ハーメルンの笛吹き男　（にほんご多読ブックス
Level 1）

NPO多言語多読（監修） 大修館書店
2019

ロボットD太　「Ｄ太の車」「いいにおい」　（に
ほんご多読ブックスLevel 1）

NPO多言語多読（監修） 大修館書店
2019

山下さんの静かな日々　（にほんご多読ブックス
Level 1）

NPO多言語多読（監修） 大修館書店
2019

広島の少年 飯田くん　（にほんご多読ブックス
Level 1）

NPO多言語多読（監修） 大修館書店
2019

ヘミングウェイの遺作―自伝への希求と〈編纂され
た〉テクスト

フェアバンクス香織　著 勉誠出版
2015

芹沢光治良戦中戦後日記 芹沢光治良　著／勝呂奏　解説 勉誠出版 2015



災害に学ぶ―文化資源の保全と再生 木部暢子　編 勉誠出版 2015
渋沢敬三と竜門社―「伝記資料編纂所」と「博物館
準備室」の日々

大谷明史　著 勉誠出版
2015

北京1966―フランス女性が見た文化大革命 ソランジュ・ブラン　著／下澤和義・土屋 　勉誠出版 2012
甘粕正彦と李香蘭―満映という舞台 小林英夫　著 勉誠出版 2015
私小説千年史―日記文学から近代文学まで 勝又浩　著 勉誠出版 2015
「周縁」を生きる少数民族―現代中国の国民統合を
めぐるポリティクス

澤井充生・奈良雅史　編 勉誠出版
2015

東アジアにおける日本朱子学の位相―崎門学派の理
気心性論

嚴錫仁　著 勉誠出版
2015

昭和天皇の学ばれた教育勅語 杉浦重剛　著／所功　解説 勉誠出版 2006
ラジオのお仕事 室井昌也　著 勉誠出版 2015
宿命の日韓二千年史―交流と攻防のドラマ 康熙奉　著 勉誠出版 2015
津田左右吉、大日本帝国との対決―天皇の軍服を脱
がせた男

大井健輔　著 勉誠出版
2015

歌垣の世界―歌垣文化圏の中の日本 工藤隆　著 勉誠出版 2015
大東亜戦争は、アメリカが悪い 鈴木敏明　著 勉誠出版 2015
ふしぎな社会　おかしな行政 稲葉清毅　著 勉誠出版 2012
クランがゆがめる行政　日本病の根源 稲葉清毅　著 勉誠出版 2014
ジェノサイドと文化大革命―内モンゴルの民族問題

楊海英　著 勉誠出版
2014

植民地としてのモンゴル―中国の官制ナショナリズ
ムと革命思想

楊海英　著 勉誠出版
2013

皇室典範と女性宮家―なぜ皇族女子の宮家が必要か
所功　著 勉誠出版

2012

デジタル書物学事始め―グーテンベルク聖書とその
周辺（ネットワーク時代の図書館情報学）

安形麻理　著 勉誠出版
2010

大地 女性 太陽―三語で解く日本人論 諏訪春雄　著 勉誠出版 2009
偶然の日本文学―小説の面白さの復権 真銅正宏　著 勉誠出版 2014



中国モダニズム文学の世界―一九二〇、三〇年代上
海のリアリティ

城山拓也　著 勉誠出版
2014

井上靖の小説世界―ストーリーテラーの原風景 藤澤全　著 勉誠出版 2014
中国古代都城の設計と思想―円丘祭祀の歴史的展開

佐川英治　著 勉誠出版
2016

米中台　現代三国志 近藤伸二　著 勉誠出版 2017
中国中世四川地方史論集 中林史朗　著 勉誠出版 2015
電子書籍と電子ジャーナル（わかる！図書館情報学
シリーズ 1）

日本図書館情報学会研究委員会　編 勉誠出版
2014

情報の評価とコレクション形成（わかる！図書館情
報学シリーズ 2）

日本図書館情報学会研究委員会　編 勉誠出版
2015

メタデータとウェブサービス（わかる！図書館情報
学シリーズ 3）

日本図書館情報学会研究委員会　編 勉誠出版
2016

学校図書館への研究アプローチ（わかる！図書館情
報学シリーズ 4）

日本図書館情報学会研究委員会　編 勉誠出版
2017

公共図書館運営の新たな動向（わかる！図書館情報
学シリーズ 5）

日本図書館情報学会研究委員会　編 勉誠出版
2018

村上龍―「危機」に抗する想像力（新鋭作家論叢
書）

黒古一夫　著 勉誠出版
2009

柳美里―〈柳美里〉という物語（新鋭作家論叢書）
永岡杜人　著 勉誠出版

2009

小川洋子―見えない世界を見つめて（新鋭作家論叢
書）

綾目広治　著 勉誠出版
2009

島田雅彦（新鋭作家論叢書） 小林孝吉　著 勉誠出版 2010
武将で読む　三国志演義読本 後藤裕也・小林瑞恵・高橋康浩・中川諭　著 　勉誠出版 2014
中国史書入門　現代語訳　隋書 中林史朗・山口謠司　監修／池田雅典・大兼 　勉誠出版 2017
完訳　楊家将演義　上巻 岡崎由美・松浦智子　訳 勉誠出版 2015
完訳　楊家将演義　下巻 岡崎由美・松浦智子　訳 勉誠出版 2015
楊家将演義　読本 岡崎由美・松浦智子　編 勉誠出版 2015
白居易の文学と人生 I（白居易研究講座 1） 太田次男・神鷹徳治・川合康三・川村晃生 　勉誠出版 1993



白居易の文学と人生 II（白居易研究講座 2） 太田次男・神鷹徳治・川合康三・川村晃生 　勉誠出版 1993
日本における受容　韻文編（白居易研究講座 3） 太田次男・神鷹徳治・川合康三・川村晃生 　勉誠出版 1993
日本における受容　散文編（白居易研究講座 4） 太田次男・神鷹徳治・川合康三・川村晃生 　勉誠出版 1994
白詩受容を繞る諸問題（白居易研究講座 5） 太田次男・神鷹徳治・川合康三・川村晃生 　勉誠出版 1994
白氏文集の本文（白居易研究講座 6） 太田次男・神鷹徳治・川合康三・川村晃生 　勉誠出版 1995
The U.S.A. is responsible for the Pacific War 
Vol.1

鈴木敏明　SUZUKI Tosiaki 勉誠出版
2015

地方創生のための地域金融機関の役割 家森信善 中央経済社 2018
脱「原発・温暖化」の経済学 明日香壽川・朴勝俊 中央経済社 2018
原価企画とトヨタのエンジニアたち 小林英幸 中央経済社 2017
マンガビジネスの生成と発展 岡田美弥子 中央経済社 2017
資産の交換・買換えの課税理論 安部雪子 中央経済社 2017
実践　自治体財政の経済分析 衣笠達夫 中央経済社 2013
財務会計研究の回顧と展望 徳賀芳弘・大日方隆 中央経済社 2013
金融商品取引法の開示制度 小谷融 中央経済社 2010
ｅコマース・ビジネス 高橋秀雄 中央経済社 2012
自社株買いと会計情報 島田佳憲 中央経済社 2013
医療管理会計 衣笠陽子 中央経済社 2013
消費税の政治力学 岩﨑健久 中央経済社 2013
松下幸之助と稲盛和夫に学ぶリーダーシップの本質

加藤靖慶 中央経済社
2014

原子力発電と会計制度 金森絵里 中央経済社 2016
アメーバ経営の管理会計システム 潮清孝 中央経済社 2013
監査の品質 町田祥弘 中央経済社 2018
組織を創るマネジメント・コントロール 伊藤克容 中央経済社 2019
戦略的イノベーション・マネジメント 田中克昌 中央経済社 2019
脱コモディティ化を実現する価値づくり 陰山孔貴 中央経済社 2019
エネルギーの未来 馬奈木俊介 中央経済社 2019
観光と地域振興 大久保あかね 中央経済社 2019
損益の区分シフト 木村晃久 中央経済社 2019



マネジメント研究への招待 須田敏子 中央経済社 2019
イノベーション＆マーケティングの経済学 金間大介・山内 勇・吉岡（小林）徹 中央経済社 2019
会計の科学と論理 上野清貴 中央経済社 2019
企業成長と価格行動 後藤　一郎 千倉書房 2017
脱皮成長する経営 恩藏　直人・永井　竜之介 千倉書房 2017
世界児童･青少年文学情報大事典　第一巻　ア～ウィ

藤野幸雄　編訳 勉誠出版
2000

世界児童・青少年文学情報大事典　第二巻　ウェ～
オ

藤野幸雄　編訳 勉誠出版
2000

世界児童・青少年文学情報大事典　第三巻　カ～ク
ラ

藤野幸雄　編訳 勉誠出版
2001

世界児童・青少年文学情報大事典　第四巻　クリ～
コ

藤野幸雄　編訳 勉誠出版
2001

世界児童・青少年文学情報大事典　第五巻　サ～ス
テ

藤野幸雄　編訳 勉誠出版
2001

世界児童・青少年文学情報大事典　第六巻　スト～
テ

藤野幸雄　編訳 勉誠出版
2002

世界児童・青少年文学情報大事典　第七巻　ト～ハ
ケ

藤野幸雄　編訳 勉誠出版
2002

世界児童・青少年文学情報大事典　第八巻　ハシ～
ヒ

藤野幸雄　編訳 勉誠出版
2002

世界児童・青少年文学情報大事典　第九巻　フ～フ
リ

藤野幸雄　編訳 勉誠出版
2003

世界児童・青少年文学情報大事典　第十巻　フル～
ヘ

藤野幸雄　編訳 勉誠出版
2003

世界児童・青少年文学情報大事典　第十一巻　ホ～
マス

藤野幸雄　編訳 勉誠出版
2003

世界児童・青少年文学情報大事典　第十二巻　マツ
～ヨ

藤野幸雄　編訳 勉誠出版
2004



世界児童・青少年文学情報大事典　第十三巻　ラ～
ル

藤野幸雄　編訳 勉誠出版
2004

世界児童・青少年文学情報大事典　第十四巻　レ～
ワ

藤野幸雄　編訳 勉誠出版
2004

世界児童・青少年文学情報大事典　第十五巻補遺・
索引

藤野幸雄　編訳 勉誠出版
2004

世界児童・青少年文学情報大事典　第十六巻欧文作
者・作品索引

勉誠出版編集部　編 勉誠出版
2004

鉄幹晶子全集　第一巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2001
鉄幹晶子全集　第二巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2002
鉄幹晶子全集　第三巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2002
鉄幹晶子全集　第四巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2003
鉄幹晶子全集　第五巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2003
鉄幹晶子全集　第六巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2002
鉄幹晶子全集　第七巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2002
鉄幹晶子全集　第八巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2002
鉄幹晶子全集　第九巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2004
鉄幹晶子全集　第十巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2003
鉄幹晶子全集　第十一巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2003
鉄幹晶子全集　第十二巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2003
鉄幹晶子全集　第十三巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2004
鉄幹晶子全集　第十四巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2004
鉄幹晶子全集　第十五巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2004
鉄幹晶子全集　第十六巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2004
鉄幹晶子全集　第十七巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2005
鉄幹晶子全集　第十八巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2005
鉄幹晶子全集　第十九巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2005
鉄幹晶子全集　第二十巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2006
鉄幹晶子全集　第二十一巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2006
鉄幹晶子全集　第二十二巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2007



鉄幹晶子全集　第二十三巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2007
鉄幹晶子全集　第二十四巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2008
鉄幹晶子全集　第二十五巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2008
鉄幹晶子全集　第二十六巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2008
鉄幹晶子全集　第二十七巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2009
鉄幹晶子全集　第二十八巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2009
鉄幹晶子全集　第二十九巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2009
鉄幹晶子全集　第三十巻 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2010
鉄幹晶子全集　第三十一巻―与謝野寛遺稿歌集・白
桜集

逸見久美ほか　編 勉誠出版
2010

鉄幹晶子全集　第三十二巻―全歌集五句索引篇 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2011
鉄幹晶子全集　別巻1―拾遺篇―詩 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2013
鉄幹晶子全集　別巻2―拾遺篇―明治期短歌 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2016
鉄幹晶子全集　別巻3―拾遺篇―大正期短歌　上 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2019
鉄幹晶子全集　別巻4―拾遺篇―大正期短歌　下 逸見久美ほか　編 勉誠出版 2019
【新版】五感で学ぶ食育ガイド　キッズ・キッチン

坂本　廣子・キッズキッチン協会 かもがわ出版
2019

特別な支援を必要とする子どもの理解と教育 茨城大学教育学部障害児教育教室・茨城大学かもがわ出版 2019
保険医の逆襲 指導・監査・処分取消訴訟支援ネット かもがわ出版 2019
パレスチナのちいさないとなみ 高橋　美香・皆川　万葉 かもがわ出版 2019
ヘルパーが支えた老老介護24年 谷口　政春・社会福祉法人京都福祉サービスかもがわ出版 2019
わたしも、昔は子どもでした。 『子どものしあわせ』編集部 かもがわ出版 2019
子ども白書2019 日本子どもを守る会 かもがわ出版 2019
いつからでもやりなおせる子育て　第2章 池添　素 かもがわ出版 2019
軍馬と楕円球 中野　慶 かもがわ出版 2019
若者は社会を変えられるか？ 中西　新太郎 かもがわ出版 2019
ヒロシマのソーシャルワーク 原爆被害者相談員の会 かもがわ出版 2019
世界はたくさん、人類はみな他人 本橋　成一 かもがわ出版 2019
防災・環境とまちづくり 岡田　知弘 かもがわ出版 2019
見ひらきで学べるJavaプログラミング 【著】 古井 陽之助-【著】 神屋 郁子-【著     近代科学社 2019



黄金比 美の数学的言語 【著】 コルバラン フェルナンド-【訳】 柳  近代科学社 2019
マインドインタラクション AI 学者が考える「ココ
ロ」のエージェント

【著】 山田 誠二-【著】 小野 哲雄 近代科学社
2019

うつほ物語大事典 学習院大学平安文学研究会　編 勉誠出版 2013
六条藤家歌学書の生成と伝流 梅田径　著 勉誠出版 2019
日本SF誕生―空想と科学の作家たち 豊田有恒　著 勉誠出版 2019
成功していた日本の原爆実験―隠蔽された核開発史

ロバート・ウィルコックス　著／矢野義昭　勉誠出版
2019

軍拡中国に対処する―独裁国家に屈するのか 矢野義昭　著 勉誠出版 2018
危機対策必携マニュアル―天災・人災・戦災に備え
る

矢野義昭　著 勉誠出版
2018

考古学が解く混迷の現代　オウム事件の本質 竹岡俊樹　著 勉誠出版 2018
水族館の文化史―ひと・動物・モノがおりなす魔術
的世界

溝井裕一　著 勉誠出版
2018

日本の印刷楽譜―室町時代篇 上野学園大学日本音楽史研究所　編 勉誠出版 2018
季語をさかのぼる 小林祥次郎　著 勉誠出版 2018
女のことば　男のことば 小林祥次郎　著 勉誠出版 2018
浮世絵師の絵で読む　八犬伝　上 徳田武　著 勉誠出版 2017
浮世絵師の絵で読む　八犬伝　下 徳田武　著 勉誠出版 2017
江戸・東京語の否定表現構造の研究 許哲　著 勉誠出版 2018
近代日本語の形成と欧文直訳的表現 八木下孝雄　著 勉誠出版 2018
古代の日本列島と東アジア（石井正敏著作集 1） 石井正敏　著／鈴木靖民・赤羽目匡由・浜 　勉誠出版 2017
遣唐使から巡礼僧へ（石井正敏著作集 2） 石井正敏　著／村井章介・榎本渉・河内春人　勉誠出版 2018
高麗・宋元と日本（石井正敏著作集 3） 石井正敏　著／川越泰博・岡本真・近藤剛　勉誠出版 2017
通史と史料の間で（石井正敏著作集 4） 石井正敏　著／荒野泰典・須田牧子・米谷均　勉誠出版 2018
火葬と両墓制の仏教民俗学―サンマイのフィールド
から

岩田重則　著 勉誠出版
2018

連濁の総合的研究 佐藤武義・横沢活利　著 勉誠出版 2018
江戸の異性装者たち―セクシュアルマイノリティの
理解のために

長島淳子　著 勉誠出版
2017



ヒロシマ・パラドクス―戦後日本の反核と人道意識
根本雅也　著 勉誠出版

2018

文学のなかの科学―なぜ飛行機は「僕」の頭の上を
通ったのか

千葉俊二　著 勉誠出版
2018

司書のお仕事―お探しの本は何ですか？（ライブラ
リーぶっくす）

大橋崇行：著／小曽川真貴：監修 勉誠出版
2018

フランスの神話と伝承（勉誠選書） 篠田知和基　著 勉誠出版 2018
別冊　戦国武将逸話集―訳注『常山紀談』拾遺　巻
一～四・附録　雨夜燈

湯浅常山　原著／大津雄一・田口寛　訳注 勉誠出版
2018

今昔物語集の構文研究 高橋敬一　著 勉誠出版 2018
ライトノベル史入門　『ドラゴンマガジン』創刊物
語－狼煙を上げた先駆者たち

山中智省　著 勉誠出版
2018

小池百合子氏は流行神だったのか―これでよいの
か、現状の日本（勉誠選書）

加瀬英明　著 勉誠出版
2017

なぜ中国・韓国は近代化できないのか―自信のあり
すぎる中国、あるふりをする韓国（勉誠選書）

石平・豊田有恒　著 勉誠出版
2018

天孫降臨とは何であったのか（勉誠選書） 田中英道　著 勉誠出版 2018
日本の起源は日高見国にあった―縄文・弥生時代の
歴史的復元（勉誠選書）

田中英道　著 勉誠出版
2018

高天原は関東にあった 田中英道　著 勉誠出版 2017
キミもサムライになれる！―武士道を知るための
35ヶ条

北影雄幸　著 勉誠出版
2018

日本人を肯定する―近代保守の死 田中英道　著 勉誠出版 2018
生殖医学から古代の謎に迫る 江本精　著 勉誠出版 2018
神道が世界を救う マンリオ・カデロ／加瀬英明　著 勉誠出版 2018
儒教の本質と呪縛―社会をゆがめる根源（勉誠選
書）

黄文雄　著 勉誠出版
2018

入門　デジタルアーカイブ―まなぶ・つくる・つか
う

柳与志夫　責任編集 勉誠出版
2017



対立する国家と学問―危機に立ち向かう人文社会科
学

福井憲彦　編 勉誠出版
2018

吉川英治事典 志村有弘　編 勉誠出版 2016
究極の敗戦利得者日本外務省が隠蔽する　満州建国
の真実―軍事の天才石原莞爾の野望と挫折

鈴木荘一　著 勉誠出版
2018

青空の下で読むニーチェ 宮崎正弘　著 勉誠出版 2018
日中戦争はスターリンが仕組んだ―誰が盧溝橋で発
砲したか

鈴木荘一　著 勉誠出版
2018

幕末の天才　徳川慶喜の孤独―平和な「議会の時
代」を目指した文治路線の挫折

鈴木荘一　著 勉誠出版
2018

全訳　封神演義　１ 二階堂善弘　監訳／山下一夫・中塚亮・二 　勉誠出版 2017
全訳　封神演義　２ 二階堂善弘　監訳／山下一夫・中塚亮・二 　勉誠出版 2017
全訳　封神演義　３ 二階堂善弘　監訳／山下一夫・中塚亮・二 　勉誠出版 2018
全訳　封神演義　４ 二階堂善弘　監訳／山下一夫・中塚亮・二 　勉誠出版 2018
邪馬台国は存在しなかった（勉誠選書） 田中英道　著 勉誠出版 2018
図説　道教医学 吉元昭治　著 勉誠出版 2019
天皇論の名著 北影雄幸　著 勉誠出版 2018
書誌学入門―古典籍を見る・知る・読む 堀川貴司　著 勉誠出版 2010
正訳　紫式部日記　本文対照 中野幸一　訳 勉誠出版 2018
それでも東條英機は太平洋戦争を選んだ 鈴木荘一　著 勉誠出版 2018
〈判旨〉から読み解く民法 水野 謙-古積 健三郎-石田 剛 有斐閣 2017
2016年改正　新しいマンション標準管理規約 浅見 泰司-安藤 至大-親泊 哲-笠谷 雅也-福    有斐閣 2017
5人のプロに聞いた！　一生モノの学ぶ技術・働く技
術

阿部 正浩-前川 孝雄 有斐閣
2017

BEPSとグローバル経済活動 中里 実-太田 洋-弘中 聡浩-伊藤 剛志 有斐閣 2017
FTA・TPPの政治学 大矢根 聡-大西 裕 有斐閣 2016
M&A法大系 森・濱田松本法律事務所 有斐閣 2015
Q&A行政不服審査法 添田 徹郎-駒﨑 弘 有斐閣 2015
What's経済学〔第3版補訂版〕 辻 正次-八田 英二 有斐閣 2015
アカウンタビリティから経営倫理へ 國部 克彦 有斐閣 2017



アカウンタビリティ改革の政治学 高橋 百合子 有斐閣 2015
アクチュアル民事の訴訟〔補訂版〕 福永 有利-井上 治典-中島 弘雅 補訂-安西 明  有斐閣 2016
アナリストのための財務諸表分析とバリュエーショ
ン〔原書第5版〕

ステファン-H.-ペンマン-荒田 映子 訳-大雄      有斐閣
2018

アメリカ憲法入門〔第8版〕 松井 茂記 有斐閣 2018
イタリア・アカデミックな歩きかた 丹野 義彦 有斐閣 2015
イノベーション時代の競争政策 小田切 宏之 有斐閣 2016
インターネット法 松井 茂記-鈴木 秀美-山口 いつ子 有斐閣 2015
エクササイズ刑事訴訟法 粟田 知穂 有斐閣 2016
オープン・イノベーションのマネジメント 米倉 誠一郎-清水 洋 有斐閣 2015
会社法・関連法令条文集〔第2版〕 江頭 憲治郎 監修 有斐閣 2015
共生社会を切り開く 佐藤 久夫 有斐閣 2015
グローバル・マーケティング戦略 三浦 俊彦-丸谷 雄一郎-犬飼 知徳 有斐閣 2017
グローバル化とショック波及の経済学 小川 光 有斐閣 2016
クロスボーダー取引課税のフロンティア 中里 実著-太田 洋著-弘中 聡浩著-伊藤 剛志有斐閣 2014
刑事訴訟法〔第4版〕 寺崎 嘉博-長沼 範良-田中 開 有斐閣 2015
ケーススタディー国際関係私法 野村 美明-髙杉 直-久保田 隆 有斐閣 2015
ケーススタディ経済法 大久保 直樹著-伊永 大輔著-滝澤 紗矢子著 有斐閣 2015
ケースで学ぶ 国際企業法務のエッセンス 森下 哲朗-平野 温郎-森口 聡-山本 卓 有斐閣 2017
ケースブック刑法〔第3版〕 岩間 康夫-塩見 淳-小田 直樹-橋田 久-髙山    有斐閣 2017
ことわざと心理学 今田 寛 有斐閣 2015
コミュニティー・キャピタル 西口 敏宏-辻田 素子 有斐閣 2016
サービス・イノベーション 南 智惠子-西岡 健一 有斐閣 2014
ジェンダーの政治経済学 原 伸子 有斐閣 2016
条文から学ぶ独占禁止法 土田 和博-栗田 誠-東條 吉純-武田 邦宣 有斐閣 2014
商法判例集〔第6版〕 山下 友信-神田 秀樹 有斐閣 2014
スケープゴーティング 釘原 直樹 有斐閣 2014
スターバックスでラテを飲みながら憲法を考える 松井 茂記 有斐閣 2016
スマートグリッド・エコノミクス 依田 高典-田中 誠-伊藤 公一朗 有斐閣 2017
ゼロからはじめる心理学・入門 金沢 創-市川 寛子-作田 由衣子 有斐閣 2015



ソーシャル・ネットワークとイノベーション戦略 中野 勉 有斐閣 2017
ソーシャルワーク実践モデルのD＆Ｄ 芝野 松次郎 有斐閣 2015
続・アメリカ憲法判例 憲法訴訟研究会-戸松 秀典 有斐閣 2014
知的財産訴訟の現在 中村合同特許法律事務所 有斐閣 2014
デュアル・ブランド戦略 矢作 敏行著 有斐閣 2014
倒産法制の現代的課題 山本 和彦 有斐閣 2014
トピックからはじめる統治制度 笹田 栄司-原田 一明-山崎 友也-遠藤 美奈 有斐閣 2015
ハイブリッド製品の開発戦略 一小路 武安 有斐閣 2017
破産法・民事再生法〔第3版〕 伊藤 眞 有斐閣 2014
はじめてのEU法 庄司 克宏 有斐閣 2015
はじめての子ども教育原理 福元 真由美 有斐閣 2017
はじめての社会保障〔第15版〕 椋野 美智子-田中 耕太郎 有斐閣 2018
パワーから読み解くグローバル・ガバナンス論 大芝 亮-秋山 信将-大林 一広-山田 敦 有斐閣 2018
ひとりで学ぶ会社法 久保 大作-森 まどか-榊 素寛-松中 学 有斐閣 2018
ひとりで学ぶ刑法 安田 拓人-島田 聡一郎-和田 俊憲 有斐閣 2015
フェイス・トゥ・フェイス・ブック エド ケラー-ブラッド フェイ-澁谷 覚 訳･久     有斐閣 2016
フォロワーが語るリーダーシップ 小野 善生 有斐閣 2016
不正リスク管理・有事対応 山口 利昭 有斐閣 2014
ベーシック労働法〔第6版〕 浜村 彰-唐津 博-青野 覚-奥田 香子 有斐閣 2015
ベーシック労働法〔第6版補訂版〕 浜村 彰-唐津 博-青野 覚-奥田 香子 有斐閣 2016
ベストをつくす教育実習 筒井 美紀-遠藤 野ゆり 有斐閣 2017
ベトナムのビジネス法務 西村あさひ法律事務所 有斐閣 2016
ホイマン『ドイツ・ポリツァイ法事始』と近世末期
ドイツの諸国家学

松本 尚子 有斐閣
2016

ポイントレクチャー会社法〔第2版〕 近藤 光男-柴田 和史-野田 博 有斐閣 2015
法の世界へ〔第6版〕 池田 真朗-犬伏 由子-野川 忍-大塚 英明-長  有斐閣 2014
ボランティアを生みだすもの 三谷 はるよ 有斐閣 2016
マーケティング・エンジニアリング入門 上田 雅夫-生田目 崇 有斐閣 2017
マクロ経済学〔第2版〕 二神 孝一-堀 敬一 有斐閣 2017
マクロ実践ソーシャルワークの新パラダイム 大島 巌 有斐閣 2016



ミャンマー新投資法・改正会社法 西村あさひ法律事務所-湯川 雄介-原田 充浩  有斐閣 2018
民事法入門〔第6版〕 野村 豊弘 有斐閣 2014
民法判例集　担保物権・債権総論〔第3版〕 瀬川 信久-内田 貴-森田 宏樹 有斐閣 2014
やさしい教育心理学〔第4版〕 鎌原 雅彦-竹綱 誠一郎 有斐閣 2015
よくわかる社会保障法 西村 健一郎-水島 郁子-稲森 公嘉 有斐閣 2015
よくわかる税法入門〔第10版〕 三木 義一 有斐閣 2016
よくわかる税法入門〔第11版〕 三木 義一 有斐閣 2017
よくわかる税法入門〔第12版〕 三木 義一 有斐閣 2018
よくわかる法人税法入門〔第2版〕 三木 義一-藤本 純也-安井 栄二 有斐閣 2015
リーガル・リサーチ＆リポート 田髙 寛貴-原田 昌和-秋山 靖浩 有斐閣 2015
リーガルマインド会社法〔第14版〕 弥永 真生 有斐閣 2015
リーガルマインド商法総則・商行為法〔第2版補訂
版〕

弥永 真生 有斐閣
2014

ローカルからの再出発 宇野 重規-五百旗頭 薫 有斐閣 2015
論文の書き方マニュアル〔新版〕 花井 等-若松 篤 有斐閣 2014
医事法入門〔第4版〕 手嶋 豊 有斐閣 2015
一歩先への憲法入門 片桐 直人-井上 武史-大林 啓吾 有斐閣 2016
宇宙ビジネスのための宇宙法入門 小塚 荘一郎著･佐藤 雅彦著 有斐閣 2015
映像文化の社会学 長谷 正人 有斐閣 2016
越境犯罪の国際的規制 石井 由梨佳 有斐閣 2017
援助関係論入門 稲沢 公一 有斐閣 2017
演習国際私法 CASE30 櫻田 嘉章-佐野 寛-神前 禎 有斐閣 2016
家事事件手続法 高田 裕成 有斐閣 2014
家事事件手続法〔第3版〕 梶村 太市-徳田 和幸 有斐閣 2016
会社訴訟・紛争実務の基礎 三笘 裕-荒井 紀充-中野 智仁 有斐閣 2017
会社法〔第4版〕 伊藤 靖史-大杉 謙一-田中 亘-松井 秀征 有斐閣 2018
会社法・関連法令条文集 江頭 憲治郎 有斐閣 2014
会社法の継受と収斂 高橋 英治 有斐閣 2016
会社法を学ぶ 酒井 太郎 有斐閣 2016
会社法大要〔第2版〕 龍田 節-前田 雅弘 有斐閣 2017



会社法判例の読み方 飯田 秀総-白井 正和-松中 学 有斐閣 2017
会社法要説〔第2版〕 落合 誠一 有斐閣 2016
解雇規制を問い直す 大内 伸哉-川口 大司 有斐閣 2018
外部マーケティング資源としての消費者行動 西本 章宏 有斐閣 2015
殻を突き破るキャリアデザイン 筒井 美紀 有斐閣 2016
学力・心理・家庭環境の経済分析 赤林 英夫-直井 道生-敷島 千鶴 有斐閣 2016
株主と会社役員をめぐる法的課題 近藤 光男 有斐閣 2016
株主の利益に反する経営の適法性と持続可能性 草野 耕一 有斐閣 2018
環境経済学をつかむ〔第3版〕 栗山 浩一-馬奈木 俊介 有斐閣 2016
環境法 北村 喜宣 有斐閣 2015
環境法入門〔第3版〕 交告 尚史-臼杵 知史-前田 陽一-黒川 哲志 有斐閣 2015
管理会計・入門〔第4版〕 浅田 孝幸-頼 誠-鈴木 研一-中川 優-佐々木 有斐閣 2017
企業の経済学 中林 真幸-石黒 真吾 有斐閣 2014
企業家学のすすめ 宮本 又郎-加護野 忠男-企業家研究フォーラ有斐閣 2014
企業会計入門 斎藤 静樹 有斐閣 2014
企業金融と会社法・資本市場規制 久保田 安彦 有斐閣 2015
企業統治の法と経済 田中 亘-中林 真幸 有斐閣 2015
企業変動における労働法の課題 野川 忍-土田 道夫-水島 郁子 有斐閣 2016
基本経済条約集〔第2版〕 小寺 彰-中川 淳司 有斐閣 2014
機関争訟の「法律上の争訟」性 西上 治 有斐閣 2017
競争を味方につけるマーケティング 勝又 壮太郎-西本 章宏 有斐閣 2016
強制捜査と任意捜査〔新版〕 井上 正仁 有斐閣 2014
教育をよみとく 田中 耕治-石井 英真-八田 幸恵-本所 恵-西 　有斐閣 2017
金融システムの制度設計 福田 慎一 有斐閣 2017
金融の仕組みと働き 岡村 秀夫-田中 敦-野間 敏克-播磨谷 浩三-  有斐閣 2017
金融商品取引法 黒沼 悦郎 有斐閣 2016
金融商品取引法概説〔第2版〕 山下 友信-神田 秀樹 有斐閣 2017
銀幕の大統領ロナルド・レーガン 村田 晃嗣 有斐閣 2018
刑事訴訟法 酒巻 匡 有斐閣 2015
刑事弁護の基礎知識 岡 慎一-神山 啓史 有斐閣 2015



刑法の道しるべ 塩見 淳 有斐閣 2015
刑法各論判例50！ 十河 太朗-豊田 兼彦-松尾 誠紀-森永 真綱 有斐閣 2017
刑法総論〔第3版〕 山口 厚 有斐閣 2016
契約締結過程における正当な信頼 山城 一真 有斐閣 2014
経営の再生〔第4版〕 高橋 伸夫 有斐閣 2016
経営学で考える 高橋 伸夫 有斐閣 2015
経営情報論〔新版補訂〕 遠山 曉-村田 潔-岸 眞理子 有斐閣 2015
経済法〔第2版〕 泉水 文雄-土佐 和生-宮井 雅明-林 秀弥 有斐閣 2015
経済法〔第7版補訂〕 岸井 大太郎-向田 直範-和田 健夫-大槻 文俊   有斐閣 2015
経済法の現代的課題 金井 貴嗣-土田 和博-東條 吉純 有斐閣 2017
計画の創発 島本 実 有斐閣 2014
建築ものづくり論 藤本 隆宏-野城 智也-安藤 正雄-吉田 敏 有斐閣 2015
憲法1　人権〔第6版〕 渋谷 秀樹-赤坂 正浩 有斐閣 2016
憲法2　統治〔第6版〕 渋谷 秀樹-赤坂 正浩 有斐閣 2016
憲法9条と安保法制 阪田 雅裕 有斐閣 2016
憲法Ⅰ　人権 青井 未帆-山本 龍彦 有斐閣 2016
憲法の時間 井上 典之 有斐閣 2016
憲法の論理 長谷部 恭男 有斐閣 2017
憲法学読本〔第2版〕 安西 文雄-巻 美矢紀-宍戸 常寿 有斐閣 2014
憲法的刑法学の展開 平川 宗信 有斐閣 2014
憲法判例50！ 上田 健介-尾形 健-片桐 直人 有斐閣 2016
検証・安保法案 長谷部 恭男 有斐閣 2015
県都物語 西村 幸夫 有斐閣 2018
原発震災と避難　　シリーズ　被災地から未来を考
える①

舩橋 晴俊-田中 重好-長谷川 公一-山本 薫子有斐閣
2017

現場の情報化 松嶋 登 有斐閣 2015
現代ヨーロッパ経済〔第4版〕 田中 素香-長部 重康-久保 広正-岩田 健治 有斐閣 2014
現代会社法入門〔第4版〕 北村 雅史-柴田 和史-山田 純子 有斐閣 2015
現代行政法入門〔第3版〕 曽和 俊文-山田 洋-亘理 格 有斐閣 2015
現代裁判を考える 田中 成明 有斐閣 2014



現代財政を学ぶ 池上 岳彦 有斐閣 2015
現代社会と経済倫理 永合 位行-鈴木 純 有斐閣 2018
現代商法入門〔第9版〕 近藤 光男 有斐閣 2014
現代人権論の起点 矢島 基美 有斐閣 2015
現代中国法入門〔第7版〕 高見澤 磨-鈴木 賢-宇田川 幸則 有斐閣 2016
現代哲学キーワード 野家 啓一-門脇 俊介 有斐閣 2016
現代日本の「社会の心」 吉川 徹 有斐閣 2014
現代日本政治史 薬師寺 克行 有斐閣 2014
個人情報保護法の逐条解説〔第6版〕 宇賀 克也 有斐閣 2018
古典で読む憲法 曽我部 真裕-見平 典 有斐閣 2016
雇用差別禁止法制の展望 浅倉 むつ子 有斐閣 2016
交通経済のエッセンス 田邉 勝巳 有斐閣 2017
公共マネジメント 田尾 雅夫 有斐閣 2015
公共経済学講義 須賀 晃一 有斐閣 2014
公共訴訟の救済法理　　同志社大学法学叢書3 川嶋 四郎 有斐閣 2016
幸福（しあわせ）の構造 島井 哲志 有斐閣 2015
広がる民法　第1巻 入門編 大村 敦志 有斐閣 2017
広告コミュニケーション研究ハンドブック 水野 由多加-妹尾 俊之-伊吹 勇亮 有斐閣 2015
行政行為と司法的統制 亘理 格 有斐閣 2018
行政情報の法理論 村上 裕章 有斐閣 2018
行政不服審査機関の研究 碓井 光明 有斐閣 2016
行政不服審査法の逐条解説 宇賀 克也 有斐閣 2015
行政不服審査法の逐条解説〔第2版〕 宇賀 克也 有斐閣 2017
行政法 高木 光 有斐閣 2015
行政法〔第2版〕 宇賀 克也 有斐閣 2018
行政法Ⅰ　現代行政過程論〔第3版〕 大橋 洋一 有斐閣 2016
行政法Ⅱ〔第2版〕 大橋 洋一 有斐閣 2015
行政法概説Ⅲ〔第4版〕 宇賀 克也 有斐閣 2015
行政法読本〔第4版〕 芝池 義一 有斐閣 2016
行政法判例50！ 大橋 真由美-北島 周作-野口 貴公美 有斐閣 2017



行政法判例集Ⅱ　救済法〔第2版〕 大橋 洋一-斎藤 誠-山本 隆司-飯島 淳子-太        有斐閣 2018
行政法理論の探究 曽和 俊文-野呂 充-北村 和生-前田 雅子-深  有斐閣 2016
講義　破産法・民事再生法 田頭 章一 有斐閣 2016
講義　物権・担保物権法〔第2版〕 安永 正昭 有斐閣 2014
講義刑法学・各論 井田 良 有斐閣 2016
高等商業学校の経営史 長廣 利崇 有斐閣 2017
合理的配慮 川島 聡-飯野 由里子-西倉 実季-星加 良司 有斐閣 2016
国際協力〔第3版〕 下村 恭民-辻 一人-稲田 十一-深川 由起子 有斐閣 2016
国際行政法の存立基盤 山本 草二-兼原 敦子-森田 章夫 有斐閣 2016
国際私法〔第2版〕 中西 康-北澤 安紀-横溝 大-林 貴美 有斐閣 2018
国際私法入門〔第8版〕 澤木 敬郎-道垣内 正人 有斐閣 2018
国際社会学 宮島 喬-佐藤 成基-小ヶ谷 千穂 有斐閣 2015
国際仲裁と企業戦略 三木 浩一-手塚 裕之-弘中 聡浩 有斐閣 2014
国際特許管理の日本的展開 西村 成弘 有斐閣 2016
国際法 玉田 大-水島 朋則-山田 卓平 有斐閣 2017
国際法における緊急避難 山田 卓平 有斐閣 2014
国連安全保障理事会と憲章第７章 佐藤 哲夫 有斐閣 2015
再生可能エネルギーの社会化 丸山 康司 有斐閣 2014
裁判と法律学 藤田 宙靖 有斐閣 2016
裁判実務フロンティア　家事事件手続 矢尾 和子-大坪 和敏-秋山 里絵-木下 真由美     有斐閣 2017
財政と金融の法的構造 中里 実 有斐閣 2018
財政のエッセンス 西村 幸浩-宮崎 智視 有斐閣 2015
財政学をつかむ〔新版〕 畑農 鋭矢-林 正義-吉田 浩 有斐閣 2015
財務会計・入門〔第10版〕 桜井 久勝-須田 一幸 有斐閣 2015
財務会計・入門〔第10版補訂〕 桜井 久勝-須田 一幸 有斐閣 2016
財務会計・入門〔第11版〕 桜井 久勝-須田 一幸 有斐閣 2017
財務会計・入門〔第12版〕 桜井 久勝-須田 一幸 有斐閣 2018
産業組織とビジネスの経済学 花薗 誠 有斐閣 2018
子どもへの司法面接 仲 真紀子 有斐閣 2016
子ども家庭福祉の世界 山野 則子-武田 信子 有斐閣 2015



子ども法 大村 敦志-横田 光平-久保野 恵美子 有斐閣 2015
私たちと公共経済 寺井 公子-肥前 洋一 有斐閣 2015
事情変更法理と契約規範 吉政 知広 有斐閣 2014
事例から行政法を考える 北村 和生-深澤 龍一郎-飯島 淳子-磯部 哲 有斐閣 2016
事例で学ぶ独占禁止法 鈴木 孝之-河谷 清文 有斐閣 2017
事例演習労働法〔第3版〕 水町 勇一郎-緒方 桂子 有斐閣 2017
自治体コンプライアンスの基礎 岡田 博史-北村 喜宣-山口 道昭-出石 稔 有斐閣 2017
質的社会調査の方法 岸 政彦-石岡 丈昇-丸山 里美 有斐閣 2016
実証から学ぶ国際経済 清田 耕造-神事 直人 有斐閣 2017
実践 財政学 赤井 伸郎 有斐閣 2017
実践PL法〔第2版〕 日本弁護士連合会 消費者問題対策委員会 有斐閣 2015
社会とつながる行政法入門 大橋 洋一 有斐閣 2017
社会を数理で読み解く 盛山 和夫-浜田 宏-武藤 正義-瀧川 裕貴 有斐閣 2015
社会意識からみた日本 数土 直紀 有斐閣 2015
社会政策 駒村 康平-山田 篤裕-四方 理人-田中 聡一郎  有斐閣 2015
社会福祉と権利擁護 秋元 美世-平田 厚 有斐閣 2015
社会福祉のトポス 岩田 正美 有斐閣 2016
社会福祉研究のフロンティア 岩崎 晋也-岩間 伸之-原田 正樹 有斐閣 2014
社会保障法 菊池 馨実 有斐閣 2014
社会保障法〔第2版〕 菊池 馨実 有斐閣 2018
社会保障法〔第6版〕 加藤 智章-菊池 馨実-倉田 聡-前田 雅子 有斐閣 2015
社会保障法入門〔第3版〕 西村 健一郎 有斐閣 2017
酒類流通システムのダイナミズム 二宮 麻里 有斐閣 2016
重層的地域としてのアジア 大庭 三枝 有斐閣 2014
所得課税の国際的側面 渕 圭吾 有斐閣 2016
商業登記法入門 神﨑 満治郎 有斐閣 2015
商事法の研究 山下 友信 有斐閣 2015
商事法の新しい礎石／落合誠一先生古稀記念 飯田 秀総-小塚 荘一郎-榊 素寛-髙橋 美加-得   有斐閣 2014
商標法〔第2版〕 茶園 成樹 有斐閣 2018
商法総則・商行為法〔第7版〕 近藤 光男 有斐閣 2018



小売企業の基盤強化 高嶋 克義 有斐閣 2015
少子化は止められるか？ 阿部 正浩 有斐閣 2016
少年法 川出 敏裕 有斐閣 2015
消費者契約の経済分析 西内 康人 有斐閣 2016
信託法セミナー4 能見 善久-道垣内 弘人 有斐閣 2016
信託法セミナー2 能見 善久･道垣内 弘人 有斐閣 2014
信託法セミナー3 能見 善久-道垣内 弘人 有斐閣 2015
信託法実務判例研究 新井 誠集代表 有斐閣 2015
心理学〔新版〕 無藤 隆-森 敏昭-遠藤 由美-玉瀬 耕治 有斐閣 2018
心理調査の基礎 日本心理学会-サトウ タツヤ-鈴木 直人 有斐閣 2017
新 実務家のための税務相談（会社法編） 三木 義一-山田 泰弘-安井 栄二 有斐閣 2017
新 実務家のための税務相談（民法編） 三木 義一-本山 敦-伊川 正樹 有斐閣 2017
新・シネマで法学 野田 進-松井 茂記-千葉 恵美子-君塚 正臣-   有斐閣 2014
新・金融商品取引法読本 河本 一郎-大武 泰南-川口 恭弘 有斐閣 2014
新・国会事典［第3版］ 浅野 一郎-河野 久 有斐閣 2014
新・国際売買契約ハンドブック 住友商事株式会社法務部-三井物産株式会社有斐閣 2018
新しい時代の生涯学習〔第3版〕 堀 薫夫-関口 礼子-西岡 正子-鈴木 志元-柳   有斐閣 2018
新基本民法2　物権編 大村 敦志 有斐閣 2015
新基本民法3　担保編 大村 敦志 有斐閣 2016
新基本民法4　債権編 大村 敦志 有斐閣 2016
新基本民法7　家族編 大村 敦志 有斐閣 2014
新基本民法8　相続編 大村 敦志 有斐閣 2017
新興国市場戦略論 天野 倫文-新宅 純二郎-中川 功一-大木 清弘有斐閣 2015
新判例から見た刑法〔第3版〕 山口 厚 有斐閣 2015
身近に感じる国際金融 飯島 寛之-五百旗頭 真吾-佐藤 秀樹-菅原 歩有斐閣 2017
人材サービス産業の新しい役割 佐藤 博樹-大木 栄一 有斐閣 2014
人生を変えるMBA 神戸大学専門職大学院（MBA) 有斐閣 2015
数理法務のすすめ 草野 耕一 有斐閣 2016
成年後見制度〔第2版〕 新井 誠-赤沼 康弘-大貫 正男 有斐閣 2014
政治学 新川 敏光-大西 裕-大矢根 聡-田村 哲樹 有斐閣 2017



政治学の方法 加藤 淳子-境家 史郎-山本 健太郎 有斐閣 2014
政治行動論 飯田 健-松林 哲也-大村 華子 有斐閣 2015
政治変動期の圧力団体 辻中 豊 有斐閣 2016
生涯発達心理学 鈴木 忠-飯牟礼 悦子-滝口 のぞみ 有斐閣 2016
生物多様性保全の経済学 大沼 あゆみ 有斐閣 2014
製品開発の現地化 金 熙珍 有斐閣 2015
税法入門〔第7版〕 金子 宏-清永 敬次-宮谷 俊胤-畠山 武道 有斐閣 2016
戦後アメリカ外交史〔第3版〕 佐々木 卓也 有斐閣 2017
戦後日韓関係史 李 鍾元-木宮 正史-磯崎 典世-浅羽 祐樹 有斐閣 2017
租税法と市場 金子 宏-中里 実-J.マーク・ラムザイヤー 有斐閣 2014
租税法概説〔第2版〕 中里 実-弘中 聡浩-渕 圭吾-伊藤 剛志-吉村 有斐閣 2015
租税法入門〔第2版〕 増井 良啓 有斐閣 2018
租税法判例六法〔第2版〕 中里 実-増井 良啓 有斐閣 2015
組織のなかで人を育てる 佐藤 厚 有斐閣 2016
相続法の立法的課題 水野 紀子 有斐閣 2016
多国籍企業の量産知識 大木 清弘 有斐閣 2014
対人援助と心のケアに活かす心理学 鈴木 伸一-伊藤 大輔-尾形 明子-国里 愛彦-小    有斐閣 2017
大学１年生のための　伝わるレポートの書き方 都筑 学 有斐閣 2016
大学での学びをアクティブにする アカデミック・ス
キル入門

伊藤 奈賀子-富原 一哉 有斐閣
2016

大人のための社会科 井手 英策-宇野 重規-坂井 豊貴-松沢 裕作 有斐閣 2017
大戦後資本主義の変質と展開 井村 喜代子-北原 勇 有斐閣 2016
第三者効の研究 巽 智彦 有斐閣 2017
第二の「戦後」の形成過程 福永 文夫 有斐閣 2015
担保・執行・倒産の現在 伊藤 眞-道垣内 弘人-山本 和彦 有斐閣 2014
担保物権法〔第4版〕 道垣内 弘人 有斐閣 2017
知的財産関係条約 茶園 成樹 有斐閣 2015
知的財産法 愛知 靖之-前田 健-金子 敏哉-青木 大也 有斐閣 2018
知的財産法〔第7版〕 角田 政芳-辰巳 直彦 有斐閣 2015
知的財産法Ⅰ　特許法 駒田 泰土-潮海 久雄-山根 崇邦 有斐閣 2014



知的財産法Ⅱ作権法 駒田 泰土-潮海 久雄-山根 崇邦 有斐閣 2016
地域におけるソーシャル・エクスクルージョン 加山 弾 有斐閣 2014
地域ブランディングの論理 小林 哲 有斐閣 2016
地域福祉の学びをデザインする 上野谷 加代子-原田 正樹 有斐閣 2016
地方自治法概説〔第6版〕 宇賀 克也 有斐閣 2015
地方自治法概説〔第7版〕 宇賀 克也 有斐閣 2017
地方自治論 北村 亘-青木 栄一-平野 淳一 有斐閣 2017
逐条解説　刑事収容施設法〔第3版〕 林 眞琴-北村 篤-名取 俊也 有斐閣 2017
中国の歴史 濱下 武志-平勢 隆郎 有斐閣 2015
中小企業の事業承継 中村 廉平 有斐閣 2017
中途解除と契約の内容規制 丸山 絵美子 有斐閣 2015
注釈日本国憲法(2) 長谷部 恭男-川岸 令和-駒村 圭吾-阪口 正二   有斐閣 2017
著作権法〔第2版〕 中山 信弘 有斐閣 2014
著作権法入門〔第2版〕 島並 良-上野 達弘-横山 久芳 有斐閣 2016
抵当権者の追及権について 阿部 裕介 有斐閣 2018
東アジア近現代史〔新版〕 上原 一慶-桐山 昇-高橋 孝助-林 哲 有斐閣 2015
統計学〔改訂版〕 森棟 公夫-照井 伸彦-中川 満-西埜 晴久-黒住 有斐閣 2015
特許法〔第2版〕 茶園 成樹 有斐閣 2017
独禁法講義〔第8版〕 白石 忠志 有斐閣 2018
独禁法事例集 白石 忠志 有斐閣 2017
独占禁止法概説〔第5版〕 根岸 哲-舟田 正之 有斐閣 2015
独仏法における法定解除の歴史と論理 杉本 好央 有斐閣 2018
読解　民事訴訟法 勅使川原 和彦 有斐閣 2015
日本のビジネスシステム 加護野 忠男-山田 幸三 有斐閣 2016
日本の介護 中村 二朗-菅原 慎矢 有斐閣 2017
日本の公開買付け 田中 亘-森・濱田松本法律事務所 有斐閣 2016
日本の産業と企業 橘川 武郎-平野 創-板垣 暁 有斐閣 2014
日本の労働市場 川口 大司 有斐閣 2017
日本経済史 沢井 実-谷本 雅之 有斐閣 2016
日本経済論・入門〔新版〕 八代 尚宏 有斐閣 2017



日本地方財政史 小西 砂千夫 有斐閣 2017
日本民法学の新たな時代 高 翔龍-野村 豊弘-加藤 雅信-廣瀬 久和-瀬      有斐閣 2015
入門・日本経済〔第5版〕 浅子 和美-篠原 総一-飯塚 信夫 有斐閣 2015
入門刑法学・各論〔第2版〕 井田 良 有斐閣 2018
入門証券市場論〔第3版補訂〕 釜江 廣志 有斐閣 2015
派遣労働という働き方 島貫 智行 有斐閣 2017
排除と差別の社会学〔新版〕 好井 裕明 有斐閣 2016
判例労働法入門〔第4版〕 野田 進-山下 昇-柳澤 武 有斐閣 2015
判例労働法入門〔第5版〕 野田 進-山下 昇-柳澤 武 有斐閣 2017
比較政治学の考え方 久保 慶一-末近 浩太-高橋 百合子 有斐閣 2016
非典型担保法の課題 道垣内 弘人 有斐閣 2015
標準特許法〔第5版〕 高林 龍 有斐閣 2014
標準特許法〔第6版〕 高林 龍 有斐閣 2017
不正競争防止法 茶園 成樹 有斐閣 2015
不法行為責任内容論序説 長野 史寛 有斐閣 2017
不利益分配の政治学 柳 至 有斐閣 2018
福祉国家の制度と組織 佐々木 伯朗 有斐閣 2016
分権政策法務の実践 北村 喜宣 有斐閣 2018
文系のための環境科学入門〔新版〕 藤倉 良-藤倉 まなみ 有斐閣 2016
平成26年会社法改正 岩原 紳作-神田 秀樹-野村 修也 有斐閣 2015
平成26年改正会社法 野村 修也-奥山 健志 有斐閣 2014
平成26年改正会社法〔規制対応補訂版〕 野村 修也-奥山 健志 有斐閣 2015
弁護士の紛争解決力 髙世 三郎 有斐閣 2017
保険法(上) 山下 友信 有斐閣 2018
保険法〔第3版補訂版〕 山下 友信-竹濵 修-洲崎 博史-山本 哲生 有斐閣 2015
包括的担保法の諸問題 佐藤 岩昭 有斐閣 2017
宝塚ファンから読み解く 超高関与消費者へのマーケ
ティング

和田 充夫 有斐閣
2015

崩壊国家と国際安全保障 遠藤 貢 有斐閣 2015
法と社会科学をつなぐ 飯田 高 有斐閣 2016



法を学ぶ人のための文章作法 井田 良-佐渡島 紗織-山野目 章夫 有斐閣 2016
法学再入門　秘密の扉―民事法篇 木庭 顕 有斐閣 2016
法哲学と法哲学の対話 安藤 馨-大屋 雄裕 有斐閣 2017
法律学習マニュアル〔第4版〕 弥永 真生 有斐閣 2016
民事再生法入門〔第2版〕 松下 淳一 有斐閣 2014
民事裁判過程論 土屋 文昭 有斐閣 2015
民事裁判実務の基礎／刑事裁判実務の基礎 渡辺 弘-谷口 安史-中村 心-髙原 知明-下津  有斐閣 2014
民事手続の現代的使命 高橋 宏志-上原 敏夫-加藤 新太郎-林 道晴-    有斐閣 2015
民事手続原則の限界 長谷部 由起子 有斐閣 2016
民事手続法入門〔第5版〕 佐藤 鉄男-和田 吉弘-日比野 泰久-川嶋 四郎  有斐閣 2018
民事訴訟における争点形成　　上智大学法学叢書　
第37巻

安西 明子 有斐閣
2016

民事訴訟による集合的権利保護の立法と理論 三木 浩一 有斐閣 2017
民事訴訟法〔第2版〕 三木 浩一-笠井 正俊-垣内 秀介-菱田 雄郷 有斐閣 2015
民事訴訟法〔第4版補訂版〕 伊藤 眞 有斐閣 2014
民事訴訟法〔第5版〕 伊藤 眞 有斐閣 2016
民事訴訟法〔第7版〕 上原 敏夫-池田 辰夫-山本 和彦 有斐閣 2017
民事訴訟法の現代的課題 山本 和彦 有斐閣 2016
民事訴訟法概論 高橋 宏志 有斐閣 2016
民法　親族・相続〔第4版〕 松川 正毅 有斐閣 2014
民法2　物権〔第3版〕 千葉 恵美子-藤原 正則-七戸 克彦 有斐閣 2018
民法②物権 判例30！ 水津 太郎-鳥山 泰志-藤澤 治奈 有斐閣 2017
民法③債権総論　判例30！ 田髙 寛貴-白石 大-山城 一真 有斐閣 2017
民法④債権各論 判例30！ 中原 太郎-幡野 弘樹-丸山 絵美子-吉永 一行有斐閣 2017
民法5　契約 山本 豊-笠井 修-北居 功 有斐閣 2018
民法⑤親族・相続 判例30！ 青竹 美佳-金子 敬明-幡野 弘樹 有斐閣 2017
民法7　親族・相続〔第4版〕 高橋 朋子-床谷 文雄-棚村 政行 有斐閣 2014
民法7　親族・相続〔第5版〕 高橋 朋子-床谷 文雄-棚村 政行 有斐閣 2017
民法Ⅵ　親族・相続〔第3版〕 前田 陽一-本山 敦-浦野 由紀子 有斐閣 2015
民法Ⅵ　親族・相続〔第4版〕 前田 陽一-本山 敦-浦野 由紀子 有斐閣 2017



民法Visual Materials〔第2版〕 池田 真朗著･石田 剛-田髙 寛貴-北居 功-曽     有斐閣 2017
民法概論5〔補訂版〕 川井 健-良永 和隆 有斐閣 2015
民法学を語る 大村 敦志-小粥 太郎 有斐閣 2015
民法読解　親族編 大村 敦志 有斐閣 2015
民法論集　第十巻 星野 英一 有斐閣 2015
問題演習 基本七法 法学教室編集室 有斐閣 2018
有期雇用法制ベーシックス 荒木 尚志 有斐閣 2014
要件事実の基礎〔新版〕 伊藤 滋夫 有斐閣 2015
離婚判例ガイド〔第3版〕 二宮 周平-榊原 富士子 有斐閣 2015
旅券法逐条解説 旅券法研究会 有斐閣 2016
臨床心理学 丹野 義彦-石垣 琢麿-毛利 伊吹-佐々木 淳-杉  有斐閣 2015
労働経済学 川口 大司 有斐閣 2017
労働者像の多様化と労働法・社会保障法 村中 孝史-水島 郁子-高畠 淳子-稲森 公嘉 有斐閣 2015
労働法〔第12版〕 安枝 英訷-西村 健一郎 有斐閣 2014
労働法〔第3版〕 荒木 尚志 有斐閣 2016
労働法〔第3版〕 両角 道代-森戸 英幸-梶川 敦子-水町 勇一郎有斐閣 2017
労働法の世界〔第11版〕 中窪 裕也-野田 進 有斐閣 2015
労働法の世界〔第12版〕 中窪 裕也-野田 進 有斐閣 2017
マクロ経済学・入門〔第4版〕 福田 慎一-照山 博司 有斐閣 2011
心理統計学の基礎 南風原 朝和 有斐閣 2002
顧客志向の新製品開発 川上 智子 有斐閣 2005
民事訴訟法〔第3版〕 山本 弘-長谷部 由起子-松下 淳一 有斐閣 2018
インドネシアのビジネス法務 西村あさひ法律事務所 有斐閣 2018
ADR法制の現代的課題 山本 和彦 有斐閣 2018
入門刑法学・総論〔第２版〕 井田 良 有斐閣 2018
越境の国際政治 田所 昌幸 有斐閣 2018
はじめてのケア論 三井 さよ 有斐閣 2018
雇用システム論 佐口 和郎 有斐閣 2018
消費者視点の小売イノベーション 髙橋 広行 有斐閣 2018
消費者理解に基づくマーケティング 須永 努 有斐閣 2018



現代文化論 吉見 俊哉 有斐閣 2018
よくわかる民事裁判〔第3版〕 山本 和彦 有斐閣 2018
法の支配と実践理性の制度化 田中 成明 有斐閣 2018
破産法・民事再生法〔第4版〕 伊藤 眞 有斐閣 2018
民事訴訟法〔第6版〕 伊藤 眞 有斐閣 2018
刑事弁護の基礎知識〔第2版〕 岡 慎一-神山 啓史 有斐閣 2018
生活保護と貧困対策 岩永 理恵-卯月 由佳-木下 武徳 有斐閣 2018
商法Ⅲ　手形・小切手〔第5版〕 大塚 龍児-林 たつみ-福瀧 博之 有斐閣 2018
インターネットビジネスの競争戦略 髙井 文子 有斐閣 2018
組織アイデンティティの機能 佐藤 秀典 有斐閣 2018
マーケティング・リサーチのわな 古川 一郎 有斐閣 2018
そのクチコミは効くのか 久保田 進彦-澁谷 覚 有斐閣 2018
福祉原理 岩崎 晋也 有斐閣 2018
マーケティング・リサーチ入門 星野 崇宏-上田 雅夫 有斐閣 2018
ベーシック経済学〔新版〕 古沢 泰治-塩路 悦朗 有斐閣 2018
経済法入門 泉水 文雄 有斐閣 2018
メディア社会論 辻 泉-南田 勝也-土橋 臣吾 有斐閣 2018
M&A契約研究 藤田 友敬 有斐閣 2018
取締役の善管注意義務 森田 章 有斐閣 2019
問いからはじめる 現代企業 小山 嚴也-出見世 信之-谷口 勇仁 有斐閣 2018
対話型行政法の開拓線 大橋 洋一 有斐閣 2019
環境法〔第2版〕 北村 喜宣 有斐閣 2019
地方債の経済分析 持田 信樹-林 正義 有斐閣 2018
心理職・援助職のための法と臨床 廣井 亮一-中川 利彦-水町 勇一郎-児島 達美有斐閣 2019
法社会学〔第3版〕 村山 眞維-濱野 亮 有斐閣 2019
財務会計・入門〔第12版補訂〕 桜井 久勝-須田 一幸 有斐閣 2019
憲法適合的解釈の比較研究 土井 真一-松本 哲治-大林 啓吾-奥村 公輔-   有斐閣 2018
地方自治法概説〔第8版〕 宇賀 克也 有斐閣 2019
行政法概説Ⅲ〔第5版〕 宇賀 克也 有斐閣 2019
自分で考えるちょっと違った法学入門〔第4版〕 道垣内 正人 有斐閣 2019



法学学習Q&A 横田 明美-小谷 昌子-堀田 周吾 有斐閣 2019
リーガルマインド商法総則・商行為法〔第3版〕 弥永 真生 有斐閣 2019
商法Ⅰ　総則・商行為〔第6版〕 落合 誠一-大塚 龍児-山下 友信 有斐閣 2019
経済法〔第8版補訂版〕 岸井 大太郎-大槻 文俊-和田 健夫-川島 富士   有斐閣 2019
保険法〔第4版〕 山下 友信-竹濱 修-洲崎 博史-山本 哲生 有斐閣 2019
社会保障法〔第7版〕 加藤 智章-菊池 馨実-倉田 聡-前田 雅子 有斐閣 2019
ベーシック労働法〔第7版〕 浜村 彰-唐津 博-青野 覚-奥田 香子 有斐閣 2019
はじめての社会保障〔第16版〕 椋野 美智子-田中 耕太郎 有斐閣 2019
現代行政法入門〔第4版〕 曽和 俊文-山田 洋-亘理 格 有斐閣 2019
よくわかる税法入門〔第13版〕 三木 義一 有斐閣 2019
地域から考える環境と経済 : アクティブな環境経済
学入門 = Thinking about environment and 
economy from local sustainability

八木信一-関耕平 有斐閣
2019

次世代医療基盤法の逐条解説 宇賀 克也 有斐閣 2019
行政法Ⅰ　現代行政過程論〔第4版〕 大橋 洋一 有斐閣 2019
新基本民法2　物権編〔第2版〕 大村 敦志 有斐閣 2019
国際私法〔第4版〕 神前 禎-早川 吉尚-元永 和彦 有斐閣 2019
労働法の世界〔第13版〕 中窪 裕也-野田 進 有斐閣 2019
組織行動 鈴木 竜太-服部 泰宏 有斐閣 2019
「警察権の限界」論の再定位 米田 雅宏 有斐閣 2019
講義　物権・担保物権法〔第3版〕 安永 正昭 有斐閣 2019
判例労働法入門〔第6版〕 野田 進-山下 昇-柳澤 武 有斐閣 2019
小売構造ダイナミクス 横山 斉理 有斐閣 2019
社会学入門・中級編 稲葉 振一郎 有斐閣 2019
民法Ⅵ　親族・相続〔第5版〕 前田 陽一-本山 敦-浦野 由紀子 有斐閣 2019
民事訴訟法・倒産法の研究 山本 弘 有斐閣 2019
労働法〔第3版〕 小畑 史子-緒方 桂子-竹内（奥野） 寿 有斐閣 2019
労働基準法〔第5版〕 下井 隆史 有斐閣 2019
現代日本経済 橋本寿朗-長谷川信-宮島英昭-齊藤直 有斐閣 2019
日本企業における失敗の研究 河合 忠彦 有斐閣 2019



女性学・男性学〔第3版〕 伊藤 公雄-樹村 みのり-國信 潤子 有斐閣 2019
新・情報公開法の逐条解説〔第8版〕 宇賀 克也 有斐閣 2018
行動経済学〔新版〕 大垣 昌夫-田中 沙織 有斐閣 2018
重点講義民事訴訟法（下）〔第2版補訂版〕 高橋　宏志 有斐閣 2014
福祉行政の基礎 山口 道昭-北村 喜宣-出石 稔 有斐閣 2016
日本古代の官司と政務 佐々木　恵介　著 吉川弘文館 2018
海底に眠る蒙古襲来 水中考古学の挑戦 池田　榮史　著 吉川弘文館 2018
近代日本の消費と生活世界 中西　聡・二谷　智子　著 吉川弘文館 2018
近代日本の思想をさぐる 研究のための１５の視角 中野目　徹　編 吉川弘文館 2018
古代の祭祀構造と伊勢神宮 塩川　哲朗　著 吉川弘文館 2018
民俗伝承学の視点と方法 新しい歴史学への招待 新谷　尚紀　編 吉川弘文館 2018
江戸城御庭番 徳川将軍の耳と目 深井　雅海　著 吉川弘文館 2018
Flower Petals Fall, but the Flower Endures: The 
Japanese Philosophy of Transience

Takeuchi, Seiichi JPIC(出版文化産業振興財
2019

甦るシェイクスピア　没後四〇〇周年記念論集 日本シェイクスピア協会〔編〕 研究社 2016
IMIシリーズ：進化する産業数学 3 格子暗号解読の
ための数学的基礎 格子基底簡約アルゴリズム入門 【著】 青野 良範-【著】 安田 雅哉 近代科学社

2019

裏側から視るAＩ 脅威・歴史・倫理 【著】 中川 裕志 近代科学社 2019
いっしょに食べよ！―病院の栄養士が考えたおいしい嚥
下食レシピ

著者：あかいわチームクッキング ライフサイエンス出版 2012

きょうもいっしょに食べよ！―病院の栄養士が考え
たおいしい嚥下食レシピ

著者：あかいわチームクッキング ライフサイエンス出版
2015

人は、人を浴びて人になる―心の病にかかった精神
科医の、人生をつないでくれた12の出会い

著者：夏苅郁子 ライフサイエンス出版
2017

冷凍保存でかんたん嚥下食―病院の栄養士が考えた
美味しい嚥下食レシピ

著者：あかいわチームクッキング ライフサイエンス出版
2018

食事と作法 小川　直之 編 吉川弘文館 2018
平氏が語る源平争乱 永井　晋　著 吉川弘文館 2019
近世関東の土豪と地域社会 鈴木　直樹　著 吉川弘文館 2019



中世初期の〈謀叛〉と平治の乱 古澤　直人　著 吉川弘文館 2019
戦国時代の終焉 齋藤　慎一　著 吉川弘文館 2019
日本の梵鐘（新装版） 坪井　良平　著 吉川弘文館 2019
維新支持の分析 善教 将大 有斐閣 2018
維新支持の分析 善教 将大 有斐閣 2018
民法（全）〔第2版〕 潮見 佳男 有斐閣 2019
現代アジア経済論 遠藤 環-伊藤 亜聖-大泉 啓一郎-後藤 健太 有斐閣 2018
ロボット・ＡＩと法 弥永 真生 編･宍戸 常寿 編 有斐閣 2019
国際経済法〔第3版〕 中川 淳司 著･清水 章雄 著･平 覚 著･間宮 勇 有斐閣 2019
条文から学ぶ 独占禁止法〔第2版〕 土田 和博 著･栗田 誠 著･東條 吉純 著･武田  有斐閣 2019
計量経済学 西山 慶彦 著･新谷 元嗣 著･川口 大司 著･奥   有斐閣 2019
地方財政健全化法とガバナンスの経済学 赤井 伸郎 著･石川 達哉 著 有斐閣 2019
潜在認知の次元 下條 信輔 著 有斐閣 2019
史料集成 江戸時代相撲名鑑 飯田 昭一〔編〕 日外アソシエーツ 2001
日本の創業者―近現代起業家人名事典 日外アソシエーツ〔編〕 日外アソシエーツ 2010
事典 日本の科学者―科学技術を築いた5000人 板倉 聖宣〔監修〕 日外アソシエーツ 2014
富士山を知る事典 富士学会〔企画〕-渡邊 定元-佐野 充〔編〕日外アソシエーツ 2012
法務・法律ビジネス英和大辞典 菊地 義明〔編〕 日外アソシエーツ 2017
図書館人物事典 日本図書館文化史研究会〔編〕 日外アソシエーツ 2017
リハビリのプロがすすめる 健康寿命を延ばす1000
冊

結城 俊也-坂本 宗樹-鈴木 光司-二宮 秀樹 日外アソシエーツ
2018

小川未明新収童話集 2 大正13-昭和2年 小川未明〔著〕-小埜裕二〔編〕 日外アソシエーツ 2014
小川未明新収童話集 3 昭和3-10年 小川未明〔著〕-小埜裕二〔編〕 日外アソシエーツ 2014
小川未明新収童話集 4 昭和11-13年 小川未明〔著〕-小埜裕二〔編〕 日外アソシエーツ 2014
小川未明新収童話集 5 昭和14-16年 小川未明〔著〕-小埜裕二〔編〕 日外アソシエーツ 2014
小川未明新収童話集 6 昭和17-32年 小川未明〔著〕-小埜裕二〔編〕 日外アソシエーツ 2014
江戸近世暦―和暦・西暦・七曜・干支・十二直・納
音・二十八（七）宿・二十四節気・雑節

日外アソシエーツ〔編〕 日外アソシエーツ
2018

日本人物レファレンス事典 政治・外交篇（近現代）
日外アソシエーツ〔編〕 日外アソシエーツ

2014



日本人物レファレンス事典 軍事篇（近現代） 日外アソシエーツ〔編〕 日外アソシエーツ 2015
最新文化賞事典 2011-2018 日外アソシエーツ〔編〕 日外アソシエーツ 2019
日本人物レファレンス事典　医学・医療・福祉篇 日外アソシエーツ〔編〕 日外アソシエーツ 2019
環境史事典―トピックス2007-2018 日外アソシエーツ〔編〕 日外アソシエーツ 2019
書物学　第17巻　編集文献学への誘い 編集部　編 勉誠出版 2019
誰も語らなかった　フェルメールと日本 田中英道　著 勉誠出版 2019
雪の二・二六 鈴木荘一　著 勉誠出版 2019
カピタン最後の江戸参府と阿蘭陀宿 片桐一男　著 勉誠出版 2019
災害記録を未来に活かす（デジタルアーカイブ・
ベーシックス2）

今村文彦　監修／鈴木親彦　責任編集 勉誠出版
2019

戦国期武田氏領の研究 柴辻俊六　著 勉誠出版 2019
史料が語るノモンハン敗戦の真実 阿羅健一　著 勉誠出版 2019
発見！　ユダヤ人埴輪の謎を解く 田中英道　著 勉誠出版 2019
Japanese Linguistics （日本語学） Mark Irwin-Matthew Zisk(著-著) 朝倉書店 2019
Japanese Linguistics （日本語学） Mark Irwin;Matthew Zisk(著;著) 朝倉書店 2019
この国の不寛容の果てに: 相模原事件と私たちの時
代

雨宮　処凛［編著］ 大月書店
2019

企業と社会が見える経営学概論 井上　秀次郎-安達　房子［編］ 大月書店 2019
「経済大国」日本の外交　エネルギー資源外交の形
成　1967-1974年

白鳥潤一郎 千倉書房
2015

近代ユーラシア外交論史集 三宅正樹 千倉書房 2015
松岡外交　日米開戦をめぐる国内要因と国際関係 服部聡 千倉書房 2012
分極化するアメリカとその起源 西川 賢 千倉書房 2015
歴史の歴史 樺山紘一 千倉書房 2014
人口・資源・領土　近代日本の外交思想と国際政治
学

春名展生 千倉書房
2015

現代語訳 小右記　三条天皇の信任 倉本　一宏　編 吉川弘文館 2018
中世の荘園経営と惣村 似鳥　雄一　著 吉川弘文館 2018
埋葬からみた古墳時代　女性・親族・王権 清家　章　著 吉川弘文館 2018



陸軍中野学校と沖縄戦　知られざる少年兵「護郷
隊」

川満　彰　著 吉川弘文館
2018

観音・地蔵・不動 速水　侑　著 吉川弘文館 2018
モノと技術の古代史 木器編 宇野　隆夫　編 吉川弘文館 2018
書籍文化史料論 鈴木俊幸　著 勉誠出版 2019
書籍流通史料論　序説 鈴木俊幸　著 勉誠出版 2012
近世・近代初期　書籍研究文献目録 鈴木俊幸　著 勉誠出版 2014
出版文化のなかの浮世絵 鈴木俊幸　著 勉誠出版 2017
張恨水の時空間―中国近現代大衆小説研究 阪本ちづみ　著 勉誠出版 2019
図書館の日本史（ライブラリーぶっくす） 新藤透　著 勉誠出版 2019
源氏物語と平安朝漢文学 長瀬由美　著 勉誠出版 2019
日本の文化財―守り、伝えていくための理念と実践

池田寿　著 勉誠出版
2019

新装版　巴里に死す 芹沢光治良　著 勉誠出版 2019
誤りと偽りの考古学・纒向―これは、第二の旧石器
捏造事件だ！（勉誠選書）

安本美典　著 勉誠出版
2019

グローバリズムを越えて自立する日本 加瀬英明・馬渕睦夫　著 勉誠出版 2019
昭和の宰相　近衛文麿の悲劇―外務省興亜派の戦争
責任

鈴木荘一　著 勉誠出版
2019

不平等ではなかった　幕末の安政条約―関税障壁
20％を認めたアメリカ・ハリスの善意

鈴木荘一・関良基・村上文樹　共著 勉誠出版
2019

紙の日本史―古典と絵巻物が伝える文化遺産 池田寿　著 勉誠出版 2017
日本の神話・伝説を歩く 吉元昭治　著 勉誠出版 2014
いのちの初夜（人間愛叢書） 北條民雄　著 勉誠出版 2018
無法松の一生（人間愛叢書） 岩下俊作　著 勉誠出版 2018
長崎の鐘　付「マニラの悲劇」（人間愛叢書） 永井隆　著 勉誠出版 2018
合戦騒動事典 歴史と文学の会　編 勉誠出版 2005
司馬遼太郎事典 志村有弘　編 勉誠出版 2007
西郷隆盛事典 志村有弘　編 勉誠出版 2018
藤沢周平事典 志村有弘　編 勉誠出版 2007



北海道文学事典 志村有弘　編 勉誠出版 2013
真田幸村歴史伝説文学事典 志村有弘　編 勉誠出版 2015
平清盛小事典―平家物語の真実 歴史と文学の会　編 勉誠出版 2011
古事記小事典―古代の真相を探る 歴史と文学の会　編 勉誠出版 2012
坂本龍馬事典 志村有弘　編 勉誠出版 2009
くいもの―食の語源と博物誌 小林祥次郎　著 勉誠出版 2011
人名ではない人名録―語源探索 小林祥次郎　著 勉誠出版 2014
仏教からはみだした日常語―語源探索 小林祥次郎　著 勉誠出版 2015
遊びの語源と博物誌 小林祥次郎　著 勉誠出版 2015
日本語のなかの中国故事―知っておきたい二百四十
章

小林祥次郎　著 勉誠出版
2017

日本のことば遊び　新装増補版 小林祥次郎　著 勉誠出版 2008
陸軍の横暴と闘った　西園寺公望の失意 鈴木荘一　著 勉誠出版 2019
仏教文学の原典（仏教文学講座１） 伊藤博之・今西元昭・山田昭全　編 勉誠出版 1994
仏教思想と日本文学（仏教文学講座２） 伊藤博之・今西元昭・山田昭全　編 勉誠出版 1995
法語・詩偈（仏教文学講座３） 伊藤博之・今西元昭・山田昭全　編 勉誠出版 1994
仏教思想と物語・日記・随筆（仏教文学講座５） 伊藤博之・今西元昭・山田昭全　編 勉誠出版 1996
僧伝・寺社縁起・絵巻・絵伝（仏教文学講座６） 伊藤博之・今西元昭・山田昭全　編 勉誠出版 1995
歌謡・芸能・劇文学（仏教文学講座７） 伊藤博之・今西元昭・山田昭全　編 勉誠出版 1995
唱導の文学（仏教文学講座８） 伊藤博之・今西元昭・山田昭全　編 勉誠出版 1995
研究史と研究文献目録（仏教文学講座９） 伊藤博之・今西元昭・山田昭全　編 勉誠出版 1994
〈平安文学〉というイデオロギー（叢書　想像する
平安文学１）

河添房江・神田龍身・小嶋菜温子・小林正 　勉誠出版
1999

〈平安文化〉のエクリチュール（叢書　想像する平
安文学２）

河添房江・神田龍身・小嶋菜温子・小林正明 　勉誠出版
2001

言説の制度（叢書　想像する平安文学３） 河添房江・神田龍身・小嶋菜温子・小林正明 　勉誠出版 2001
交渉することば（叢書　想像する平安文学４） 河添房江・神田龍身・小嶋菜温子・小林正明 　勉誠出版 1999
夢そして欲望（叢書　想像する平安文学５） 河添房江・神田龍身・小嶋菜温子・小林正明 　勉誠出版 2001
家と血のイリュージョン（叢書　想像する平安文学
６）

河添房江・神田龍身・小嶋菜温子・小林正明 　勉誠出版
2001



系図をよむ／地図をよむ―物語時空論（叢書　想像
する平安文学７）

河添房江・神田龍身・小嶋菜温子・小林正 　勉誠出版
2001

音声と書くこと（叢書　想像する平安文学８） 河添房江・神田龍身・小嶋菜温子・小林正 　勉誠出版 2001
日本演劇史の視点（講座　日本の演劇１） 諏訪春雄・菅井幸雄　編 勉誠出版 1992
古代の演劇（講座　日本の演劇２） 諏訪春雄・菅井幸雄　編 勉誠出版 1998
中世の演劇（講座　日本の演劇３） 諏訪春雄・菅井幸雄　編 勉誠出版 1998
近世の演劇（講座　日本の演劇４） 諏訪春雄・菅井幸雄　編 勉誠出版 1995
近代の演劇Ⅰ（講座　日本の演劇５） 諏訪春雄・菅井幸雄　編 勉誠出版 1997
近代の演劇Ⅱ（講座　日本の演劇６） 諏訪春雄・菅井幸雄　編 勉誠出版 1996
現代の演劇Ⅰ（講座　日本の演劇７） 諏訪春雄・菅井幸雄　編 勉誠出版 1997
現代の演劇Ⅱ（講座　日本の演劇８） 諏訪春雄・菅井幸雄　編 勉誠出版 1997
文学空間としての平安京（論集平安文学１） 後藤祥子・鈴木日出男・田中隆昭・中野幸一 　勉誠出版 1994
東アジアの中の平安文学（論集平安文学２） 後藤祥子・鈴木日出男・田中隆昭・中野幸一 　勉誠出版 1995
平安文学の視角―女性（論集平安文学３） 後藤祥子・鈴木日出男・田中隆昭・中野幸一 　勉誠出版 1995
源氏物語試論集（論集平安文学４） 後藤祥子・鈴木日出男・田中隆昭・中野幸一 　勉誠出版 1997
平安文学の想像力（論集平安文学５） 後藤祥子・鈴木日出男・田中隆昭・中野幸一 　勉誠出版 2000
平安文学と絵画（論集平安文学６） 後藤祥子　編 勉誠出版 2001
野間宏　人と文学（日本の作家100人） 黒古一夫　著 勉誠出版 2004
中野重治　人と文学（日本の作家100人） 竹内栄美子　著 勉誠出版 2004
堀辰雄　人と文学（日本の作家100人） 竹内清己　著 勉誠出版 2004
芹沢光治良　人と文学（日本の作家100人） 野乃宮紀子　著 勉誠出版 2005
兼好　人と文学（日本の作家100人） 下西善三郎　著 勉誠出版 2005
三浦綾子　人と文学（日本の作家100人） 岡野裕行　著 勉誠出版 2005
三島由紀夫　人と文学（日本の作家100人） 佐藤秀明　著 勉誠出版 2006
和泉式部　人と文学（日本の作家100人） 武田早苗　著 勉誠出版 2006
野上彌生子　人と文学（日本の作家100人） 渡邊澄子　著 勉誠出版 2007
小野小町　人と文学（日本の作家100人） 伊東玉美　著 勉誠出版 2007
高浜虚子　人と文学（日本の作家100人） 中田雅敏　著 勉誠出版 2007
幸田文　人と文学（日本の作家100人） 岸睦子　著 勉誠出版 2007
菊池寛　人と文学（日本の作家100人） 小林和子　著 勉誠出版 2007



田山花袋　人と文学（日本の作家100人） 五井信　著 勉誠出版 2008
林京子　人と文学（日本の作家100人） 渡邊澄子　スリアーノ・マヌエラ　著 勉誠出版 2009
辻邦生　人と文学（日本の作家100人） 三木サニア　著 勉誠出版 2009
円地文子　人と文学（日本の作家100人） 野口裕子　著 勉誠出版 2010
村上春樹　人と文学（日本の作家100人） 平野芳信　著 勉誠出版 2011
野口雨情　人と文学（日本の作家100人） 金子未佳　著 勉誠出版 2013
正訳　源氏物語　本文対照　第一冊―桐壺／帚木／
空蝉／夕顔／若紫

中野幸一　訳 勉誠出版
2015

正訳　源氏物語　本文対照　第二冊―末摘花／紅葉
賀／花宴／葵／賢木／花散里

中野幸一　訳 勉誠出版
2016

正訳　源氏物語　本文対照　第三冊―須磨／明石／
澪標／蓬生／関屋／絵合／松風

中野幸一　訳 勉誠出版
2016

正訳　源氏物語　本文対照　第四冊―薄雲／朝顔／
少女／玉鬘／初音／胡蝶

中野幸一　訳 勉誠出版
2016

正訳　源氏物語　本文対照　第五冊―蛍／常夏／篝
火／野分／行幸／藤袴／真木柱／梅枝／藤裏葉

中野幸一　訳 勉誠出版
2016

正訳　源氏物語　本文対照　第六冊―若菜上／若菜
下

中野幸一　訳 勉誠出版
2016

正訳　源氏物語　本文対照　第七冊―柏木／横笛／
鈴虫／夕霧／御法／幻

中野幸一　訳 勉誠出版
2017

正訳　源氏物語　本文対照　第八冊―匂宮／紅梅／
竹河／橋姫／椎本／総角

中野幸一　訳 勉誠出版
2017

正訳　源氏物語　本文対照　第九冊―早蕨／宿木／
東屋

中野幸一　訳 勉誠出版
2017

正訳　源氏物語　本文対照　第十冊―浮舟／蜻蛉／
手習／夢浮橋

中野幸一　訳 勉誠出版
2017

中国の孝子伝―若い人々に孝を考えてもらうために
（人間愛叢書）

松田稔　著 勉誠出版
2010

苅萱　石童丸物語（人間愛叢書） 三野恵　著／笹川臨風　原作 勉誠出版 2010
孝女白菊（人間愛叢書） 志村有弘　編著 勉誠出版 2010



ありがとう宣言（人間愛叢書） 石川洋　著 勉誠出版 2010
愛と信義の人（人間愛叢書） 志村有弘　著 勉誠出版 2009
こんなに優しい日本人（人間愛叢書） 志村有弘　著 勉誠出版 2009
邪馬台国は福岡県朝倉市にあった!!―「畿内説」に
おける「失敗の本質」（勉誠選書）

安本美典　著 勉誠出版
2019

量子コンピュータが変える未来 寺部雅能-大関真之 オーム社 2019
Rustプログラミング入門 酒井和哉 オーム社 2019
よりよくわかるプロジェクトマネジメント 日本プロジェクトマネジメント協会 オーム社 2019
Pythonによるデータマイニングと機械学習 藤野巖 オーム社 2019
ケースに学ぶ マーケティング 青木 幸弘 有斐閣 2015
ケースブック刑事訴訟法〔第5版〕 井上 正仁-酒巻 匡-大澤 裕-川出 敏裕-堀江   有斐閣 2018
ケースブック労働法〔第4版〕 荒木 尚志-奥田 香子-島田 陽一-土田 道夫-     有斐閣 2015
テキストブック開発経済学〔第3版〕 ジェトロ・アジア経済研究所-黒岩 郁雄-高   有斐閣 2015
入門・マーケティング戦略 池尾 恭一 有斐閣 2016
マクロ経済学 平口 良司-稲葉 大 有斐閣 2015
ミクロ経済学・入門〔新版〕 柳川 隆-町野 和夫-吉野 一郎 有斐閣 2015
医事法入門〔第5版〕 手嶋 豊 有斐閣 2018
会社法 中東 正文-白井 正和-北川 徹-福島 洋尚 有斐閣 2015
会社法入門〔第13版〕 前田 庸 有斐閣 2018
企業会計入門〔補訂版〕 斎藤 静樹 有斐閣 2016
契約法 中田 裕康 有斐閣 2017
経験から学ぶ経営学入門〔第2版〕 上林 憲雄-奥林 康司-團 泰雄-開本 浩矢-森   有斐閣 2018
現代の裁判〔第7版〕 市川 正人-酒巻 匡-山本 和彦 有斐閣 2017
講義刑法学・総論〔第2版〕 井田 良 有斐閣 2018
新しい時代の教育課程〔第4版〕 田中 耕治-水原 克敏-三石 初雄-西岡 加名恵有斐閣 2018
新しい時代の教職入門〔改訂版〕 秋田 喜代美-佐藤 学 有斐閣 2015
新基本民法1　総則編 大村 敦志 有斐閣 2017
日本の地方財政 神野 直彦-小西 砂千夫 有斐閣 2014
入門知的財産法 平嶋 竜太-宮脇 正晴-蘆立 順美 有斐閣 2016
法の世界へ〔第7版〕 池田 真朗-犬伏 由子-野川 忍-大塚 英明-長  有斐閣 2017



民法概論１　民法総則 山野目 章夫 有斐閣 2017
民法入門・総則〔第5版〕　　エッセンシャル民法1

永田 眞三郎-松本 恒雄-松岡 久和-横山 美夏有斐閣
2018

ポイントレクチャー保険法〔第2版〕 甘利 公人-福田 弥夫-遠山 聡 有斐閣 2017
刑事訴訟法〔第2版〕 宇藤 崇-松田 岳士-堀江 慎司 有斐閣 2018
刑法各論〔第4版〕 中森 喜彦 有斐閣 2015
アメリカ政治史 久保 文明 有斐閣 2018
ゲーム理論・入門〔新版〕 岡田 章 有斐閣 2014
ゲーム理論ワークブック 岡田 章 監修/著-加茂 知幸-三上 和彦-宮川 有斐閣 2015
現代刑法入門〔第3版補訂〕 浅田 和茂-内田 博文-上田 寛-松宮 孝明 有斐閣 2014
国際取引法〔第4版〕 佐野 寛 有斐閣 2014
社会福祉をつかむ〔改訂版〕 稲沢 公一-岩崎 晋也 有斐閣 2014
ストーリーで学ぶ開発経済学 黒崎 卓-栗田 匡相 有斐閣 2016
セオリー＆プラクティス　経済政策 柳川 隆-永合 位行-藤岡 秀英 有斐閣 2017
データ分析をマスターする12のレッスン 畑農 鋭矢-水落 正明 有斐閣 2017
テキストブック現代財政学 植田 和弘-諸富 徹 有斐閣 2016
都市・地域経済学への招待状 佐藤 泰裕 有斐閣 2014
はじめてのジェンダー論 加藤 秀一 有斐閣 2017
はじめての行政学 伊藤 正次-出雲 明子-手塚 洋輔 有斐閣 2016
はじめての特別支援教育〔改訂版〕 柘植 雅義-渡部 匡隆-二宮 信一-納富 恵子 有斐閣 2014
はじめて学ぶ国際金融論 永易 淳-江阪 太郎-吉田 裕司 有斐閣 2015
はじめて出会う会計学〔新版〕 川本 淳-野口 昌良-勝尾 裕子-山田 純平-荒  有斐閣 2015
プラットフォーム企業のグローバル戦略 立本 博文 有斐閣 2017
ブランド戦略全書 田中 洋 有斐閣 2014
マーケティングをつかむ〔新版〕 黒岩 健一郎-水越 康介 有斐閣 2018
マーケティング戦略〔第5版〕 和田 充夫-恩藏 直人-三浦 俊彦 有斐閣 2016
やさしい教育原理〔第3版〕 田嶋 一-中野 新之祐-福田 須美子-狩野 浩二有斐閣 2016
よくわかる入管法〔第4版〕 山田 鐐一-黒木 忠正-髙宅 茂 有斐閣 2017
ライフステージと法〔第7版〕 副田 隆重-浜村 彰-棚村 政行-武田 万里子 有斐閣 2017
英語で学ぶ社会心理学 大坪 庸介-SMITH Adam 有斐閣 2017



家族法〔第3版〕 窪田 充見 有斐閣 2017
会社法〔第3版〕 伊藤 靖史-大杉 謙一-田中 亘-松井 秀征 有斐閣 2015
会社法のみちしるべ 大塚 英明 有斐閣 2016
解説　民法（債権法）改正のポイント 大村 敦志-道垣内 弘人 有斐閣 2017
基礎から学ぶ認知心理学 服部 雅史-小島 治幸-北神 慎司 有斐閣 2015
基本的人権の事件簿〔第5版〕 棟居 快行-松井 茂記-赤坂 正浩-笹田 栄司-   有斐閣 2015
金融 内田 浩史 有斐閣 2016
空き家対策の実務 北村 喜宣-米山 秀隆-岡田 博史 有斐閣 2016
刑法総論判例50！ 十河 太朗-豊田 兼彦-松尾 誠紀-森永 真綱 有斐閣 2016
契約書作成の実務と書式 阿部・井窪・片山法律事務所 有斐閣 2014
経営戦略〔第3版〕 大滝 精一-金井 一賴-山田 英夫-岩田 智 有斐閣 2016
経験から学ぶ人的資源管理〔新版〕 上林 憲雄-厨子 直之-森田 雅也 有斐閣 2018
経済法〔第8版〕 岸井 大太郎-大槻 文俊-和田 健夫-川島 富士   有斐閣 2016
憲法判例集〔第11版〕 野中 俊彦-江橋 崇-渋谷 秀樹 有斐閣 2016
現代ヨーロッパ経済〔第5版〕 田中 素香-長部 重康-久保 広正-岩田 健治 有斐閣 2018
現代広告論〔第3版〕 岸 志津江-田中 洋-嶋村 和恵 有斐閣 2017
現代社会論 本田 由紀 有斐閣 2015
公共政策学の基礎〔新版〕 秋吉 貴雄-伊藤 修一郎-北山 俊哉 有斐閣 2015
行政法 野呂 充-野口 貴公美-飯島 淳子-湊 二郎 有斐閣 2017
行政法〔第3版〕 稲葉 馨-人見 剛-村上 裕章-前田 雅子 有斐閣 2015
行政法Ⅱ　現代行政救済論〔第3版〕 大橋 洋一 有斐閣 2018
行動分析学 坂上 貴之-井上 雅彦 有斐閣 2018
国際化時代の地域経済学〔第4版〕 岡田 知弘-川瀬 光義-鈴木 誠-富樫 幸一 有斐閣 2016
国際関係学講義〔第5版〕 原 彬久 有斐閣 2016
国際経営〔第4版〕 吉原 英樹 有斐閣 2015
国際政治学をつかむ〔新版〕 村田 晃嗣-君塚 直隆-石川 卓-栗栖 薫子-秋  有斐閣 2015
子どものこころ〔新版〕 櫻井 茂男-濱口 佳和-向井 隆代 有斐閣 2014
社会学の歴史Ⅰ 奥村 隆 有斐閣 2014
心理学研究法〔補訂版〕 高野 陽太郎-岡 隆 有斐閣 2017
新しい人事労務管理〔第5版〕 佐藤 博樹-藤村 博之-八代 充史 有斐閣 2015



新基本民法5　契約編 大村 敦志 有斐閣 2016
新基本民法6　不法行為編 大村 敦志 有斐閣 2015
大学生のためのキャリアデザイン入門 岩上 真珠･大槻 奈巳 有斐閣 2014
倒産処理法入門〔第5版〕 山本 和彦 有斐閣 2018
日本商業史 廣田 誠-山田 雄久-木山 実-長廣 利崇-藤岡 有斐閣 2017
判例憲法〔第3版〕 大石 眞-大沢 秀介 有斐閣 2016
不法行為法〔第2版〕 窪田 充見 有斐閣 2018
法解釈入門〔補訂版〕 山下 純司-島田 聡一郎-宍戸 常寿 有斐閣 2018
法学入門 早川 吉尚 有斐閣 2016
法学入門〔新版〕 田中 成明 有斐閣 2016
民事法入門〔第7版〕 野村 豊弘 有斐閣 2017
問いからはじめる家族社会学 岩間 暁子-大和 礼子-田間 泰子 有斐閣 2015
問いからはじめる教育学 勝野 正章-庄井 良信 有斐閣 2015
労働契約法〔第2版〕 土田 道夫 有斐閣 2016
労働法〔第5版〕 浅倉 むつ子-島田 陽一-盛 誠吾 有斐閣 2015
民法講義Ⅰ　総則〔第3版〕 山本 敬三 有斐閣 2011
オリエンテーション民法 松久 三四彦-遠山 純弘-林 誠司 有斐閣 2018
租税法概説〔第3版〕 中里 実-弘中 聡浩-渕 圭吾-伊藤 剛志-吉村 有斐閣 2018
はじめての行政法〔第4版〕 石川 敏行-藤原 静雄-大貫 裕之-大久保 規子  有斐閣 2018
マクロ経済学〔新版〕 齊藤 誠-岩本 康志-太田 聰一-柴田 章久 有斐閣 2016
刑事訴訟法〔第5版〕 長沼 範良-田中 開-寺崎 嘉博 有斐閣 2017
刑法〔第3版〕 山口 厚 有斐閣 2015
行政法Visual Materials 高橋 滋-野口 貴公美-磯部 哲-薄井 一成-大        有斐閣 2014
事例演習刑事訴訟法〔第2版〕 古江 賴隆 有斐閣 2015
民事訴訟法〔第2版〕 安西 明子-安達 栄司-村上 正子-畑 宏樹 有斐閣 2018
民事訴訟法〔第3版〕 三木 浩一-笠井 正俊-垣内 秀介-菱田 雄郷 有斐閣 2018
民法Ⅱ　物権〔第2版〕 石田 剛-武川 幸嗣-占部 洋之-田髙 寛貴-秋  有斐閣 2017
映画原作事典 2007-2018 日本映画・外国映画・ア
ニメ

スティングレイ-日外アソシエーツ〔共編〕日外アソシエーツ
2019



前置詞byの意味を知っているとは何を知っているこ
となのか

平沢慎也 くろしお出版
2019

The Great Japanese 30の物語　初中級 石川智/米本和弘 くろしお出版 2019
日本語教師のためのアクティブ・ラーニング 横溝紳一郎/山田智久 くろしお出版 2019
日本語教育はどこへ向かうのか 牲川波都季 編著　有田佳代子/庵功雄/寺沢  くろしお出版 2019
スペイン語のムードとモダリティ 福嶌教隆 くろしお出版 2019
映画で学ぶ英語の世界 酒井志延/小林めぐみ/鳥山淳子/土屋佳雅里くろしお出版 2019
引用形式を含む文の諸相 岩男考哲 くろしお出版 2019
コミュニケーションとは何か 佐藤慎司 編 くろしお出版 2019
大学で教える英文法 畠山雄二 編 くろしお出版 2011
日英共通メタファー辞典 牧野成一/岡まゆみ くろしお出版 2017
日本語で外国人と話す技術 高嶋幸太 くろしお出版 2018
授業づくりの考え方 渡辺貴裕 くろしお出版 2019
社会志向の言語学 南雅彦 くろしお出版 2017
教師と学習者のための日本語文型辞典 グループ・ジャマシイ 編 くろしお出版 1998
UXデザインのための発想法 【著】 松原 幸行 近代科学社 2019
ネットワーク科学の道具箱2｜Pythonと複雑ネット
ワーク分析 関係性データからのアプローチ

【編】 林 幸雄-【著】 林 幸雄-【著】 谷澤     近代科学社
2019

唐代通行『尚書』の研究―写本から刊本へ 山口謠司　著 勉誠出版 2019
律令国家の祭祀と災異 小林　宣彦　著 吉川弘文館 2019
古代国造制と地域社会の研究 篠川　賢　著 吉川弘文館 2019
院政期武士社会と鎌倉幕府 川合　康　著 吉川弘文館 2019
日本古代の地域社会と行政機構 山口　英男　著 吉川弘文館 2019
平安時代辞書論考 辞書と材料 大槻　信　著 吉川弘文館 2019
事典 古代の祭祀と年中行事 岡田　荘司　編 吉川弘文館 2019
近代東京の地政学 青山・渋谷・表参道の開発と軍用
地

武田　尚子　著 吉川弘文館
2019

中世の東海道をゆく 京から鎌倉へ、旅路の風景 榎原　雅治　著 吉川弘文館 2019
陸軍参謀 川上操六 日清戦争の作戦指導者 大澤　博明　著 吉川弘文館 2019
洪庵のくすり箱 米田該典 大阪大学出版会 2001



大阪とくすり 米田該典 大阪大学出版会 2002
計算機マテリアルデザイン入門 笠井秀明-赤井久純-吉田　博【編】 大阪大学出版会 2005
船　この巨大で力強い輸送システム 野澤和男 大阪大学出版会 2006
ガイドブック　国際関係論 竹内俊隆【編】 大阪大学出版会 2008
渡米移民の教育 横田睦子 大阪大学出版会 2003
復刻版 大阪帝国大学創立史 西尾幾治 大阪大学出版会 2004
多国籍企業の法的規制と責任 田中美穂 大阪大学出版会 2005
古代中国の犬文化 桂　小蘭 大阪大学出版会 2005
適塾の謎 芝　哲夫 大阪大学出版会 2007
失われた風景を求めて 鳴海邦碩-小浦久子 大阪大学出版会 2008
固体高分子形燃料電池要素材料・水素貯蔵材料の知
的設計

笠井秀明-津田宗幸 大阪大学出版会
2008

近代日本の地図作製とアジア太平洋地域 小林　茂【編】 大阪大学出版会 2009
若年非正規雇用の社会学 太郎丸　博 大阪大学出版会 2009
アメリカ国際私法・国際取引法判例研究 松岡　博 大阪大学出版会 2011
古代語の謎を解く 蜂矢真郷 大阪大学出版会 2010
地球人として誇れる日本をめざして 松田　武 大阪大学出版会 2010
ベルリン、歴史の旅 平田達治 大阪大学出版会 2010
セルフメディケーションのためのくすりの話 那須正夫 大阪大学出版会 2011
下痢、ストレスは腸にくる 石蔵文信 大阪大学出版会 2011
格差をこえる学校づくり 志水宏吉【編】 大阪大学出版会 2011
実況・料理生物学 小倉明彦 大阪大学出版会 2011
夫源病 石蔵文信 大阪大学出版会 2011
ひとり親家庭を支援するために 神原文子-NPO法人 しんぐるまざあず・ふぉ大阪大学出版会 2012
知財インテリジェンス 玉井誠一郎 大阪大学出版会 2012
古墳時代の埋葬原理と親族構造 清家　章 大阪大学出版会 2010
ビスフォスフォネートの有用性と顎骨壊死 ビスフォスフォネート関連顎骨壊死検討委員大阪大学出版会 2010
ベルギーの言語政策 方言と公用語 石部尚登 大阪大学出版会 2011
アラビア語パレスチナ方言入門 依田純和【著】-大阪大学世界言語研究セン  大阪大学出版会 2011
東アジアのナショナリズムと近代 米原　謙-金　鳳珍-區　建英 大阪大学出版会 2011



相対論的多体系としての原子核 土岐博-保坂淳 大阪大学出版会 2011
近世江戸商業史の研究 賀川隆行 大阪大学出版会 2012
新しい公共と市民社会の定量分析 柗永佳甫 大阪大学出版会 2012
中国先史集落の考古地理学研究 王 妙發 大阪大学出版会 2012
レーザーとプラズマと粒子ビーム 小方厚-菅晃一-楊金峰 大阪大学出版会 2012
エクセルギーデザイン学の理解と応用 久角喜徳-中西重康-毛笠明志【監修】-「エ大阪大学出版会 2012
鉛フリーはんだ付け入門 菅沼克昭 大阪大学出版会 2013
光ってなに？ 北川米喜 大阪大学出版会 2013
市民のための世界史 大阪大学歴史教育研究会 【編】 大阪大学出版会 2014
コミック　証明の探究 高校編！ 日比孝之 【原作】-門田英子 【漫画】 大阪大学出版会 2014
理系の言葉 土岐博-兼松泰男 大阪大学出版会 2015
Social Mentality in Contemporary Japan: 
Quantitative Social Consciousness Studies

Toru Kikkawa　（吉川徹） 大阪大学出版会
2016

Why Is Public Expenditure on Education in 
Japan Low? Re-examining the Public Function of 
Education

Wataru Nakazawa （中澤渉） 大阪大学出版会
2016

Nonaka Kofun and the Age of the Five Kings of 
Wa: The Government and Military of 5th-
Century Japan

Teruhiko Takahashi（高橋照彦）-Tatsuo    大阪大学出版会
2016

Lectures on Japanese Law Luis Pedriza 大阪大学出版会 2017
母語をなくさない日本語教育は可能か 真嶋 潤子 大阪大学出版会 2019
分断社会と若者の今 吉川 徹，狭間 諒多朗 大阪大学出版会 2019
アジア・オセアニア・極　Ｉ 世界地名大事典 秋山　元秀【編】◆小野　有五【編】◆熊谷　 　 　朝倉書店 2017
アジア・オセアニア・極　ＩＩ 世界地名大事典 秋山　元秀【編】◆小野　有五【編】◆熊谷　 　 　朝倉書店 2017
中東・アフリカ 世界地名大事典 加藤　博【編】◆島田　周平【編】 朝倉書店 2012
ヨーロッパ・ロシア　Ｉ 世界地名大事典 竹内　啓一【編】◆手塚　章【編】◆中村　 　朝倉書店 2016
ヨーロッパ・ロシア　ＩＩ 世界地名大事典 竹内　啓一【編】◆手塚　章【編】◆中村　 　朝倉書店 2016
ヨーロッパ・ロシア　ＩＩＩ 世界地名大事典 竹内　啓一【編】◆手塚　章【編】◆中村　 　朝倉書店 2016
北アメリカ　Ｉ 世界地名大事典 菅野　峰明【編】◆久武　哲也【編】◆正井　朝倉書店 2013
北アメリカ　ＩＩ 世界地名大事典 菅野　峰明【編】◆久武　哲也【編】◆正井　朝倉書店 2013



中南アメリカ 世界地名大事典 山田　睦男【編】◆中川　文雄【編】◆松本　朝倉書店 2014
YORi－SOU がんナーシング2018年増刊　がん化学
療法のレジメン44　やさしくまなべるBOOK

岡元 るみ子 監修 メディカ出版
2018

ニュートリションケア2018年冬季増刊　がん患者の
栄養療法と食事サポート

鷲澤 尚宏 編集 メディカ出版
2018

循環器に配属ですか？！ 猪子 森明 編著 メディカ出版 2018
整形外科に配属ですか？！ 独立行政法人 地域医療機能推進機構 大阪病  メディカ出版 2018
CDCガイドラインの使い方 感染対策 矢野 邦夫 著 メディカ出版 2019
脳神経外科に配属ですか？！ 井上 亨 監修 メディカ出版 2019
手術室に配属ですか？！ 廣瀬 宗孝 監修 メディカ出版 2019
ナーシングビジネス2019年春季増刊　入退院支援
パーフェクトガイド

宇都宮 宏子 編著 メディカ出版
2019

訪問看護・介護事業所必携！　暴力・ハラスメント
の予防と対応

三木 明子 監修・著/一般社団法人 全国訪問  メディカ出版
2019

with NEO別冊 るるNEO　新生児ケアのきほん 豊島 万希子 編集/中野 幸子 編集/古都 美智  メディカ出版 2019
ニュートリションケア2019年春季増刊　栄養ケア・
マネジメントQ&A40＋栄養強化おやつレシピ27 田村 佳奈美 編著 メディカ出版

2019

産業保健と看護2019年春季増刊　イラストでまるわ
かり！健康診断・保健指導パーフェクトBOOK

畑中 純子 監修 メディカ出版
2019

月齢別　発達が気になる子どもの早期療育・育児支
援ガイドブック

岩井 正憲 編集/熊本POSC療育支援チーム メディカ出版
2019

リハビリナース2019年秋季増刊　リハビリ患者さん
の“食べたい！”を全力で支えるケア

小口 和代 監修 メディカ出版
2019

はじめての消化器内視鏡看護 平松 直樹 監修/三田 英治 監修/山田 拓哉 編メディカ出版 2019
改訂2版　はじめての透析看護 小澤 潔 監修/萩原 千鶴子 編集 メディカ出版 2019
ICUに配属ですか？！ 市場 晋吾 監修 メディカ出版 2019
限定合理性への謬見 米川　清 税務経理協会 2019
租税基本判例精選１００ 林　仲宣 税務経理協会 2019



CIA(公認内部監査人)合格へのパスポート〔第２版〕
三輪　豊明 税務経理協会

2019

「働くこと」を社会学する 産業・労働社会学 小川 慎一-山田 信行-金野 美奈子-山下 充 有斐閣 2015
「同一労働同一賃金」のすべて 水町 勇一郎 有斐閣 2018
ここから始める政治理論 田村 哲樹-松元 雅和-乙部 延剛-山崎 望 有斐閣 2017
ジェネラル・パーパス・テクノロジーのイノベー
ション

清水 洋 有斐閣
2016

都市社会学・入門 松本 康 有斐閣 2014
はじめての国際経営 中川 功一-林 正-多田 和美-大木 清弘 有斐閣 2015
はじめての流通 崔 容熏-原 頼利-東 伸一 有斐閣 2014
ブランド戦略論 田中 洋 有斐閣 2017
会社法事例演習教材〔第3版〕 前田 雅弘-洲崎 博史-北村 雅史 有斐閣 2016
基本統計学〔第4版〕 宮川 公男 有斐閣 2015
教育心理学〔第3版〕 子安 増生-田中 俊也-南風原 朝和-伊東 裕司有斐閣 2015
刑法事例演習教材〔第2版〕 井田 良-佐伯 仁志-橋爪 隆-安田 拓人 有斐閣 2014
計量経済学の第一歩 田中 隆一 有斐閣 2015
憲法Ⅰ　総論・統治 〔第2版〕 毛利 透-小泉 良幸-淺野 博宣-松本 哲治 有斐閣 2017
憲法Ⅱ　人権〔第2版〕 毛利 透-小泉 良幸-淺野 博宣-松本 哲治 有斐閣 2017
憲法判例〔第8版〕 戸松 秀典-初宿 正典 有斐閣 2018
交通経済学入門〔新版〕 竹内 健蔵 有斐閣 2018
行政法Ⅰ〔第6版〕 塩野 宏 有斐閣 2015
行政法概説Ⅰ〔第6版〕 宇賀 克也 有斐閣 2017
行政法概説Ⅱ〔第6版〕 宇賀 克也 有斐閣 2018
国際政治史 小川 浩之-板橋 拓己-青野 利彦 有斐閣 2018
国際法〔第3版〕 中谷 和弘-植木 俊哉-河野 真理子-森田 章夫  有斐閣 2016
事例で考える会社法〔第2版〕 伊藤 靖史-伊藤 雄司-大杉 謙一-齊藤 真紀-   有斐閣 2015
社会学のエッセンス〔新版補訂版〕 友枝 敏雄-竹沢 尚一郎-正村 俊之-坂本 佳鶴有斐閣 2017
社会学入門 筒井 淳也-前田 泰樹 有斐閣 2017
社会福祉法入門〔第3版〕 河野 正輝-阿部 和光-増田 雅暢-倉田 聡 有斐閣 2015
商法判例集〔第7版〕 山下 友信-神田 秀樹 有斐閣 2017



少年法入門〔第6版〕 澤登 俊雄 有斐閣 2015
障害者福祉の世界〔第5版〕 佐藤 久夫-小澤 温 有斐閣 2016
新・流通と商業〔第6版〕 鈴木 安昭-東 伸一-懸田 豊-三村 優美子 有斐閣 2016
新しい教育評価入門 西岡 加名恵-石井 英真-田中 耕治 有斐閣 2015
新しい時代の生活指導 山本 敏郎-藤井 啓之-高橋 英児-福田 敦志 有斐閣 2014
政治学の第一歩 砂原 庸介-稗田 健志-多湖 淳 有斐閣 2015
租税法判例六法〔第3版〕 中里 実-増井 良啓 有斐閣 2017
組織の経済学入門〔改訂版〕 菊澤 研宗 有斐閣 2016
続・心理統計学の基礎 南風原 朝和 有斐閣 2014
知的財産法〔第8版〕 角田 政芳-辰巳 直彦 有斐閣 2017
知的財産法入門〔第2版〕 茶園 成樹 有斐閣 2017
地方財政を学ぶ 沼尾 波子-池上 岳彦-木村 佳弘-高端 正幸 有斐閣 2017
特許法入門 島並 良-上野 達弘-横山 久芳 有斐閣 2014
独占禁止法〔第3版〕 白石 忠志 有斐閣 2016
日本政治史〔増補版〕 北岡 伸一 有斐閣 2017
判例の読み方 青木 人志 有斐閣 2017
保険学〔補訂版〕 近見 正彦-堀田 一吉-江澤 雅彦 有斐閣 2016
法哲学 瀧川 裕英-宇佐美 誠-大屋 雄裕 有斐閣 2014
民法　総則・物権〔第6版〕 山野目 章夫 有斐閣 2017
民法（全） 潮見 佳男 有斐閣 2017
民法①総則 判例30！ 原田 昌和-秋山 靖浩-山口 敬介 有斐閣 2017
民法Ⅰ 総則〔第4版〕 山田 卓生-河内 宏-安永 正昭-松久 三四彦 有斐閣 2018
民法Ⅱ　物権〔第4版〕 淡路 剛久-鎌田 薫-原田 純孝-生熊 長幸 有斐閣 2017
民法Ⅲ　債権総論〔第4版〕 野村 豊弘-栗田 哲男-池田 真朗-永田 眞三郎  有斐閣 2018
問いからはじめる 発達心理学 坂上 裕子-山口 智子-林 創-中間 玲子 有斐閣 2014
問いからはじめる社会福祉学 圷 洋一-金子 充-室田 信一 有斐閣 2016
労働法〔第7版〕 水町 勇一郎 有斐閣 2018
ゲーム理論で考える政治学 浅古 泰史 有斐閣 2018
刑事法入門〔第8版〕 大谷 實 有斐閣 2017
憲法〔第3版〕 渋谷 秀樹 有斐閣 2017



信託法 道垣内 弘人 有斐閣 2017
憲法基本判例を読み直す〔第2版〕 野坂 泰司 著 有斐閣 2019
個人情報保護法制 宇賀 克也 著 有斐閣 2019
現代大阪経済史 沢井 実 著 有斐閣 2019
戦略硬直化のスパイラル 中川 功一 著 有斐閣 2019
社会心理学〔補訂版〕 池田 謙一 著･唐沢 穣 著･工藤 恵理子 著･村   有斐閣 2019
租税法判例六法〔第4版〕 中里 実 編･増井 良啓 編 有斐閣 2019
トピックからはじめる統治制度〔第2版〕 笹田 栄司 著･原田 一明 著･遠藤 美奈 著･山   有斐閣 2019
基本的人権の事件簿〔第6版〕 棟居 快行 著･赤坂 正浩 著･松井 茂記 著･笹       有斐閣 2019
民法Ⅱ　物権〔第4版補訂〕 淡路 剛久 著･鎌田 薫 著･原田 純孝 著･生熊  有斐閣 2019
企業家活動でたどるサステイナブル経営史 長谷川直哉 編著 文眞堂 2016
ASEAN経済新時代と日本 トラン・ヴァン・トゥ編著 文眞堂 2016
国際航空自由化の制度的展開 塩見英治・小熊　仁著 文眞堂 2016
原子力発電企業と事業経営 小笠原英司・藤沼司編著 文眞堂 2016
2020年に挑む中国 厳善平・湯浅健司・日本経済研究センター 文眞堂 2016
TPPの期待と課題 馬田啓一・浦田秀次郎・木村福成 編著 文眞堂 2016
東日本大震災後の公益をめぐる企業・経営者の責任

現代公益学会 編 文眞堂
2016

躍動・陸のASEAN、南部経済回廊の潜在力 浦田秀次郎・牛山隆一 編著 文眞堂 2017
変わる北東アジアの経済地図 伊集院 敦・日本経済研究センター 編 文眞堂 2017
ASEAN経済共同体の創設と日本 石川幸一・清水一史・助川成也 編著 文眞堂 2016
ファジーフロントエンド活動による技術革新創成 櫻井敬三 著 文眞堂 2017
現代中国のICT多国籍企業 夏目啓二・陸　云江 著 文眞堂 2017
21世紀ICT企業の経営戦略 夏目啓二編著 文眞堂 2017
アイデンティティ経済学と共稼ぎ夫婦の家事労働行
動

安藤 潤 著 文眞堂
2017

中国経済を読み解く 室井秀太郎 著 文眞堂 2017
産業クラスターのダイナミズム 大木裕子 著 文眞堂 2017
グローバル・エコノミーの論点 馬田啓一・小野田欣也・西孝 編著 文眞堂 2017
環境経営とイノベーション 所 伸之 編著 文眞堂 2017



価値共創時代の戦略的パートナーシップ 長谷川直哉 編著 文眞堂 2017
組織コミットメント再考 王　英燕 著 文眞堂 2017
検証・アジア経済 石川幸一・馬田啓一・清水一史編著 文眞堂 2017
〈際〉からの探究 つながりへの途 広島市立大学国際学部〈際〉研究フォーラム 文眞堂 2017
フランスはなぜショックに強いのか 瀬藤澄彦 著 文眞堂 2017
想定外のマネジメント カール・E・ワイク，キャスリーン・M・サ  文眞堂 2017
持続可能な開発目標（SDGs）と開発資金 浜名弘明 著 文眞堂 2017
創造的経験 M. P. フォレット 文眞堂
保育原理 公益財団法人児童育成協会＝監修／天野珠路中央法規出版 2019
教育原理 公益財団法人児童育成協会＝監修／矢藤誠慈中央法規出版 2019
子ども家庭福祉 公益財団法人児童育成協会＝監修／新保幸男 　中央法規出版 2019
社会福祉 公益財団法人児童育成協会＝監修／松原康雄 　 　中央法規出版 2019
子ども家庭支援論 公益財団法人児童育成協会＝監修／松原康雄中央法規出版 2019
社会的養護Ⅰ 公益財団法人児童育成協会＝監修／相澤　仁 　中央法規出版 2019
保育者論 公益財団法人児童育成協会＝監修／矢藤誠慈中央法規出版 2019
保育の心理学 公益財団法人児童育成協会＝監修／杉村伸一中央法規出版 2019
子ども家庭支援の心理学 公益財団法人児童育成協会＝監修／白川佳子中央法規出版 2019
子どもの理解と援助 公益財団法人児童育成協会＝監修／清水益治 　中央法規出版 2019
子どもの保健 公益財団法人児童育成協会＝監修／松田博雄中央法規出版 2019
子どもの食と栄養 公益財団法人児童育成協会＝監修／堤ちはる中央法規出版 2019
教育・保育カリキュラム論 公益財団法人児童育成協会＝監修／千葉武夫中央法規出版 2019
保育内容総論 公益財団法人児童育成協会＝監修／石川昭義中央法規出版 2019
乳児保育Ⅰ・Ⅱ 公益社団法人児童育成協会＝監修／寺田清美中央法規出版 2019
子どもの健康と安全 公益財団法人児童育成協会＝監修／松田博雄中央法規出版 2019
障害児保育 公益財団法人児童育成協会＝監修／西村重稀中央法規出版 2019
社会的養護Ⅱ 公益財団法人児童育成協会＝監修／相澤　仁 　中央法規出版 2019
子育て支援 公益財団法人児童育成協会＝監修／西村重稀中央法規出版 2019
保育実習 公益財団法人児童育成協会＝監修／近喰晴子中央法規出版 2019
古川孝順社会福祉学著作選集　第1巻　社会福祉学の
基本問題

古川孝順＝著 中央法規出版
2019



古川孝順社会福祉学著作選集　第2巻　社会福祉研究
の構築

古川孝順＝著 中央法規出版
2019

古川孝順社会福祉学著作選集　第3巻　社会福祉学序
説

古川孝順＝著 中央法規出版
2019

古川孝順社会福祉学著作選集　第4巻　社会福祉学
古川孝順＝著 中央法規出版

2019

古川孝順社会福祉学著作選集　第5巻　社会福祉原論
古川孝順＝著 中央法規出版

2019

古川孝順社会福祉学著作選集　第6巻　社会福祉改革
の構想

古川孝順＝著 中央法規出版
2019

古川孝順社会福祉学著作選集　第7巻　社会福祉の拡
大と限定

古川孝順＝著 中央法規出版
2019

社会保障入門2019 社会保障入門編集委員会＝編集 中央法規出版 2019
社会福祉の動向2019 社会福祉の動向編集委員会＝編集 中央法規出版 2019
先輩に学ぶ　乳児保育の困りごと解決ＢＯＯＫ　０
歳児クラス編

横山洋子＝監修／波多野名奈＝著 中央法規出版
2019

先輩に学ぶ　乳児保育の困りごと解決ＢＯＯＫ　１
歳児クラス編

横山洋子＝監修／波多野名奈＝著 中央法規出版
2019

先輩に学ぶ　乳児保育の困りごと解決ＢＯＯＫ　２
歳児クラス編

横山洋子＝監修／波多野名奈＝著 中央法規出版
2019

実習場面と添削例から学ぶ！　保育・教育実習日誌
の書き方

小泉裕子＝編著 中央法規出版
2016

２０１９管理栄養士国家試験頻出ワード別一問一答　
―出るトコ徹底分析

管理栄養士国試対策研究会＝編 中央法規出版
2018

保育・教育施設における事故予防の実践　―事故
データベースを活かした環境改善

西田佳史、山中龍宏＝編著 中央法規出版
2019

子どもの育ちが見える「要録」作成のポイント　―
幼稚園、保育所、認定こども園対応

神長美津子、阿部和子、大方美香、山下文一中央法規出版
2018



気になる子の保育「伝わる言葉」「伝わらない言
葉」　―保育者が身につけたい配慮とコミュニケー
ション

守　巧＝著／にしかわたく＝イラスト 中央法規出版
2018

ケアマネ・福祉職のための精神疾患ガイド　―疾
患・症状の理解と支援のポイント

山根俊恵＝編著 中央法規出版
2016

発達障害のある高校生・大学生のための上手な体・
手指の使い方　―苦手な動作・不器用を改善する簡
単トレーニング

笹田　哲＝著 中央法規出版
2018

新・社会福祉とは何か　第３版 大久保秀子＝著 中央法規出版 2018
多職種で支える終末期ケア　―医療・福祉連携の実
践と研究

篠田道子、原沢優子、杉本浩章、上山崎悦代中央法規出版
2018

三訂　福祉系学生のためのレポート＆卒論の書き方
川村匡由＝著 中央法規出版

2018

会話分析でわかる看護師のコミュニケーション技術
川野雅資＝編著 中央法規出版

2018

実務に直結！　ケアプラン作成ガイドブック 松本善則、福富昌城＝編著 中央法規出版 2019
消化・吸収・代謝／排泄（腎・膀胱）／調節機能障
害

今川詢子、長谷川真美＝監修／今川詢子、長中央法規出版
2018

運動／感覚・認知／性・生殖機能障害 今川詢子、長谷川真美＝監修／高島尚美、牧中央法規出版 2019
対人援助の作法　―誰かの力になりたいあなたに必
要なコミュニケーションスキル

竹田伸也＝編著 中央法規出版
2018

ケアマネジメントにおける多職種連携実践事例集 公益社団法人青森県介護支援専門員協会＝監中央法規出版 2018
身近な自然を活かした保育実践とカリキュラム　―
環境・人とつながって育つ子どもたち

松本信吾＝編著／広島大学附属幼稚園＝監修中央法規出版
2018

源氏物語　語彙用例総索引　付属語篇　全５巻/別冊
上田英代・村上征勝・今西祐一郎・樺島忠夫 　勉誠出版

1996

紫式部日記語彙用例総索引―〈付録〉付表・紫式部
集索引　全２巻

今西祐一郎・上田英代・村上征勝　編 勉誠出版
1997

グループ経営戦略論 原　正則 文眞堂 2018
ASEANの新輸出大国ベトナム トラン・ヴァン・トゥ／大木博巳／国際貿易文眞堂 2018



ソーシャル・イノベーションを理論化する 高橋勅徳・木村隆之・石黒督朗 文眞堂 2018
公益法人・NPO法人と地域 現代公益学会 文眞堂 2018
中国 創造大国への道 服部健治・湯浅健司・日本経済研究センタ 文眞堂 2018
統合思考とESG投資 長谷川直哉／宮崎正浩・村井秀樹・環境経営  文眞堂 2018
日本のインフラ輸出の現在（いま）を読み解く 江崎康弘 文眞堂 2018
ポスト冷戦期における日米防衛支出の実証分析 安藤　潤 文眞堂 2018
アジア社会と水 後藤　晃・秋山 憲治 文眞堂 2018
人的資源管理の力 白木三秀 文眞堂 2018
MBAのナレッジ・マネジメント 洞口治夫 文眞堂 2018
戦後日本の人口移動と家族変動 丸山洋平 文眞堂 2018
構造主義経済学の探究 宮川典之 文眞堂 2018
はじめて学ぶ人のための経営学入門［バージョン 
2］

片岡信之・齊藤毅憲・佐々木恒男・高橋由明 　文眞堂
2018

人的資源のグローバル統合 米澤聡士 文眞堂 2018
米国通商政策リスクと対米投資・貿易 大木博巳・滝井光夫・国際貿易投資研究所 文眞堂 2018
キャッシュレス経済 川野祐司 文眞堂 2018
メコン地域開発とアジアダイナミズム トラン・ヴァン・トゥ／苅込俊二 文眞堂 2019
P・F・ドラッカー 井坂康志 文眞堂 2018
グローバル現代社会論 山田真茂留 文眞堂 2018
変態するグローバル危機（リスク）社会と現状変革
志向ガバナンス

星野昭吉 文眞堂
2018

集中講義　高校生の経営学 洞口治夫・小池祐二 文眞堂 2018
｢ドル化」政策の検証 星野智樹 文眞堂 2018
だれも置き去りにしない トーマス・グレイアム/久米五郎太 文眞堂 2018
日本におけるDTCマーケティングの歩みと未来 古川　隆 文眞堂 2018
行政争訟入門 神山智美 文眞堂 2018
ヨーロッパ経済とユーロ【補訂版】 川野祐司 文眞堂 2018
アジア共同体構想と地域協力の展開 朱　永浩 文眞堂 2018
経営学史研究の挑戦 経営学史学会 文眞堂 2018
農山漁村地域で働き生きるための経営学入門 齊藤毅憲・渡辺　峻 文眞堂 2018



アメリカ金融仲介システムの動態 神野光指郎 文眞堂 2019
〈際〉からの探究 広島市立大学国際学部〈際〉研究フォーラム文眞堂 2018
源氏物語　語彙用例総索引　自立語篇　全５巻 上田英代・村上征勝・今西祐一郎・樺島忠夫 　勉誠出版 1994
不正競争防止法〔第2版〕 茶園 成樹 編 有斐閣 2019
環境条約交渉の政治学 宇治 梓紗 著 有斐閣 2019
心理学・入門〔改訂版〕 サトウ タツヤ 著･渡邊 芳之 著 有斐閣 2019
「同一労働同一賃金」のすべて〔新版〕 水町 勇一郎 著 有斐閣 2019
森と人間と林業―生産林を再定義する 村尾行一 築地書館 2019
街の水路は大自然―1.8kmの川で出会った野生動物
たち

野上宏 築地書館
2019

人生１００年時代の医療・介護サバイバル―親と自
分のお金・介護・認知症の不安が消える

中澤まゆみ 築地書館
2019

鳥・虫・草木を楽しむオーガニック植木屋の剪定術
ひきちガーデンサービス（曳地トシ＋曳地義築地書館

2019

大豆と人間の歴史―満州帝国・マーガリン・熱帯雨
林破壊から遺伝子組み換えまで

クリスティン・デュボワ［著］　和田佐規子築地書館
2019

樹に聴く―香る落葉・操る菌類・変幻自在な樹形 清和研二 築地書館 2019
サイバーリスクの脅威に備える 松浦 幹太 化学同人 2015
困ったときの有機化学（第2版）上 David R. Klein 化学同人 2019
バイオ実験を安全に行うために 化学同人編集部 化学同人 2018
科学捜査ケースファイル ヴァル・マクダーミド 化学同人 2017
失敗しない液クロ分析 松下　至-大栗　毅 化学同人 2018
依存症の科学 岡本　卓:和田　秀樹 化学同人 2016
日本占領下の中国ムスリム―華北および蒙疆におけ
る民族政策と女子教育（早稲田大学学術叢書５３） 新保 敦子 早稲田大学出版部

2018

地域再生の論理と主体形成―農業・農村の新たな挑
戦（早稲田大学学術叢書５４）

柏 雅之 編著 早稲田大学出版部
2019

植民地台湾の自治―自律的空間への意思（早稲田大
学エウプラクシス叢書９）

野口 真広 早稲田大学出版部
2017



Japan’s Pre-War Perspective of Southeast Asia: 
Focusing on Ethnologist Matsumoto Nobuhiro’s 
Works during 1919–1945（早稲田大学エウプラク
シス叢書１０）

Petra Karlová 早稲田大学出版部

2018

プレデール立地論と地政学―経済のグローバル化と
国家の限界（早稲田大学エウプラクシス叢書１１） 水野 忠尚 早稲田大学出版部

2018

藤原頼長―「悪左府」の学問と言説（早稲田大学エ
ウプラクシス叢書１２）

柳川 響 早稲田大学出版部
2018

思想の政治学―アイザィア・バーリン研究（早稲田
大学エウプラクシス叢書１３）

森 達也 早稲田大学出版部
2018

日中電力産業の規制改革―競争政策からみた自由化
への歩み（早稲田大学エウプラクシス叢書１４） 李 慧敏 早稲田大学出版部

2018

古代東アジアにおける法制度受容の研究―中国王朝
と朝鮮三国の影響関係を中心に（早稲田大学エウプ
ラクシス叢書１５）

鄭 東俊 早稲田大学出版部
2019

六朝江南道教の研究―陸修静の霊宝経観と古霊宝経
（早稲田大学エウプラクシス叢書１６）

林 佳恵 早稲田大学出版部
2019

犬神考―迷信に対する人々の意識の変容（早稲田大
学エウプラクシス叢書１７）

酒井 貴広 早稲田大学出版部
2019

中華民国と文物―国家建設に果たした近代文物事業
の役割（早稲田大学エウプラクシス叢書１８）

張 碧惠 早稲田大学出版部
2019

実験を安全に行うために　第８版 化学同人編集部 化学同人 2017
続 実験を安全に行うために　第４版 化学同人編集部 化学同人 2017
ぜったい成功する！はじめての学会発表 西澤 幹雄 化学同人 2017
宇宙災害 片岡　龍峰 化学同人 2016
植物たちの静かな戦い 藤井 義晴 化学同人 2016
はたらくしくみがマンガでわかる！いでんしずかん

北村　雄一 化学同人
2016



ドローンが拓く未来の空 鈴木　真二 化学同人 2017
気候を人工的に操作する 水谷　広 化学同人 2016
生から死へ、死から生へ ベルンド・ハインリッチ 化学同人 2016
ライフサイエンスのための化学 安藤　祥司 化学同人 2017
Autopsyimaging 症例集　第2巻 髙橋直也・塩谷清司 ベクトル・コア 2018
コンパクト超音波αシリーズ　消化管アトラス 長谷川雄一 ベクトル・コア 2008
就活BOOK2021　内定獲得のメソッド　SPI　解法
の極意

マイナビ出版編集部 マイナビ出版
2019

就活BOOK2021　でるとこだけのSPI マイナビ出版編集部 マイナビ出版 2019
マイナビ2021　オフィシャル就活BOOK　内定獲得
のメソッド　エントリーシート　完全突破塾

岡　茂信 マイナビ出版
2019

マイナビ2021　オフィシャル就活BOOK　内定獲得
のメソッド　面接　自己PR　志望動機

才木弓加 マイナビ出版
2019

マイナビ2021　オフィシャル就活BOOK　内定獲得
のメソッド　面接担当者の質問の意図

才木弓加 マイナビ出版
2019

マイナビ2021　オフィシャル就活BOOK　内定獲得
のメソッド　自己分析　適職へ導く書き込み式ワー
クシート

岡　茂信 マイナビ出版
2019

マイナビ2021　オフィシャル就活BOOK　内定獲得
のメソッド　一般常識　即戦力 問題集

マイナビ出版編集部 マイナビ出版
2019

マイナビ2021　オフィシャル就活BOOK　内定獲得
のメソッド　インターンシップ　仕事のホントを知
る！ 見る！ 考える！

岡茂信（ジョブアナリスト）、才木弓加（就マイナビ出版
2019

就活BOOK2021　要点マスター！　SPI マイナビ出版編集部 マイナビ出版 2019
マイナビ2021　オフィシャル就活BOOK　要点マス
ター！　一般常識

マイナビ出版編集部 マイナビ出版
2019

マイナビ2021　オフィシャル就活BOOK　要点マス
ター！　面接＆エントリーシート

才木弓加 マイナビ出版
2019

マイナビ2021　オフィシャル就活BOOK　要点マス
ター！　就活マナー

美土路　雅子（ＹＤサポート株式会社） マイナビ出版
2019



マイナビ2021　オフィシャル就活BOOK　内定獲得
のメソッド　就活ノートの作り方

才木弓加 マイナビ出版
2019

マイナビ2021　オフィシャル就活BOOK　内定獲得
のメソッド　就職活動がまるごと分かる本　いつ？　
どこで？　なにをする？

岡　茂信 マイナビ出版
2019

マイナビ2021　オフィシャル就活BOOK　内定獲得
のメソッド　業界＆職種研究ガイド

マイナビ出版編集部 マイナビ出版
2019

沖縄　記憶と告発の文学: 目取真俊の描く支配と暴
力

尾西　康充 大月書店
2019

グローバリゼーション下の韓国資本主義 大津　健登 大月書店 2019
食品衛生入門 過去・現在・未来の視点で読み解く 【著】 大道 公秀 近代科学社Digital 2019
要求開発の基礎知識 要求プロセスと技法入門 【著】 山本 修一郎 近代科学社Digital 2019
電気回路入門 【著】 大豆生田 利章 近代科学社Digital 2019
Q&Aで読み解く情報通信技術の進化 【著】 三宅 真 近代科学社Digital 2019
情報を集める技術・伝える技術 情報社会の一員とし
て備えておくべき基礎知識

【著】 飯尾 淳 近代科学社Digital
2019

HIMMELコードによる核燃料マスフロー解析 初学者
から専門家まで

【著】 林 秀行 近代科学社Digital
2019

危機の都市史 災害・人口減少と都市・建築 「都市の危機と再生」研究会　編 吉川弘文館 2019
魚と肉 藤井　弘章　編 吉川弘文館 2019
日本中世の王朝・幕府と寺社 稲葉　伸道　著 吉川弘文館 2019
記憶の図像学 亡き人を想う美術の歴史 加須屋　誠　著 吉川弘文館 2019
基地と聖地の沖縄史 フェンスの内で祈る人びと 山内　健治　著 吉川弘文館 2019
鎌倉幕府文書行政論 佐藤　秀成　著 吉川弘文館 2019
日本人のひるめし 酒井　伸雄　著 吉川弘文館 2019
大道　鎌倉時代の幹線道路 岡　陽一郎　著 吉川弘文館 2019
幕末維新期の日本と世界 外交経験と相互認識 友田　昌宏　編 吉川弘文館 2019
朝河貫一と人文学の形成 海老澤　衷・近藤　成一・甚野　尚志　編 吉川弘文館 2019
近世駆込寺と紛争解決 佐藤　孝之　著 吉川弘文館 2019



高齢者のためのユーザインタフェースデザイン ユニ
バーサルデザインを目指して

【著】 Johnson Jeff-【著】 Finn Kate-【   近代科学社
2019

心電図スキルアップ【改訂版】 杉浦哲朗／土居忠文 ベクトル・コア 2006
手にとるようにわかる　乳腺MRI 川島博子 ベクトル・コア 2004
AI事典 第3版 【編】 中島 秀之-【編】 浅田 稔-【編】 橋          近代科学社 2019
日本児童文学文献目録 1945-1999 遠藤純〔監修〕 日外アソシエーツ 2019
日本児童文学文献目録 2000-2019 遠藤純〔監修〕 日外アソシエーツ 2019
日本人物レファレンス事典 宗教篇（僧侶・神職・宗
教家）

日外アソシエーツ〔編〕 日外アソシエーツ
2019

高血圧治療ガイドライン2019 日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成ライフサイエンス出版 2019
世界に通じるメディカルライティング―ネイティブ
ライターが伝授する3Cs English

Lee Seaman（著），Tom Lang（著） ライフサイエンス出版
2019

患者さんとご家族のための多発性嚢胞腎（PKD）療
養ガイド2019

難治性腎障害に関する調査研究班（編），患ライフサイエンス出版
2019

専門医が語る　子宮とのつきあい方―生理痛や子宮
の病気について理解を深めてすこやかにあなたらし
い日々を 埼玉医科大学超人気健康セミナーシリーズ

梶原健（著），三輪真唯子（著） ライフサイエンス出版

2019

憲法判例と裁判官の視線 千葉 勝美 著 有斐閣 2019
どこでも刑法 ＃総論 和田 俊憲 著 有斐閣 2019
日本経済史 武田 晴人 著 有斐閣 2019
産業組織論 小田切 宏之 著 有斐閣 2019
21世紀家族へ〔第4版〕 落合 恵美子 著 有斐閣 2019
物権〔第2版〕 永田 眞三郎 著･松本 恒雄 著･松岡 久和 著     有斐閣 2019
だれが日韓「対立」をつくったのか 岡本　有佳-加藤　圭木 大月書店 2019
歴史科学の思想と運動 歴史科学協議会 大月書店 2019
上海日本人居留民社会の形成と展開 山村　睦夫 大月書店 2019
江戸庶民の読書と学び 長友千代治 勉誠出版 2017
三条西家本狭衣物語　注釈 学習院大学平安文学研究会 勉誠出版 2019
三島由紀夫と青年将校 鈴木荘一 勉誠出版 2019



世界が隠蔽した日本の核実験成功 矢野義昭 勉誠出版 2019
英国の出版文化史 清水一嘉 勉誠出版 2019
鉄幹晶子全集　別巻5 逸見久美ほか 勉誠出版 2019
鉄幹晶子全集　別巻6 逸見久美ほか 勉誠出版 2019
鉄幹晶子全集　別巻7 逸見久美ほか 勉誠出版 2019
小学校国語科教育法 阿部藤子・益地憲一　編著 建帛社 2018
小学校算数科教育法 鈴木将史　編著 建帛社 2018
小学校理科教育法 森本信也・森藤義孝　編著 建帛社 2018
図画工作科・美術科教育法 図画工作科・美術科教育法研究会　編 建帛社 2019
小学校家庭科教育法 大竹美登利・鈴木真由子・綿引伴子　編著 建帛社 2018
腸内細菌―宿主のクロストークと食事要因 日本栄養・食糧学会　監修 建帛社 2019
小学校図画工作科教育法 山口喜雄・佐藤昌彦・奥村高明　編著 建帛社 2018
徳川家康と武田氏 信玄・勝頼との十四年戦争 本多　隆成　著 吉川弘文館 2019
隼人の古代史 中村　明蔵　著 吉川弘文館 2019
大嘗祭と古代の祭祀 岡田　荘司　著 吉川弘文館 2019
漫画で楽しむ！だからやめられないインコ生活 すずき 莉萌 著 誠文堂新光社 2014
勇者と冒険する ゲームプログラミングの世界 布留川 英一 著 誠文堂新光社 2013
筆ペンで書く ゆる文字 宇田川 一美 著 誠文堂新光社 2013
もっと筆ペンで書くゆる文字;季節のはがき 宇田川 一美 著 誠文堂新光社 2014
はじめての多肉植物ライフ 勝地 末子 著 誠文堂新光社 2014
花店経営の基礎知識;10の成功法則 光田 卓司 著 誠文堂新光社 2014
わが家の本格スペイン料理 尾花 光 著 誠文堂新光社 2014
復刻版 囲碁 基礎手筋の独習法 大竹 英雄 著 誠文堂新光社 2014
おどろきの植物 不可思議プランツ図鑑 木谷 美咲 著-横山 拓彦 イラスト 誠文堂新光社 2014
身近な動物の似顔絵レッスン 長友 心平 著 誠文堂新光社 2014
英語訳付き ふろしきハンドブック The Furoshiki 
Handbook;ふだんづかいの結び方と包み
方;Japanese - English Bilingual Books

山田 悦子 著 誠文堂新光社
2015



英語訳付き 包丁と研ぎハンドブック Handbook on 
Japanese Knives and Sharpening Techniques;包
丁と砥石の種類、研ぎ方がわかる;Japanese - 
English Bilingual Books

月山義髙刃物店 監修 誠文堂新光社

2015

カタイ頭をときほぐすパズル200 川崎 光徳 著-オオハラ ヒデキ 著 誠文堂新光社 2014
マンガ版　オーディオ電気数学 前坂 昌春 著-前坂 桃子 著 誠文堂新光社 2013
インテリアのナチュラルリメイク foglia 著 誠文堂新光社 2013
ルーク・オザワのヒコーキ写真の撮り方 ルーク・オザワ 著 誠文堂新光社 2014
改訂増補 リスニングルームの音響学;断然音がよく
なる！ 視聴ルームの設計・測定・改造法

石井 伸一郎 著-高橋 賢一 著 誠文堂新光社
2014

だからやめられない文鳥生活 伊藤 美代子 著 誠文堂新光社 2013
とっておきの文鳥生活 伊藤 美代子 著 誠文堂新光社 2014
ガールズフォトの撮り方 青山 裕企 著 誠文堂新光社 2012
はじめての加賀ゆびぬき 大西 由紀子 著 誠文堂新光社 2014
英語訳付き ニッポンの台所道具と手入れ術 How to 
Care for Japanese Kitchen Utensils;受け継がれる
職人・作家の手仕事;Japanese - English Bilingual 
Books

日野 明子 著 誠文堂新光社

2015

呉清源の生涯一局 呉 清源 著 誠文堂新光社 2014
呉清源　新布石構想 呉 清源 著 誠文堂新光社 2014
簡明　四・五子局の勝ち方 囲碁編集部 編 誠文堂新光社 2010
機械式時計大全 本間 誠二 監修 誠文堂新光社 2013
増補改訂 簡明 二・三子局の勝ち方 囲碁編集部 編 誠文堂新光社 2015
サンドイッチの発想と組み立て ナガタ ユイ 著 誠文堂新光社 2012
トレイルランニングはじめました。 鏑木 毅 監修-中村 則彦 著 誠文堂新光社 2013
漫画で楽しむ　インコと飼い主さんの事件簿 柴田 祐未子 著-すずき 莉萌 著 誠文堂新光社 2014
絶景・天空のイベント 山崎 四明 著 誠文堂新光社 2014
全国トレイルランニング　コース徹底攻略ガイド 鏑木 毅 監修-チームすぽるちば＆その仲間  誠文堂新光社 2014
海外トレイルランニング 鏑木 毅 監修-チーム100マイル＆その仲間た  誠文堂新光社 2014



図解マンガ　フクダ流家庭菜園術;プロも納得！ ア
イデア満載 安心安全野菜

福田 俊 著-川野 郁代 イラスト 誠文堂新光社
2015

月の満ち欠けごはん 和泉 理絵 著 誠文堂新光社 2013
英語訳付き ゆかたの着つけハンドブック The 
Yukata Handbook;基本からお手入れまで ふだんづ
かいの楽しみ方;Japanese-English Bilingual Books

安田 多賀子 著 誠文堂新光社

2015

漢字なりたち図鑑 円満字 二郎 著 誠文堂新光社 2014
食虫植物サラセニア・アレンジブック;彩りあふれる
個性派植物完全ガイド

木谷 美咲 著 誠文堂新光社
2015

消しの成立条件;ボウシ・カタツキなど、模様削減の
手法がわかる;囲碁大局観養成講座

溝上 知親 著 誠文堂新光社
2015

世界のパン　アレンジブック 鈴木 理恵子 著 誠文堂新光社 2013
つくりおきできる　おからスイーツ 鈴木 理恵子 著 誠文堂新光社 2014
雑穀でつくるヘルシーサラダとおいしいレシピ;から
だの中からきれいになる

鈴木 理恵子 著 誠文堂新光社
2015

ストウブでデザートつくりました 鈴木 理恵子 著 誠文堂新光社 2014
豆腐でつくる　ヘルシースイーツ 鈴木 理恵子 著 誠文堂新光社 2012
おいしい豆腐スイーツ 鈴木 理恵子 著 誠文堂新光社 2013
小さなシフォンケーキの本 鈴木 理恵子 著 誠文堂新光社 2014
ロングトレイルはじめました。 シェルパ 斉藤 監修-根津 貴央 著 誠文堂新光社 2014
世界のじゃがいも料理;南米ペルーからヨーロッパ、
アジアへ。郷土色あふれる100のレシピ

誠文堂新光社 編 誠文堂新光社
2015

今すぐ身につけたいサバイバルテクニック かざま りんぺい 著-えびな みつる 著 誠文堂新光社 2011
陶芸　手びねりでつくる食の器 佐藤 和彦 著 誠文堂新光社 2012
陶芸　手びねりでつくる茶と花の器 佐藤 和彦 著 誠文堂新光社 2012
海がわかる57のはなし 藤岡 換太郎 著 誠文堂新光社 2014
はじめての花色配色テクニックBOOK 坂口 美重子 著 誠文堂新光社 2012
デジタルカメラによる　水中撮影テクニック 峯水 亮 著 誠文堂新光社 2013
フィンガーフード・50のレシピ 浜 裕子 著 誠文堂新光社 2011



フィンガーフード・50のレシピ　デセール 浜 裕子 著 誠文堂新光社 2012
中華なフィンガーフード・50のレシピ 浜 裕子 著 誠文堂新光社 2012
美のフィンガーフード・50のレシピ 浜 裕子 著 誠文堂新光社 2012
和のフィンガーフード・50のレシピ 浜 裕子 著 誠文堂新光社 2012
日本の石ころ標本箱 渡辺 一夫 著 誠文堂新光社 2013
陶芸の釉薬　336の色彩帖 誠文堂新光社 編 誠文堂新光社 2013
インコの飼育観察レポート 東城 和実 著 誠文堂新光社 2012
うさぎの飼育観察レポート やなもと あいさ 著-うさぎの時間編集部 編誠文堂新光社 2011
詰碁　レベル1 福井 正明 著 誠文堂新光社 2007
詰碁　レベル2 福井 正明 著 誠文堂新光社 2007
詰碁　レベル3 福井 正明 著 誠文堂新光社 2007
詰碁　レベル4 福井 正明 著 誠文堂新光社 2007
詰碁　レベル5 福井 正明 著 誠文堂新光社 2007
実践　造園図面の描き方 三橋 一夫 著 誠文堂新光社 2013
竹垣づくりのテクニック 吉河 功 監修 誠文堂新光社 2013
武田康男の空の撮り方;その感動を美しく残す撮影の
コツ、教えます

武田 康男 著 誠文堂新光社
2015

僕がオーロラを世界にシェアできたわけ;世界初！
10万人で一緒に見られる生中継つくりました

古賀 祐三 著 誠文堂新光社
2015

庭仕事の庭石テクニック 高崎 康隆 監修 誠文堂新光社 2013
オリガミ・ナビ！ どうぶつ編;マンガでよくわかる

小林 一夫 監修 誠文堂新光社
2015

オリガミ・ナビ！ スタンダード編;マンガでよくわ
かる

小林 一夫 監修 誠文堂新光社
2015

露地を彩る蹲踞大全;～つくばいの作法を網羅した決
定版～

吉河 功 監修 誠文堂新光社
2014

海野和男　灯りに集まる昆虫たち 海野 和男 著 誠文堂新光社 2013
キャンドル・ワークス 笹本 道子 著 誠文堂新光社 2014
なぜ名前だけがでてこないのか 澤田 誠 著 誠文堂新光社 2013



経営者・起業家必読！ すぐわかる補助金・助成金活
用ガイド;返済不要、意外に知られていない補助金・
助成金がたくさんある！;図解ビジネス

柏 雅 監修 誠文堂新光社
2015

腸が元気になるオリーブオイル健康法 松生 恒夫 著 誠文堂新光社 2013
私、農家になりました。 三好 かやの 著-高倉 なを 著-斉藤 勝司 著 誠文堂新光社 2014
ジャズ名盤セレクション;レーベルとプレスによるLP
レコードの音質の差異

山口 克巳 著 誠文堂新光社
2015

昆虫びっくり観察術1 顔からみえる虫の生き方 石井 誠 著 誠文堂新光社 2013
昆虫びっくり観察術2 体からみえる虫の能力 石井 誠 著 誠文堂新光社 2013
デジタルカメラによる 野鳥の撮影テクニック 中野 耕志 著 誠文堂新光社 2013
人と動物の組み合わせで考えるクリーチャーの描き
方

中塚 真 著 誠文堂新光社
2014

キャラクターの手と足の描き方 カネダ工房 著 誠文堂新光社 2012
世界最強ドイツサッカーに学ぶサッカートレーニン
グ術;ゲームに勝つための想像力、素早い状況判断、
攻守の切り替えが身につく

マヌエル・ラウルセン 監修 誠文堂新光社
2015

英語訳付き 竹かごハンドブック The Bamboo 
Basket Handbook;竹かごの素材、種類、選び方か
ら、編み方、メンテナンスまでわかる;Japanese-
English Bilingual Books

竹かご部 編 誠文堂新光社

2015

現代人の悩みをすっきり解消する哲学図鑑 小川 仁志 監修-大城 信哉 著 誠文堂新光社 2013
実験心理学が見つけた 超効率的勉強法 竹内 龍人 著 誠文堂新光社 2014
マンガでわかる仏像 マンガでわかる仏像編集部 編-三宅 久雄 監誠文堂新光社 2014
マンガで覚える 元素周期 元素周期研究会 編 誠文堂新光社 2012
漫画の描き方 超初級編 坂本 祥世 著 誠文堂新光社 2012
人体解剖図から学ぶキャラクターデッサンの描き方

岩崎 こたろう 著-カネダ工房 著 誠文堂新光社
2011

初めて描く人のための漫画キャラデッサン ユニバーサル・パブリシング 編 誠文堂新光社 2014
人体解剖図から学ぶ 人物ポーズの描き方 岩崎 こたろう 著 誠文堂新光社 2012
家庭でマスター！中学生のスマホ免許 遠藤 美季 著 誠文堂新光社 2014



家庭でマスター！小学生のスマホ免許 遠藤 美季 著 誠文堂新光社 2014
フラワーアレンジギフトデザイン図鑑300;花贈り用
アレンジメント制作アイデア

フローリスト編集部 編 誠文堂新光社
2015

花束作り基礎レッスン 橋口 学 著 誠文堂新光社 2012
ちっちゃインコと親指オウムのあみぐるみ 小鳥山 いん子 著 誠文堂新光社 2014
手のりインコのあみぐるみ 小鳥山 いん子 著 誠文堂新光社 2014
実践フラワーアレンジメントラッピング 林 芳久 著 誠文堂新光社 2014
ミニチュア・ピンシャーと暮らす 愛犬の友編集部 編 誠文堂新光社 2013
ジャック・ラッセル・テリアと暮らす 愛犬の友編集部 編 誠文堂新光社 2013
トイ・プードルと暮らす 愛犬の友編集部 編 誠文堂新光社 2013
パピヨンと暮らす 愛犬の友編集部 編 誠文堂新光社 2013
柴犬と暮らす 愛犬の友編集部 編 誠文堂新光社 2013
ウェディングブーケの制作技法 フローリスト編集部 編 誠文堂新光社 2014
花のアウトラインとアクセントライン 永塚 慎一 著 誠文堂新光社 2014
葉物フラワーアレンジ講座 永塚-慎一 著 誠文堂新光社 2010
枝物フラワーアレンジ講座 永塚-慎一 著 誠文堂新光社 2007
枝物フラワーアレンジメント 永塚-慎一 著 誠文堂新光社 2012
枝物使いのテクニックBOOK フローリスト編集部 編 誠文堂新光社 2014
グラフィック文化を築いた13人 アイデア編集部 編 誠文堂新光社 2014
オーディオ電子部品図鑑 MJ無線と実験編集部 編 誠文堂新光社 2014
パンづくりの科学 吉野 精一 著 誠文堂新光社 2012
水曜日のアニメが待ち遠しい;フランス人から見た日
本サブカルチャーの魅力を解き明かす

トリスタン・ブルネ 著 誠文堂新光社
2015

低糖質スイーツ つくり方のコツ 日髙 宣博 著-山田 悟 監修 誠文堂新光社 2013
フレンチ・ブルドッグと暮らす 愛犬の友編集部 編 誠文堂新光社 2013
ミニチュア・シュナウザーと暮らす 愛犬の友編集部 編 誠文堂新光社 2013
ボーダー・コリーと暮らす 愛犬の友編集部 編 誠文堂新光社 2013
パグと暮らす 愛犬の友編集部 編 誠文堂新光社 2013
マンガでわかるイギリスの歴史;一気に読み解く！ 
世界史を変えた人物列伝

島崎 晋 著 誠文堂新光社
2015



のび猫 栗林 愛 写真-のび猫編集部 編 誠文堂新光社 2014
ラブラドール・リトリーバーと暮らす 愛犬の友編集部 編 誠文堂新光社 2013
チワワと暮らす 愛犬の友編集部 編 誠文堂新光社 2013
星と雪の装飾おりがみ 布施 知子 著 誠文堂新光社 2014
MOONBlockでつくるゲームプログラミング 布留川 英一 著 誠文堂新光社 2013
カブトムシ＆クワガタ百科 安藤“アン”誠起 著 誠文堂新光社 2012
身近で観察するコウモリの世界 大沢 夕志 著-大沢 啓子 著 誠文堂新光社 2012
よくわかる 電気のしくみ 伊藤 尚未 著 誠文堂新光社 2013
気になる犬のむだ吠えを直す 愛犬の友編集部 編 誠文堂新光社 2012
気になる犬のトイレのしつけ 愛犬の友編集部 編 誠文堂新光社 2012
最新版 愛犬の繁殖と育児百科 愛犬の友編集部 編 誠文堂新光社 2013
最新版 愛犬の病気百科 愛犬の友編集部 編 誠文堂新光社 2014
よくわかる LED・発光ダイオードのしくみ;光るメ
カニズムから青色発光ダイオードまで;子供の科学★
サイエンスブックス

伊藤 尚未 著 誠文堂新光社
2015

四季の星座神話 沼澤 茂美 著-脇屋 奈々代 著 誠文堂新光社 2014
あたらしい ふろしきのつかいかた 山田 悦子 著 誠文堂新光社 2013
真田幸村 逆転の決断術;相手の心を動かす「義」の
思考方法

野中 根太郎 著 誠文堂新光社
2015

ひとりごはんの薬膳レシピ 鳥海 明子 著 誠文堂新光社 2012
地図の「読み方」術 渡辺 一夫 編 誠文堂新光社 2009
カエルの知られざる生態 松橋 利光 編 誠文堂新光社 2010
気になる犬のかみぐせを直す 愛犬の友編集部 編 誠文堂新光社 2012
日本詰碁百景;名所をたどって強くなる 石榑 郁郎 著 誠文堂新光社 2015
ヨークシャー・テリアと暮らす 愛犬の友編集部 編 誠文堂新光社 2013
ポメラニアンと暮らす 愛犬の友編集部 編 誠文堂新光社 2013
もう迷わなくなる最良の選択;人生を後悔しない決断
思考の磨き方

アルボムッレ・スマナサーラ 著 誠文堂新光社
2015

決定版 日本のカモ識別図鑑;日本産カモの全羽衣を
イラストと写真で詳述

氏原 巨雄 著-氏原 道昭 著 誠文堂新光社
2015



集めて調べる川原の石ころ 渡辺 一夫 著 誠文堂新光社 2010
菌類の世界 細谷 剛 著 誠文堂新光社 2011
だまし絵練習帖 竹内 龍人 著 誠文堂新光社 2010
プロフェッショナル・チーズ読本 木村 則生 著 誠文堂新光社 2011
電照栽培の基礎と実践 久松 完 監修 誠文堂新光社 2014
大和言葉つかいかた図鑑;日本人なら知っておきたい 
心が伝わるきれいな日本語

海野 凪子 著-ニシワキ タダシ イラスト 誠文堂新光社
2016

胎内記憶でわかった 子どももママも幸せになる子育
て;「もって生まれた才能」の伸ばし方

池川 明 著 誠文堂新光社
2016

動物による農作物被害の総合対策 江口 祐輔 著 誠文堂新光社 2013
愛犬をケガや病気から守る本;犬にも人にも優しい飼
い方のメソッド

愛犬の友編集部 編 誠文堂新光社
2015

布とひもの 手芸レクリエーション;手先を使って簡
単、楽しい 編み・織り・布貼り小物など60点;高齢
者のクラフトサロン

佐々木 隆志 監修-工房GEN 著 誠文堂新光社
2016

つるバラ＆半つるバラ;この１冊を読めば仕立て、誘
引、デザイン、立体的な庭づくりなどすべてがわか
る;ガーデンライフシリーズ

後藤 みどり 著 誠文堂新光社
2016

野菜たっぷり！サンドイッチレシピ KAORU 著 誠文堂新光社 2011
干し野菜手帖 KAORU 著 誠文堂新光社 2010
羽生善治の将棋入門;確認テストでステップアップを
実感！

羽生 善治 著 誠文堂新光社
2015

薬草・毒草を見分ける図鑑;役立つ薬草と危険な毒
草、アレルギー植物・100種類の見分けのコツ

磯田 進 監修 誠文堂新光社
2016

顕微鏡で見る ミクロの世界 山村 紳一郎 著 誠文堂新光社 2012
50歳からの充実ライフ！ 犬を飼う 愛犬の友編集部 編 誠文堂新光社 2014
クリスマスローズ;この１冊を読めば原種、交雑種、
栽培などすべてがわかる;ガーデンライフシリーズ 横山 直樹 著 誠文堂新光社

2015



「伝わる」印刷物の基本ルール;作り方・発注の仕方
がよくわかる

佐々木 剛士 著-島崎 肇則 著-西村 希美 著 誠文堂新光社
2016

健康管理する人が必ず知っておきたい栄養学の○と
×;食品成分表七訂対応;食と健康のトピックを読む
だけで実践的な知識が身につく

古畑 公 著-木村 康一 著-岡村 博貴 著-望月  誠文堂新光社
2016

世界の不思議な野菜 湯浅 浩史 著 誠文堂新光社 2014
朝ごはんのアイデア365日;組み合わせ&アレンジ
で、レパートリーがいっきに増える！

森田 佐和子 著 誠文堂新光社
2016

今までにないスイーツの発想と組み立て;素材を活か
した組み合わせのアイデアとテクニック

吉田 菊次郎 著-中西 昭生 著 誠文堂新光社
2016

地球の石ころ標本箱;世界と日本の石ころを探して 渡辺 一夫 著 誠文堂新光社 2016
のほほん曲げわっぱ弁当;笑えておいしい、カンタン
作りおき！

こころのたね。yasuyo 著 誠文堂新光社
2016

即戦力エンジニアになるための電気・電子回路入門;
イラストと図解で回路の基礎と応用力が身に付く 芦川 栄晃 著 誠文堂新光社

2016

干潟生物観察図鑑;干潟に潜む生き物の生態と見つけ
方がわかる

風呂田 利夫 著-多留 聖典 著-中村 武弘 写真誠文堂新光社
2016

日本料理 飾り切り教本;魚介類・肉・野菜・加工品;
すぐに役立つ切り方100通り

島谷 宗宏 著 誠文堂新光社
2016

原色 庭石大事典;産地、原石の種類、造園での使用
例などがひと目でわかる！

庭石大事典制作委員会 著 誠文堂新光社
2016

超まるわかり 理科のきほん 上;新感覚！謎解き“体験
学習”まんが;子供の科学☆放課後探偵シリーズ 滝川洋二 監修-原口るみ（ガリレオ工房）   誠文堂新光社

2016

超まるわかり 理科のきほん 下;新感覚！謎解き“体験
学習”まんが;子供の科学☆放課後探偵シリーズ 滝川洋二 監修-原口るみ（ガリレオ工房）   誠文堂新光社

2016

フレッシュフルーツカクテルブック 水澤 泰彦 著 誠文堂新光社 2011
世界の葉と根の不思議 湯浅 浩史 著 誠文堂新光社 2012



世界の不思議な花と果実 湯浅-浩史 著 誠文堂新光社 2009
世界の不思議な植物 湯浅-浩史 著 誠文堂新光社 2008
ハーブ・アロマを楽しむ ナチュラルソープのつくり
かた

梅原 亜也子 著 誠文堂新光社
2012

バターなしでおいしい ケーキとマフィン;植物油を
使うから作りやすくて、ふんわり、かろやか

吉川 文子 著 誠文堂新光社
2015

バターなしでおいしい パイとタルト 吉川 文子 著 誠文堂新光社 2014
正常画像と比べてわかる犬猫画像診断;診療現場です
ぐに使える

藤田 道郎 著-藤原 亜紀 著 誠文堂新光社
2016

はじめての合気道;自分を守る力が身につく。心と体
を鍛えて健康になる

千野 進 監修 誠文堂新光社
2015

地下生菌識別図鑑;日本のトリュフ。地下で進化した
キノコの仲間たち

佐々木 廣海 著-木下 晃彦 著-奈良 一秀 著 誠文堂新光社
2016

粘菌生活のススメ;奇妙で美しい謎の生きものを求め
て

新井 文彦 著-川上 新一 監修 誠文堂新光社
2016

「平穏死」を受け入れるレッスン;自分はしてほしく
ないのに、なぜ親に延命治療をするのですか？

石飛 幸三 著 誠文堂新光社
2016

星座がもっと見たくなる 駒井 仁南子 著 誠文堂新光社 2012
ブッシュクラフト-大人の野遊びマニュアル;サバイ
バル技術で楽しむ新しいキャンプスタイル

川口 拓 著 誠文堂新光社
2016

図解でよくわかる地政学のきほん;新聞・テレビでは
わからない国際情勢、世界の歴史、グローバリズム
がすっきり見えてくる

荒巻 豊志 監修 誠文堂新光社
2016

小豆島にみる日本の未来のつくり方 椿 昇-多田 智美-原田 祐馬 誠文堂新光社 2014
アートディレクションの「型」。;デザインを伝わる
ものにする30のルール

水口 克夫 著 誠文堂新光社
2015

ゼロからの金継ぎ入門;器を蘇らせる、漆の繕い 伊良原 満美 著-中村 真 著 誠文堂新光社 2015
「ユマニチュード」という革命;なぜ、このケアで認
知症高齢者と心が通うのか

イヴ・ジネスト 著-ロゼット・マレスコッテ    誠文堂新光社
2016



英語訳付き 日本料理 むきものハンドブック 
Handbook on Japanese Food;四季折々の料理を彩
る野菜の飾り切り Carving Techniques for 
Seasonal Vegetables;Japanese-English Bilingual 
Books

島谷 宗宏 著 誠文堂新光社

2015

猫が歳をとったと感じたら。;シニアになったネコの
快適な生活のために知っておきたいこと

高梨 奈々 編-阪口 貴彦 監修 誠文堂新光社
2015

ピーナッツバターの本;いろんな食べ方大発見！ 毎
日を笑顔にするとっておきレシピ

HAPPY NUTS DAY 著 誠文堂新光社
2016

北欧のオープンサンドイッチ;コペンハーゲンとス
トックホルムの人気店に教わる本場のスモーブロー
レシピ

誠文堂新光社 編 誠文堂新光社
2015

ザ・パーフェクト—日本初の恐竜全身骨格発掘記;ハ
ドロサウルス発見から進化の謎まで

土屋 健 著-小林 快次 監修-櫻井 和彦 監修-   誠文堂新光社
2016

切ったら絵が出る ちいさなべこもち;下北半島のお
ばあちゃんに教わった素朴なおやつ 郷土の柄からか
わいいアレンジまで

秋山 直美 著 誠文堂新光社
2016

ビーカーくんとそのなかまたち;この形にはワケがあ
る！ ゆかいな実験器具図鑑

うえたに夫婦 著 誠文堂新光社
2016

ミニ旋盤マスターブック;基礎から応用までよくわか
る

平尾 尚武 著 誠文堂新光社
2015

世界の美しき鳥の羽根;鳥たちが成し遂げてきた進化
が見える

藤井 幹 著-松橋 利光 写真-舘野 鴻 イラス   誠文堂新光社
2015

私、海の漁師になりました。;就業ナビ＆成功事例 金萬 智男 著-三好 かやの 著 誠文堂新光社 2015
「売る」から、「売れる」へ。 水野学のブランディ
ングデザイン講義

水野 学 著 誠文堂新光社
2016

ドライフラワーの飾り方;お部屋がもっとお洒落にな
るアイデア集

誠文堂新光社 編 誠文堂新光社
2015

今伝えておきたい、庭師のワザ;剪定・結び・石・植
栽の手法を図解でわかりやすく

秋元 通明 著 誠文堂新光社
2015



ゲームシナリオのためのファンタジー解剖図鑑;すぐ
わかるすごくわかる歴史・文化・定番260

サイドランチ 編 誠文堂新光社
2016

私、山の猟師になりました。;一人前になるワザをベ
テラン猟師が教えます！

三好 かやの 著 誠文堂新光社
2016

野生動物撮影ガイドブック;機材選びから撮影テク
ニック、動物の探し方まで

飯島 正広 著 誠文堂新光社
2015

映像制作スタンダードブック;CM、プロモーション
ビデオなど、プロの仕事から徹底解説

田所 貴司 著 誠文堂新光社
2016

小麦粉なしでおいしいフランス菓子;グルテンフリー
でカラダにいいことはじめました

大森 由紀子 著 誠文堂新光社
2016

タヌキ学入門;かちかち山から3.11まで　身近な野
生動物の意外な素顔

高槻 成紀 著 誠文堂新光社
2016

名医が教える 足のお悩み完全解決バイブル;痛み・
不調の理由と治し方がよくわかる

高倉 義典 著 誠文堂新光社
2016

東欧のかわいい陶器 誠文堂新光社 編 誠文堂新光社 2014
はじめての景色盆栽 小林　健二 著 誠文堂新光社 2013
市販薬は成分表示だけ見ればいい;プロが教える CM
だけではわからない“もっと効く”薬の選び方

岩井 浩 著-増田 光徳 監修 誠文堂新光社
2016

池波正太郎を“江戸地図”で歩く 壬生 篤 著 誠文堂新光社 2016
おもしろ植物図鑑;マンガと写真でゆる～く楽しむ、
草花の魅力

花福こざる 著 誠文堂新光社
2016

タイポさんぽ　台湾をゆく;路上の文字観察 藤本 健太郎 著 誠文堂新光社 2016
タイポさんぽ改;路上の文字観察 藤本 健太郎 著 誠文堂新光社 2016
全文完全対照版 論語コンプリート;本質を捉える
「一文超訳」＋現代語訳・書き下し文・原文

野中 根太郎 訳 誠文堂新光社
2016

タイムラプス動画　撮影テクニック 竹本　宗一郎 著-天文ガイド編集部 編 誠文堂新光社 2014
最新　よくわかる心臓病;～心筋梗塞・狭心症・不整
脈・弁膜症・大動脈瘤～

天野　篤 著 誠文堂新光社
2013

基本セオリーがわかる　花のデザイン　～歴史・テ
クニック・デザインテーマ～

花職向上委員会 編-磯部　健司 監修 誠文堂新光社
2014



四季をいつくしむ花の活け方;一輪の表現から、多種
活け、枝の大活けまで

谷 匡子 著 誠文堂新光社
2017

キャップサイズのふわふわスイーツデコ こいずみ　きょうこ 著 誠文堂新光社 2013
確実に治るうつ、治らないうつ;57の実例で見つか
る、うつ病の抜け出し方

森下 茂 著 誠文堂新光社
2016

あんこのことがすべてわかる本;つくる、食べる、も
てなす

芝崎 本実 監修 誠文堂新光社
2016

スウガクって、なんの役に立ちますか？;ヘタな字も
方向オンチもなおる！数学は最強の問題解決ツール 杉原 厚吉 著 誠文堂新光社

2017

日本のクワガタムシ･カブトムシ観察図鑑;日本に棲
息する種類と見分け方、観察のポイントがわかる;
フィールドガイド

吉田 賢治 著 誠文堂新光社
2015

花活けの手びき 谷　匡子 著 誠文堂新光社 2012
落語家直伝うまい！ 授業のつくりかた;身振り手振
り、間のとりかた、枕とオチ…落語は授業に使える
ネタの宝庫

立川 談慶 著-玉置 崇 監修 誠文堂新光社
2017

抵抗・コンデンサー・コイルの基礎 加藤　芳夫 著 誠文堂新光社 2014
スズメの謎 三上　修 著 誠文堂新光社 2012
ツバメの謎;ツバメの繁殖行動は進化する!? 北村 亘 著 誠文堂新光社 2015
モルモット;住まい、食べ物、接し方、病気のことが
すぐわかる！;小動物☆飼い方上手になれる！

大崎 典子 著-井川 俊彦 写真 誠文堂新光社
2016

フィールドで出会う哺乳動物観察ガイド;生態写真で
わかる探し方や見わけ方のポイント

山口 喜盛 著 誠文堂新光社
2017

デグー完全飼育;飼い方の基本からコミュニケーショ
ンまでわかる;PERFECT PET OWNER'S GUIDES 大野 瑞絵 著-三輪 恭嗣 監修-井川 俊彦 写真誠文堂新光社

2015

テーマ別ではじめる天体観察 えびな　みつる 著 誠文堂新光社 2011
金魚飼育ノート 金魚好き編集部 著-佐々木　浩之 著 誠文堂新光社 2013
メダカ飼育ノート 佐々木　浩之 著 誠文堂新光社 2013



ザリガニ飼育ノート 下釜　豊久 著-佐々木　浩之 著 誠文堂新光社 2013
黄金テンペラ技法 紀井　利臣 著 誠文堂新光社 2013
世界のサンドイッチ図鑑;意外な組み合わせが楽しい
ご当地レシピ355

佐藤 政人 著 誠文堂新光社
2017

昆虫のすごい瞬間図鑑;一度は見ておきたい！公園や
雑木林で探せる命の躍動シーン

石井 誠 著 誠文堂新光社
2017

モダンローズ;この１冊を読めば性質、品種、栽培、
歴史のすべてがわかる;ガーデンライフシリーズ 村上 敏 著 誠文堂新光社

2017

サッカー 逆境の監督学;パターン練習を捨てろ！ 1
日2時間の練習で狙う全国制覇

李 済華 著 誠文堂新光社
2017

持ち帰りたいインド;KAILASとめぐる雑貨と暮らし
の旅

松岡 宏大 監修-野瀬 奈津子 監修 誠文堂新光社
2016

チンチラ完全飼育;飼育管理の基本からコミュニケー
ションの工夫まで;PERFECT PET OWNER'S 
GUIDES

鈴木 理恵 著 誠文堂新光社
2017

ルーツを追って;恐竜時代前に天下をとったほ乳類の
祖先たち

長尾 衣里子 著 誠文堂新光社
2017

基礎から学ぶ　紅茶のすべて;美味しくするテクニッ
クから歴史や産地の話まで

磯淵 猛 著 誠文堂新光社
2016

猫との暮らしが変わる遊びのレシピ;楽しく仲良く役
に立つ！科学的トレーニング

坂崎 清歌 著-青木 愛弓 著 誠文堂新光社
2017

願いがかなう台湾 幸運の旅;台湾ナンバーワン占い
師が教える、秘密のパワースポットめぐり

龍羽ワタナベ 著 誠文堂新光社
2017

おもてなしカクテルレシピ100 浜　裕子 著 誠文堂新光社 2013
テーブルナプキンの折り方100パターン 浜　裕子 著 誠文堂新光社 2011
日本の野鳥識別図鑑;知りたい野鳥が早見チャートで
すぐわかる！

中野 泰敬 著-叶内 拓哉 著-永井 凱巳 著 誠文堂新光社
2016

みんなで創るミライの学校―21世紀の学びのカタチ
辻正矩・藤田美保・守安あゆみ・佐野純 築地書館

2019



下級武士の田舎暮らし日記―奉公・金策・獣害対策
支倉 清+支倉 紀代美 築地書館

2019

英国貴族、領地を野生に戻す―野生動物の復活と自
然の大遷移

イザベラ・トゥリー［著］　三木直子［訳］築地書館
2019

平成３０年食品衛生法等改正の解説　―逐条解説・
段階施行対応版

厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品中央法規出版
2019

スーパービジョンへの招待　―「ＯＧＳＶ（奥川グ
ループスーパービジョン）モデル」の考え方と実践 奥川幸子＝監修／河野聖夫＝著 中央法規出版

2018

障害ピアサポート　―多様な障害領域の歴史と今後
の展望

岩崎　香＝編著 中央法規出版
2018

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する
法律の解説

環境省自然環境局野生生物課＝監修 中央法規出版
2019

援助力を高める事例検討会　―新人から主任ケアマ
ネまで

一般社団法人日本ケアマネジメント学会認定中央法規出版
2018

新訂第五版　身体障害認定基準及び認定要領 中央法規 中央法規出版 2019
鳳岡林先生全集 徳田武 勉誠出版 2014
江戸時代生活文化事典 長友千代治 勉誠出版 2018
平安時代における変体漢文の研究 田中草太 勉誠出版 2019
はじめての3DCGプログラミング 例題で学ぶPOV-
Ray

【著】 山住 富也 近代科学社Digital
2020

ことりっぷ山形 2020年1月奥付 昭文社 昭文社 2020
ことりっぷ由布院 2020年1月奥付 昭文社 昭文社 2020
ことりっぷ鳥取 2020年1月奥付 昭文社 昭文社 2020
ことりっぷ高知 2020年1月奥付 昭文社 昭文社 2020
ことりっぷ千葉・房総 2019年9月奥付 昭文社 昭文社 2019
ことりっぷ会津 2020年1月奥付 昭文社 昭文社 2020
ことりっぷ知床 2020年1月奥付 昭文社 昭文社 2020
ことりっぷ弘前 2020年1月奥付 昭文社 昭文社 2020
ことりっぷ小布施・長野 2019年10月奥付 昭文社 昭文社 2019



ことりっぷマガジン Vol.23 2020冬 昭文社 昭文社 2020
ことりっぷ 函館 2019年7月奥付 昭文社 昭文社 2019
ことりっぷ 新潟・佐渡 2019年7月奥付 昭文社 昭文社 2019
ことりっぷ 角館・盛岡　平泉・花巻・遠野 2019年
5月奥付

昭文社 昭文社
2019

ことりっぷ海外版 ホーチミン 2019年7月奥付 昭文社 昭文社 2019
ことりっぷ海外版 グアム 2019年7月奥付 昭文社 昭文社 2019
ことりっぷ海外版 ソウル 2019年7月奥付 昭文社 昭文社 2019
ことりっぷ海外版 ハノイ 2019年7月奥付 昭文社 昭文社 2019
ことりっぷマガジン特別編集　京都だより 昭文社 昭文社 2019
ことりっぷ海外版 シンガポール 2019年10月15日
奥付

昭文社 昭文社
2019

ことりっぷ海外版 クアラルンプール マレーシア 
2020年1月奥付

昭文社 昭文社
2020

ことりっぷ十和田 2020年1月奥付 昭文社 昭文社 2020
ことりっぷちちぶ 2020年1月奥付 昭文社 昭文社 2020
ことりっぷ大分 2020年1月奥付 昭文社 昭文社 2020
いのちを選ばないで: やまゆり園事件が問う優生思
想と人権

藤井克徳-池上洋通-石川満-井上英夫 大月書店
2019

私立大学の財政分析ハンドブック 野中郁江 大月書店 2020
日本の民主教育2019 みんなで21世紀の未来をひらく教育のつど大月書店 2020
人工知能 Vol.34 No.5 （2019年9月号） 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2019
人工知能 Vol.34 No.6 （2019年11月号） 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2019
ことりっぷ 日光・栃木・益子 2019年7月奥付 昭文社 昭文社 2019
ことりっぷ 伊香保・草津 群馬 2019年9月奥付 昭文社 昭文社 2019
ことりっぷ 軽井沢 2019年7月奥付 昭文社 昭文社 2019
ことりっぷ 横浜 2019年7月奥付 昭文社 昭文社 2019
ことりっぷ 横須賀　三浦半島 2019年7月奥付 昭文社 昭文社 2019
ことりっぷ 箱根 2019年5月奥付 昭文社 昭文社 2019



ことりっぷ 河口湖・山中湖 富士山・勝沼 2019年7
月奥付

昭文社 昭文社
2019

ことりっぷ 清里・八ヶ岳・南アルプス 2019年7月
奥付

昭文社 昭文社
2019

ことりっぷ 安曇野・松本 上高地 2019年7月奥付 昭文社 昭文社 2019
ことりっぷ 伊勢志摩 2019年9月奥付 昭文社 昭文社 2019
ことりっぷ 京都 2019年7月奥付 昭文社 昭文社 2019
ことりっぷ 金沢 能登 2019年7月奥付 昭文社 昭文社 2019
ことりっぷ 名古屋 2019年7月奥付 昭文社 昭文社 2019
ことりっぷ 広島・宮島　2019年4月奥付 昭文社 昭文社 2019
ことりっぷ 倉敷・尾道・瀬戸内の島 2019年7月奥
付

昭文社 昭文社
2019

ことりっぷ 萩・津和野・下関・門司港 2019年7月
奥付

昭文社 昭文社
2019

ことりっぷ 富山 立山黒部・五箇山 2019年7月奥付
昭文社 昭文社

2019

ことりっぷ海外版 ホノルル 2019年12月15日奥付
昭文社 昭文社

2019

ことりっぷ海外版 台北 2019年12月15日奥付 昭文社 昭文社 2019
ことりっぷ和歌山 2020年1月奥付 昭文社 昭文社 2020
ことりっぷ海外版 台南 2020年1月1日奥付 昭文社 昭文社 2020
ことりっぷ 福岡 太宰府 2019年5月奥付 昭文社 昭文社 2019
個人情報の保護と利用 宇賀 克也 著 有斐閣 2019
情報公開・オープンデータ・公文書管理 宇賀 克也 著 有斐閣 2019
民事法入門〔第8版〕 野村 豊弘 著 有斐閣 2019
新基本民法1　総則編〔第2版〕 大村 敦志 著 有斐閣 2019
商法総則・商行為法〔第3版〕 大塚 英明 著･川島 いづみ 著･中東 正文 著   有斐閣 2019
組織学の生成と展開 岸田 民樹 著 有斐閣 2019
イノベーションの歴史 橘川 武郎 著 有斐閣 2019
民法Ⅱ　物権〔第3版〕 石田 剛 著･武川 幸嗣 著･占部 洋之 著･田髙    有斐閣 2019



改訂第2版キクタンリーディング【Basic】4000語レ
ベル

アルク文教編集部 アルク
2019

改訂第2版キクタンリーディング【Advanced】
6000語レベル

アルク文教編集部 アルク
2019

改訂第2版キクタンリーディング【Super】12000語
レベル

アルク文教編集部 アルク
2019

ことばも心も「通じる」英語の話し方 森 庸子 アルク 2019
夢をかなえる英熟語 新ユメジュク 木村 達哉 アルク 2019
起きてから寝るまで英語表現1000　海外旅行編 吉田 研作-荒井 貴和-武藤 克彦 アルク 2019
韓国語ジャーナル2020 アルク出版編集部 アルク 2019
改訂版　書き込み式でよくわかる　日本語教育文法
講義ノート

山下 暁美-沢野 美由紀 アルク
2019

英語スピーキング力はどう伸びるのかーー高校3年間
のテスト調査結果ーー

金谷 憲 アルク
2019

離散幾何学フロンティア タイル・メーカー定理と分
解回転合同

【著】 秋山 仁 近代科学社
2020

23の先端事例がつなぐ計算科学のフロンティア 計算
で物事を理解する予測する

【監修】 中村 振一郎-【監修】 牧野内 昭武       近代科学社
2020

新 企業の研究者をめざす皆さんへ 【著】 丸山 宏 近代科学社 2019
ことりっぷ 海外版 バンコク 2019年1月奥付 昭文社 昭文社 2019
ことりっぷ 四国　2020年1月奥付 昭文社 昭文社 2020
ことりっぷ 香港　2019年4月奥付 昭文社 昭文社 2019
ウェブデザインの思考法　機能性と情緒性で導く論
理的なウェブデザインの方針立案・構築

金成奎 マイナビ出版
2019

逆転の妙手　上級編 広瀬章人 マイナビ出版 2013
将棋・ひと目の鬼手 週刊将棋 マイナビ出版 2013
将棋・ひと目の決め手 渡辺明 マイナビ出版 2013
終盤 寄せの妙手　基本編 佐藤天彦 マイナビ出版 2013
終盤 寄せの妙手　発展編 野月浩貴 マイナビ出版 2013
終盤 逆転の妙手　基本編 戸辺誠 マイナビ出版 2013



よくわかるWeb/モバイル/ソーシャルメディアマー
ケティングの教科書

櫻沢信行,林なほ子 マイナビ出版
2013

コンピュータープログラミング入門以前 岩永信之 マイナビ出版 2011
高性能コンピュータ技術の基礎 ＨｉｓａＡｎｄｏ マイナビ出版 2011
ネットワーク構築の基礎 Ｇｅｎｅ マイナビ出版 2009
TCP/IP の基礎 Ｇｅｎｅ マイナビ出版 2011
コンピュータ設計の基礎 ＨｉｓａＡｎｄｏ マイナビ出版 2010
プログラミングの基礎 羽山博 マイナビ出版 2010
CSS3　スタンダード・デザインガイド【改訂第２
版】　［リフロー版］

エ・ビスコム・テック・ラボ マイナビ出版
2013

CGのための物理シミュレーションの基礎 藤澤誠 マイナビ出版 2013
60日でできる！ 二足歩行ロボット自作入門 吉野耕司 マイナビ出版 2007
Windowsショートカット 徹底活用 ポケットガイド
［Win8/7/RT対応版］

ＰＣｆａｎ編集部 マイナビ出版
2013

よくわかるInDesignの教科書　【CS6対応版】 瀧野福子 マイナビ出版 2013
HTML5 スタンダード・デザインガイド　リフロー
版

エ・ビスコム・テック・ラボ マイナビ出版
2013

すし図鑑 ぼうずコンニャク（藤原昌高） マイナビ出版 2013
速習C言語入門 [第2版]　 脳に定着する新メソッド
で必ず身につく

菅原朋子 マイナビ出版
2012

30日でできる！　OS自作入門 川合秀実 マイナビ出版 2006
これからの「標準」を身につける　HTML+CSSデザ
インレシピ

エ・ビスコム・テック・ラボ マイナビ出版
2014

マイナビ文庫 読めそうで読めない漢字 森羅万象の
巻 ～思わず誰かに話したくなる～

日本語考究会 マイナビ出版
2014

よくわかるHTML5+CSS3の教科書【第2版】 大藤幹 マイナビ出版 2014
マイナビ文庫 クイズで楽しむ 三国志仰天エピソー
ド210

三国志クイズ学会 マイナビ出版
2014

爽快！３手詰トレーニング200 渡辺明 マイナビ出版 2014
平成26年版　将棋年鑑　2014 日本将棋連盟 マイナビ出版 2014



現場のプロがやさしく書いたWebサイトの分析・改
善の教科書　Googleアナリティクスと、その他ツー
ルを使った実践的ノウハウ

小川卓 マイナビ出版
2014

爽快！５手詰トレーニング200 渡辺明 マイナビ出版 2014
とっておきの穴熊退治 佐藤秀司 マイナビ出版 2015
将棋・必殺の決め手 週刊将棋 マイナビ出版 2015
必修！相振り戦の絶対手筋105 杉本昌隆 マイナビ出版 2015
ネット将棋攻略！早指しの極意 大平武洋 マイナビ出版 2015
黒いデジタル麻雀　～現代流データ戦術を斬る～ 石橋伸洋 マイナビ出版 2015
わかる！　勝てる！！　急戦矢倉 真田圭一 マイナビ出版 2015
声優になりたい！　夢を叶えるトレーニングBOOK

武田正憲 マイナビ出版
2015

終盤が強くなる　１手・３手必至 武市三郎 マイナビ出版 2015
現代振り飛車はこう指せ！ 佐々木慎 マイナビ出版 2015
久保＆菅井の振り飛車研究 久保利明,菅井竜也 マイナビ出版 2015
これからの相矢倉 畠山鎮 マイナビ出版 2015
山田式　最速で上達する詰碁 山田規三生 マイナビ出版 2015
Web制作・運用現場のための　「課題解決」の教科
書

雨宮秀仁,神尾武志,神保直樹,和田直美 マイナビ出版
2015

石の方向 養成トレーニング マイケル・レドモンド マイナビ出版 2015
iPad miniマスターブック 2015 iPad mini 3・iPad 
mini 2・iPad mini対応

小山香織,飯塚直 マイナビ出版
2015

ひと目の角換わり 長岡裕也 マイナビ出版 2015
わかる！　勝てる！！　現代相振り飛車 高崎一生 マイナビ出版 2015
iMacマスターブック OS X Yosemite対応版 松山茂,矢橋司 マイナビ出版 2015
滝沢和典の麻雀読みの公式 滝沢和典 マイナビ出版 2015
Macはじめよう MacBook Air & Pro， iMac対応　
OS X Yosemite版

Ｍａｃ書籍編集部 マイナビ出版
2015

爽快！勝ち筋さがし 大橋拓文 マイナビ出版 2015
解いて役立つ５手詰200問 中田章道 マイナビ出版 2015



振り飛車穴熊の最終進化 広瀬章人 マイナビ出版 2015
羽生と渡辺　－新・対局日誌傑作選－ 河口俊彦 マイナビ出版 2015
将棋戦型別名局集８　居飛車穴熊名局集 日浦市郎 マイナビ出版 2019
マーケティング/検索エンジンに強くなる　Google 
Search Consoleの教科書

大本あかね,菊池崇 マイナビ出版
2015

A/Bテストの教科書 野口竜司 マイナビ出版 2015
力をつける詰将棋　3手5手 週刊将棋編 マイナビ出版 2010
二階堂弁護士は今日も仕事がない 佐藤大和,睦月ムンク マイナビ出版 2016
謎解きよりも君をオトリに　～探偵・右京の不毛な
推理～

来栖ゆき,けーしん マイナビ出版
2016

路地裏わがまま眼鏡店　～メガネ男子のおもてなし
～

相戸結衣 マイナビ出版
2016

空ガール！　～仕事も恋も乱気流！？～ 浅海ユウ マイナビ出版 2016
黒手毬珈琲館に灯はともる　～優しい雨と、オレン
ジ・カプチーノ～

澤ノ倉クナリ マイナビ出版
2016

超攻撃矢倉 屋敷流二枚銀戦法 屋敷伸之 マイナビ出版 2016
「次の一手」で覚える将棋基本手筋コレクション
432

将棋世界 マイナビ出版
2016

囲碁人ブックス アマの知らない とっておきの裏定
石 ―今すぐ使える基本定石の裏変化30選―

小松英樹 マイナビ出版
2016

平成28年版　将棋年鑑　2016 日本将棋連盟 マイナビ出版 2016
神崎食堂のしあわせ揚げ出し豆腐 帆下布団 マイナビ出版 2016
やさしく教えるLPICレベル1基礎講座 赤星リナ マイナビ出版 2016
繰り巫女あやかし夜噺～お憑かれさんです、ごくろ
うさま～

日向夏 マイナビ出版
2016

喫茶『猫の木』物語。～不思議な猫マスターの癒し
の一杯～

植原翠 マイナビ出版
2016

Code Reading　プレミアムブックス版　オープン
ソースから学ぶソフトウェア開発技法

ＤｉｏｍｉｄｉｓＳｐｉｎｅｌｌｉｓ マイナビ出版
2016



Code Quality　プレミアムブックス版　コードリー
ディングによる非機能特性の識別技法

ＤｉｏｍｉｄｉｓＳｐｉｎｅｌｌｉｓ マイナビ出版
2016

コーヤン流三間飛車の極意 急戦編・持久戦編 プレ
ミアムブックス版

中田功 マイナビ出版
2017

花屋「ゆめゆめ」で不思議な花束を 編乃肌 マイナビ出版 2017
これからWebをはじめる人のHTML＆CSS、　
JavaScriptのきほんのきほん

たにぐちまこと マイナビ出版
2017

初段なら知っている 布石の常識 高梨聖健 マイナビ出版 2017
喫茶『猫の木』の日常。～猫マスターと初恋レモ
ネード～

植原翠,ｕｓｉ マイナビ出版
2017

勝つ人は知っている 現代麻雀30の新常識 土井泰昭,平澤元気 マイナビ出版 2017
神様のごちそう―神在月の宴― 石田空,転 マイナビ出版 2018
神様のごちそう―新年の祝い膳― 石田空 マイナビ出版 2018
神様のごちそう―雨乞いの神饌（しんせん）― 石田空,転 マイナビ出版 2019
花屋「ゆめゆめ」で花香る思い出を 編乃肌,細居美恵子 マイナビ出版 2017
喫茶『猫の木』の秘密。～猫マスターの思い出アッ
プルパイ～

植原翠,ｕｓｉ マイナビ出版
2017

河童の懸場帖（かけばちょう） 東京「物ノ怪（もの
のけ）」訪問録

桔梗楓,冬臣 マイナビ出版
2017

司書子さんとタンテイさん　～木苺はわたしと犬の
もの～

冬木洋子,庭春樹 マイナビ出版
2017

恥ずかしがらずに便の話をしよう 佐藤満春,大竹真一郎 マイナビ出版 2017
地球外生命体 実はここまできている探査技術 井田茂 マイナビ出版 2017
大阪城下 老舗ごふくや事件帖 三坂しほ,銀行 マイナビ出版 2018
コンバージョンを上げる！実践的ランディングペー
ジ制作講座

ＬＰＯ研究所 マイナビ出版
2018

あの日、茜色のきみに恋をした。 街みさお,ｓｙｏ５ マイナビ出版 2018
知っておきたい電子マネーと仮想通貨 三菱総合研究所 マイナビ出版 2018
大洗おもてなし会議（ミーティング） 四十七位の港
町にて

矢御あやせ,ｔｏｉ８ マイナビ出版
2018



角換わり 初段の常識 塚田泰明 マイナビ出版 2018
囲碁手筋大事典　－頻出型完全網羅－ 石田芳夫 マイナビ出版 2018
業務改革、見える化のための業務フローの描き方　
プレミアムブックス版

山原雅人,明庭聡,堀内健司 マイナビ出版
2018

プロが勧める簡明戦術！　囲碁・白番で勝つ方法 秋山次郎 マイナビ出版 2018
振り飛車の核心　“さばき”の基本手筋 藤倉勇樹 マイナビ出版 2018
InDesign　クリエイター養成講座 瀧野福子 マイナビ出版 2018
マイナビ文庫 愛と笑いのメッセージ 越智啓子 マイナビ出版 2018
こんこん、いなり不動産～あやかしシェアハウス、
はじめます！～

猫屋ちゃき マイナビ出版
2018

花屋「ゆめゆめ」であなたに咲く花を 編乃肌 マイナビ出版 2018
ある日突然ＡＩがあなたの会社に 細川義洋 マイナビ出版 2018
日本ビール検定公式テキスト 2018年4月改訂版 一般社団法人日本ビール文化研究会 マイナビ出版 2018
変幻自在！現代右玉のすべて 青嶋未来 マイナビ出版 2018
運命屋（サダメヤ）～幸せの代償は過去の思い出～

植原翠 マイナビ出版
2018

繰り巫女あやかし夜噺～かごめかごめかごのとり～
日向夏 マイナビ出版

2018

Dockerによるアプリケーション開発環境構築ガイド
櫻井洋一郎,村崎大輔 マイナビ出版

2018

谷川浩司全集I　名人就位まで　プレミアムブックス
版

谷川浩司 マイナビ出版
2018

谷川浩司全集II　名人復位まで　プレミアムブック
ス版

谷川浩司 マイナビ出版
2018

ビジネスパーソンのための人工知能入門 巣籠悠輔 マイナビ出版 2018
【増補改訂版】将棋・序盤完全ガイド　相居飛車編

上野裕和 マイナビ出版
2018

布石の基本完全ガイド　～なぜ、プロはそう打つの
か？～

小林覚 マイナビ出版
2018

吾輩が猫ですか！？ 小山洋典 マイナビ出版 2018



東京謎解き下町めぐり～人力車娘とイケメン大道芸
人の探偵帖～

宮川総一郎 マイナビ出版
2018

戦国武将が愛した名湯・秘湯 岩本薫 マイナビ出版 2018
好きなことだけして楽をしながら起業しよう 片桐実央 マイナビ出版 2018
将棋大観 (プレミアムブックス版) 木村義雄 マイナビ出版 2018
わたしたちの「作り置き献立」 人気インスタグラ
マーによる1週間のこだわりメニューとおすすめレシ
ピ

わたしたちの編集部 マイナビ出版
2018

あなたの寿命は食事が決める！ 森由香子 マイナビ出版 2018
わたしたちの「筋トレ」 わたしたちの編集部 マイナビ出版 2018
よくわかる囲碁の序盤　勝てる定石・布石の選択法

山田晋次 マイナビ出版
2018

マンガでざっくり学ぶプログラミング たにぐちまこと,北田瀧,ａｎｃｏ,トレンド マイナビ出版 2018
新版　幸せを呼び込むアロマテラピー事典 ～直感×
心理テストで導く　あなたに必要な色と香り～

色映みほ マイナビ出版
2018

関西若手棋士が創る現代将棋 池田将之 マイナビ出版 2018
先崎学＆中村太地 この名局を見よ！　20世紀編 先崎学,中村太地 マイナビ出版 2018
究極の囲碁上達ツール アルファ碁Teach完全ガイド

大橋拓文 マイナビ出版
2018

現場のプロから学ぶ　SEO技術バイブル 西山悠太朗,小林睦 マイナビ出版 2018
白黒パレード～ようこそ、テーマパークの裏側へ！
～

迎ラミン マイナビ出版
2018

河童の懸場帖（かけばちょう） 東京「物ノ怪（もの
のけ）」訪問録 ～夏の木立に雪が舞う～

桔梗楓 マイナビ出版
2018

完全版 高田流新感覚振り飛車破り　プレミアムブッ
クス版

高田尚平 マイナビ出版
2018

わたしたちの「猫暮らし」 わたしたちの編集部 マイナビ出版 2018
新型雁木のすべて 稲葉陽 マイナビ出版 2018
振り飛車最前線　石田流VS△１四歩型 村田顕弘 マイナビ出版 2018



並べるだけで強くなる！　囲碁・プロが薦める名局
選

片岡聡,王メイエン,結城聡,羽根直樹,藤沢里マイナビ出版
2018

一問一答で身につく　現代将棋の基本手筋432 真田圭一 マイナビ出版 2018
決まれば爽快！ 囲碁・実戦手筋トレーニング 小林孝之,小林覚 マイナビ出版 2018
職業、女流棋士 香川愛生 マイナビ出版 2018
Scratchではじめる　ときめきプログラミング 中山久美子,古市威志,なせもえみ,小林佳代子マイナビ出版 2018
現代将棋の核心に迫る！将棋指定局面バトル　居飛
車編

所司和晴,近藤誠也,石田直裕,石井健太郎 マイナビ出版
2018

将棋・究極の勝ち方　入玉の極意 杉本昌隆 マイナビ出版 2018
緩急自在の新戦法！　三間飛車藤井システム 佐藤和俊 マイナビ出版 2018
「駒取り坊主」長沼の中・終盤で差をつける　力戦
次の一手205

長沼洋 マイナビ出版
2018

基礎から始める　河野臨の詰碁 河野臨 マイナビ出版 2018
奇襲の王様 筋違い角のすべて 武市三郎,美馬和夫 マイナビ出版 2018
谷川浩司の将棋　矢倉篇 谷川浩司 マイナビ出版 2018
万国菓子舗　お気に召すまま　～満ちていく月と丸
い丸いバウムクーヘン～

溝口智子 マイナビ出版
2018

茄子神様とおいしいレシピ 矢凪 マイナビ出版 2018
場況を見抜く！超実戦立体何切る 平澤元気 マイナビ出版 2018
リケジョの法則 那識あきら,ｈｉｋｏ マイナビ出版 2018
万国菓子舗　お気に召すまま　～秘めた真珠と闇を
照らす光の砂糖菓子～

溝口智子 マイナビ出版
2018

わたしたちの「育児と子育て」 わたしたちの編集部 マイナビ出版 2018
決定版！ 囲碁 ９路盤完全ガイド 安斎伸彰 マイナビ出版 2018
増田康宏の新・将棋観　堅さからバランスへ 増田康宏 マイナビ出版 2018
現代麻雀の神ワザ　～天鳳強者の牌譜徹底分析～ 鳳南研究所 マイナビ出版 2018
EC戦略ナビ ～成長市場の「いま」と「これから」が
わかる！

株式会社いつも． マイナビ出版
2018

macOS Mojaveマスターブック 小山香織 マイナビ出版 2018



質屋からすのワケアリ帳簿～パンドーラーの人形師
～

南潔,冬臣 マイナビ出版
2018

現場で使える Ruby on Rails 5速習実践ガイド 大場寧子,松本拓也,櫻井達生,小田井優,大塚マイナビ出版 2018
金沢つくも神奇譚～万年筆の黒猫と路地裏の古書店
～

編乃肌 マイナビ出版
2018

新版 ビールの図鑑 一般社団法人日本ビール文化研究会,一般社マイナビ出版 2018
先を読む力 大西竜平の囲碁 大西竜平 マイナビ出版 2018
コンピュータは将棋をどう変えたか？ 西尾明 マイナビ出版 2018
山下敬吾の現代囲碁の教科書　布石編 山下敬吾 マイナビ出版 2018
MacBookマスターブック macOS Mojave対応版 松山茂,矢橋司 マイナビ出版 2018
先崎学＆中村太地 この名局を見よ！　21世紀編 先崎学,中村太地 マイナビ出版 2018
筋がよくなる！ 勝てる！ 石の形集中講義 三村智保 マイナビ出版 2018
Googleオプティマイズによるウェブテストの教科書

井水大輔,大柄優太,工藤麻里,瀧里絵,針替健マイナビ出版
2018

Excelでできるデータドリブン・マーケティング 小川貴史 マイナビ出版 2018
SEOに強い！　ネットショップの教科書 水上浩一 マイナビ出版 2018
Sのエージェント～お困りのあなたへ～ ひらび久美,ツグトク マイナビ出版 2018
自由自在！中飛車の新常識 今泉健司 マイナビ出版 2018
よくわかるHTML5+CSS3の教科書【第3版】 大藤幹 マイナビ出版 2018
結城流 早碁の極意 結城聡 マイナビ出版 2018
妙手に俗手、駒余りもあり！実戦詰め筋事典 本間博 マイナビ出版 2018
攻めて勝つ！三間飛車の心得 小倉久史 マイナビ出版 2018
天衣無縫　佐藤康光勝局集 佐藤康光 マイナビ出版 2018
現代麻雀の秘技　相手に対応させる技術 平澤元気 マイナビ出版 2018
家政夫くんは名探偵！ 楠谷佑 マイナビ出版 2018
家政夫くんは名探偵！　～冬の謎解きと大掃除～ 楠谷佑,スオウ マイナビ出版 2019
こんこん、いなり不動産～同居人はあやかしでもい
いですか？～

猫屋ちゃき マイナビ出版
2018

序盤で圧倒！ 囲碁・すぐに使える斬新布石 蘇耀国 マイナビ出版 2018
神速！角換わり▲２五歩型 必勝ガイド 長岡裕也 マイナビ出版 2018



七まちの刃～堺庖丁ものがたり～ 遠原嘉乃,くっか マイナビ出版 2019
河童の懸場帖(かけばちょう) 東京「物ノ怪(ものの
け)」訪問録 ～零れ桜にさよならを～

桔梗楓,冬臣 マイナビ出版
2019

試して学ぶ　スマートコントラクト開発 加嵜長門,篠原航,金志京,河西紀明,田中克典マイナビ出版 2019
７手９手詰パラダイス　詰みと読みの力をつける
210題

詰将棋パラダイス マイナビ出版
2019

将棋 平成新手白書　【居飛車編】 片上大輔 マイナビ出版 2019
実戦死活百科　～出現手順からマル秘テクニックま
で～

山田晋次 マイナビ出版
2019

藤森式青野流　絶対退かない横歩取り 藤森哲也 マイナビ出版 2019
論理的思考で勝つ麻雀 中嶋隼也 マイナビ出版 2019
マイナビ文庫 ワインの図鑑ミニ 君嶋哲至 マイナビ出版 2019
マイナビ文庫 世界のチーズ図鑑ミニ ＮＰＯ法人チーズプロフェッショナル協会 マイナビ出版 2019
焼きたてパン工房プティラパン～僕とウサギのアッ
プルデニッシュ～

植原翠,いつか マイナビ出版
2019

お悩み相談室の社内事件簿　～会社のトラブルすべ
て解決いたします～

浅海ユウ,庭春樹 マイナビ出版
2019

将棋400年史 野間俊克 マイナビ出版 2019
先生になろう！ 小山信康,小澤俊雄 マイナビ出版 2019
チームでは教えてくれない　プロサッカー選手にな
るために大切なこと

ふじいまさこ,池上正 マイナビ出版
2019

楽しく学ぶ　Unity2D超入門講座 森巧尚 マイナビ出版 2019
つくりながら学ぶ！　Pythonセキュリティプログラ
ミング

森幹太,坂井弘亮,ＳｅｃＨａｃｋ３６５ マイナビ出版
2019

一緒に作って食べられる 犬のごはん 須崎恭彦 マイナビ出版 2019
矢倉の新常識 真田圭一 マイナビ出版 2019
勝ちやすさNo.1！対振りなんでも居飛車穴熊 北島忠雄 マイナビ出版 2019
０からわかる囲碁の勝ち方　形勢はどのように差が
つくのか

松本武久 マイナビ出版
2019



「次の一手」で覚える 三間飛車定跡コレクション
414

所司和晴 マイナビ出版
2019

誰でもカンタン！ 図解で分かる囲碁の序盤 田尻悠人,坂倉健太 マイナビ出版 2019
七福神食堂 宮川総一郎,ａｌｍａ マイナビ出版 2019
魔女ラーラと私とハーブティー 国沢裕 マイナビ出版 2019
振り飛車の新機軸！　初手▲７八飛戦法 門倉啓太 マイナビ出版 2019
Cプログラミング入門以前　[第2版] 村山公保 マイナビ出版 2019
大橋貴洸の新研究　耀龍ひねり飛車 大橋貴洸 マイナビ出版 2019
対振り飛車の大革命　エルモ囲い急戦 村田顕弘 マイナビ出版 2019
将棋の基本 駒別手筋事典 大平武洋 マイナビ出版 2019
見て並べて上達！ 囲碁・プロが選んだ好手好局集 鶴山淳志 マイナビ出版 2019
あやかしだらけの託児所で働くことになりました 杉背よい,ｐｏｎ－ｍａｒｓｈ マイナビ出版 2019
あやかし動物病院の診察カルテ 一文字鈴,秋月アキラ マイナビ出版 2019
もはや死角なし！　進化版 極限早繰り銀 佐藤慎一 マイナビ出版 2019
指導のプロが教える 初段になるための囲碁上達法 足立泰彦 マイナビ出版 2019
初代Ｍリーガー松本のベストバランス麻雀 松本吉弘 マイナビ出版 2019
難しい手は一切無用！ 戦わないで勝つ囲碁 溝上知親 マイナビ出版 2019
急所を直撃！とっておきの雁木破り 小林裕士 マイナビ出版 2019
升田幸三　振り飛車の神髄 石川陽生 マイナビ出版 2019
伊達スタッフサービス　～摩訶不思議な現象は当社
にお任せを～

たすろう,烏羽雨 マイナビ出版
2019

万国菓子舗　お気に召すまま　～幼き日の鯛焼きと
神様のお菓子～

溝口智子,げみ マイナビ出版
2019

藤井聡太の鬼手　～デビューから平成30年度まで～
書籍編集部 マイナビ出版

2019

ポケット３手詰 週刊将棋 マイナビ出版 2019
悩まず打てる！　横田式 囲碁楽勝法 横田茂昭 マイナビ出版 2019
シンプルで勝ちやすい！誰でも使える囲碁AI流作戦

安斎伸彰 マイナビ出版
2019

ウェブ担当者のためのサイトユーザー図鑑 菅原大介 マイナビ出版 2019



棋風別！あなたに合った囲碁上達法 下島陽平 マイナビ出版 2019
中原VS谷川全局集 中原誠,谷川浩司 マイナビ出版 2019
浅草ちょこれいと堂　～雅な茶人とショコラティ
エール～

江本マシメサ,細居美恵子 マイナビ出版
2019

君と過ごす最後の一週間 新井輝 マイナビ出版 2019
実践TypeScript 吉井健文 マイナビ出版 2019
最善手を探せ！実戦次の一手トレーニング180 本間博 マイナビ出版 2019
超メンゼン主義麻雀 リツミサン マイナビ出版 2019
素材の旨味を引き出す　塩とこしょうのシンプルレ
シピ

浜内千波 マイナビ出版
2019

ご試食はいかがですか？　～店頭販売は伊達じゃな
い～

迎ラミン,ななミツ マイナビ出版
2019

アパレルガールがあなたの洋服をお選びします 文月向日葵,くじょう マイナビ出版 2019
やさしく学ぶ ディープラーニングがわかる数学のき
ほん ～アヤノ&ミオと学ぶ ディープラーニングの理
論と数学、実装～

立石賢吾（スマートニュース株式会社） マイナビ出版
2019

世界のカレー図鑑 ハウス食品株式会社 マイナビ出版 2019
質屋からすのワケアリ帳簿～双生の祝い皿～ 南潔,冬臣 マイナビ出版 2019
教養として学んでおきたい落語 堀井憲一郎 マイナビ出版 2019
リンパマッサージハンドブック 渡辺佳子 マイナビ出版 2019
マイナビ文庫　シンプル思考ですっきり身軽に暮ら
す

やまぐちせいこ マイナビ出版
2019

新装版　野菜がたくさん食べられるキッシュの本 福田淳子 マイナビ出版 2019
新版　いちばんよくわかる　タティングレースの基
本BOOK

杉本ちこ マイナビ出版
2019

書き直しを要求します！ 千冬,八つ森佳 マイナビ出版 2019
腹ペコ神さまがつまみ食い　～深夜一時の訪問者た
ち～

編乃肌,紅木春 マイナビ出版
2019

北鎌倉あやかし骨董店 佐藤とうこ,野ノ宮いと マイナビ出版 2019
京都上七軒あやかしシェアハウス 烏丸紫明,しきみ マイナビ出版 2019



【マイナビ文庫】日本の神話と神様手帖　あなたに
つながる八百萬の神々

秦まゆな マイナビ出版
2019

【マイナビ文庫】野菜薬膳 食材図鑑ミニ 橋口亮,橋口玲子 マイナビ出版 2019
新版　カリフォルニアばあさんの料理帖 レイ久子 マイナビ出版 2019
百鬼あやかし診療所 長尾彩子,hagi マイナビ出版 2019
ファイヤーファイター　～命がけのバディ～ 誉田龍一,alma マイナビ出版 2019
速効！図解 Excel 2010 総合版 Windows・Office 
2010対応

木村幸子 マイナビ出版
2010

はじめてでもよくわかる！　Webマーケティング集
中講義

カティサーク,押切孝雄,上田大輔 マイナビ出版
2014

サクサクわかる Excel 2013 サクサクわかる編集部 マイナビ出版 2014
よくわかるPHPの教科書　【PHP7対応版】 たにぐちまこと マイナビ出版 2018
これだけで勝てる 将棋 序・中盤のコツ 大平武洋 マイナビ出版 2018
藤井聡太推薦！　将棋が強くなる基本３手詰 書籍編集部 マイナビ出版 2018
将棋・基本戦法まるわかり事典　振り飛車編 安用寺孝功 マイナビ出版 2018
サクサク解ける 詰将棋練習帳 林の巻 詰将棋パラダイス マイナビ出版 2018
iPadマスターブック2019 iPad・Pro・mini 4対応 小山香織 マイナビ出版 2019
「次の一手」で覚える　将棋 序・中盤の手筋436　
レベルアップ編

週刊将棋 マイナビ出版
2019

平安時代の笑いと日本文化―『土佐日記』『竹取物
語』『源氏物語』を中心に（早稲田大学エウプラク
シス叢書１９）

金　小英 早稲田大学出版部
2019

アメリカ進歩主義教育の源流―ブロンソン・オル
コット思想研究（早稲田大学エウプラクシス叢書２
０）

山本孝司 早稲田大学出版部
2020

中世社会の成り立ち(日本中世の歴史1) 木村 茂光 吉川弘文館 2009
院政と武士の登場(日本中世の歴史2) 福島 正樹 吉川弘文館 2009
源平の内乱と公武政権(日本中世の歴史3) 川合　康 吉川弘文館 2009
元寇と南北朝の動乱(日本中世の歴史4) 小林 一岳 吉川弘文館 2009
室町の平和(日本中世の歴史5) 山田 邦明 吉川弘文館 2009



戦国大名と一揆(日本中世の歴史6) 池　享 吉川弘文館 2009
天下統一から鎖国へ(日本中世の歴史7) 堀　新 吉川弘文館 2010
別冊整形外科 No.38 編集:中村孝志 南江堂 2000
別冊整形外科 No.39 編集:二ノ宮節夫 南江堂 2001
別冊整形外科 No.40 編集:四宮謙一 南江堂 2001
別冊整形外科 No.41 編集:高岡邦夫 南江堂 2002
別冊整形外科 No.42 編集:石井良章 南江堂 2002
別冊整形外科 No.43 編集:中村孝志 南江堂 2003
別冊整形外科 No.44 編集:二ノ宮節夫 南江堂 2003
別冊整形外科 No.45 編集:四宮謙一 南江堂 2004
別冊整形外科 No.46 編集:高岡邦夫 南江堂 2004
別冊整形外科 No.47 編集:岩本幸英 南江堂 2005
別冊整形外科 No.48 編集:中村孝志 南江堂 2005
別冊整形外科 No.49 編集:長野昭 南江堂 2006
別冊整形外科 No.50 編集:四宮謙一 南江堂 2006
別冊整形外科 No.51 編集:高岡邦夫 南江堂 2007
別冊整形外科 No.52 編集:岩本幸英 南江堂 2007
別冊整形外科 No.53 編集:中村孝志 南江堂 2008
別冊整形外科 No.54 編集:長野昭 南江堂 2008
別冊整形外科 No.55 編集:四宮謙一 南江堂 2009
別冊整形外科 No.56 編集:高岡邦夫 南江堂 2009
別冊整形外科 No.57 編集:岩本幸英 南江堂 2010
別冊整形外科 No.58 編集:長野昭 南江堂 2010
別冊整形外科 No.59 編集:四宮謙一 南江堂 2011
別冊整形外科 No.60 編集:遠藤直人 南江堂 2011
別冊整形外科 No.61 編集:星野雄一 南江堂 2012
別冊整形外科 No.62 編集:越智光夫 南江堂 2012
別冊整形外科 No.63 編集:大川淳 南江堂 2013
別冊整形外科 No.64 編集:岩本幸英 南江堂 2013
別冊整形外科 No.65 編集:遠藤直人 南江堂 2014



別冊整形外科 No.66 編集:星野雄一 南江堂 2014
別冊整形外科 No.67 編集:越智光夫 南江堂 2015
別冊整形外科 No.68 編集:大川淳 南江堂 2015
別冊整形外科 No.69 編集:松田秀一 南江堂 2016
別冊整形外科 No.70 編集:遠藤直人 南江堂 2016
別冊整形外科 No.71 編集:遠藤直人 南江堂 2015
別冊整形外科 No.72 編集:竹下克志 南江堂 2017
別冊整形外科 No.73 編集:安達伸生 南江堂 2018
別冊整形外科 No.74 編集:大川淳 南江堂 2018
別冊整形外科 No.75 編集:松田秀一 南江堂 2019
別冊整形外科 No.76 編集:竹下克志 南江堂 2019
皮膚疾患最新の治療 2017-2018 編集:渡辺晋一-古川福実 南江堂 2017
腎疾患・透析最新の治療2017-2019 編集:山縣邦弘-南学正臣 南江堂 2017
循環器疾患最新の治療2018-2019 監修:永井良三-編集:伊藤浩-山下武志 南江堂 2018
産科婦人科疾患最新の治療2016-2018 編集:吉川史隆-倉智博久-平松祐司 南江堂 2016
呼吸器疾患最新の治療2016-2018 編集:杉山幸比古-門田淳一-弦間昭彦 南江堂 2016
神経疾患最新の治療2015-2017 編集:小林祥泰-水澤英洋-山口修平 南江堂 2015
眼科疾患最新の治療2016-2018 編集:大橋裕一-白神史雄-村上晶 南江堂 2016
感染症最新の治療2016-2018 編集:藤田次郎-竹末芳生-舘田一博 南江堂 2016
迷走する韓国をどうしたら救えるか―警告！日本も
韓国病を患っている

加瀬英明 勉誠出版
2020

犬からみた人類史 大石高典・近藤祉秋・池田光穂 勉誠出版 2019
日本人の英文法　完全治療クリニック Ｔ・Ｄ・ミントン アルク 2019
増補版 小学生の英検5級合格トレーニングブック 斎藤 裕紀恵-石川 滋子-永澤 侑子 アルク 2016
増補版 小学生の英検4級合格トレーニングブック 斎藤 裕紀恵-石川 滋子-永澤 侑子 アルク 2016
増補版 小学生の英検3級合格トレーニングブック 斎藤 裕紀恵-石川 滋子-永澤 侑子 アルク 2017
はじめての英検Jr. ブロンズ アルク文教教材編集部 アルク 2016
はじめての英検Jr. シルバー アルク文教教材編集部 アルク 2016
はじめての英検Jr. ゴールド アルク文教教材編集部 アルク 2017
日本語 アルク日本語編集部 アルク 2019



TOEIC(R) L&Rテスト 「直前」模試3回分 テッド寺倉-西嶋 愉一-天満 嗣雄 アルク 2019
みんなのえいご日記ドリル 石原 真弓 アルク 2007
えいごで答える 小学生のQ&A日記ドリル アルク文教教材編集部 アルク 2017
ゼロからはじめる　韓国語書き込みレッスン キム・スノク アルク 2019
新装版　英文法のトリセツ　とことん攻略編 阿川 イチロヲ アルク 2019
新装版　英文法のトリセツ　中学レベル完結編 阿川 イチロヲ アルク 2019
改訂第二版　起きてから寝るまで英会話　口慣らし
練習帳

吉田 研作 アルク
2019

「世界の英語」リスニング～グローバル時代の必須
英語

里井 久輝 アルク
2019

キクタン英検準1級ワークブック 一杉 武史 アルク 2019
キクタンドイツ語【初中級編】 櫻井 麻美 アルク 2019
キクタンロシア語【入門編】 猪塚 元 アルク 2014
キクタンロシア語会話【入門編】 猪塚 元-原 ダリア アルク 2017
キクタンタイ語【入門編】 上原 みどりこ アルク 2014
キクタンタイ語【初級編】 上原 みどりこ アルク 2018
キクタンベトナム語【入門編】 吉本 康子-今田 ひとみ アルク 2014
キクタンベトナム語会話【入門編】 吉本 康子-今田 ひとみ アルク 2016
キクタンインドネシア語 【入門編】 阿良田 麻里子 アルク 2015
キクタンブラジル・ポルトガル語 【入門編】 福森 雅史 アルク 2013
キクタン日本語　日本語能力試験N1 前坊 香菜子-本田 ゆかり-三好 裕子 アルク 2019
キクタンドイツ語【初級編】 岡村 りら アルク 2012
キクタンフランス語 【初級編】 大阪市立大学フランス語教材研究会 アルク 2012
キクタンフランス語 【初中級編】 大阪市立大学フランス語教材研究会 アルク 2013
キクタンフランス語会話【入門編】 福島 祥行 アルク 2016
キクタンイタリア語【初級編】 森田　学 アルク 2012
キクタンイタリア語【初中級編】 森田 学 アルク 2018
キクタンスペイン語 【初級編】 吉田 理加 アルク 2013
キクタンスペイン語会話【入門編】 福森 雅史 アルク 2017
改訂第2版キクタン【Basic】4000語レベル アルク文教編集部 アルク 2019



改訂第2版キクタン【Advanced】6000語レベル アルク文教編集部 アルク 2019
改訂第2版キクタン【Super】12000語レベル アルク文教編集部 アルク 2019
国際機構論講義 最上　敏樹 岩波書店 2016
戦後日本公害史論 宮本　憲一 岩波書店 2014
原子力損害賠償制度の研究―東京電力福島原発事故
からの考察

遠藤　典子 岩波書店
2013

東南アジアから見た近現代日本―「南進」・占領・
脱植民地化をめぐる歴史認識

後藤　乾一 岩波書店
2012

法律家をめざす人のための経済学 常木　淳 岩波書店 2015
冷戦と「アメリカの世紀」―アジアにおける「非公
式帝国」の秩序形成

菅　英輝 岩波書店
2016

ことりっぷ 静岡・浜松 2020年3月奥付 昭文社 昭文社 2020
ことりっぷ海外版 バリ島 2020年3月奥付 昭文社 昭文社 2020
現代外国人名録 2020 日外アソシエーツ〔編〕 日外アソシエーツ 2020
海を渡ってきた漢籍―江戸の書誌学入門 髙橋智〔著〕 日外アソシエーツ 2016
企業広報誌の世界―広報誌から企業コミュニケー
ションを読み解く

三島万里〔著〕 日外アソシエーツ
2018

現代語訳 小右記  8-摂政頼通- 倉本　一宏　編 吉川弘文館 2019
酒と調味料、保存食 石垣　悟　編 吉川弘文館 2019
飢えと食の日本史 菊池　勇夫　著 吉川弘文館 2019
皇位継承の中世史-血統をめぐる政治と内乱- 佐伯　智広　著 吉川弘文館 2019
オランダ別段風説書集成 風説書研究会　編 吉川弘文館 2019
律令国家と古代の社会 吉田　孝 岩波書店 1938
同性愛文学の系譜―日本近現代文学におけるLGBT以
前／以後

伊藤氏貴 勉誠出版
2020

老年こそ創造の時代―「人生百年」の新しい指針 田中英道 勉誠出版 2020
人間の理解 介護福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 2019
社会の理解 介護福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 2019
介護の基本Ⅰ 介護福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 2019
介護の基本Ⅱ 介護福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 2019



コミュニケーション技術 介護福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 2019
生活支援技術Ⅰ 介護福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 2019
生活支援技術Ⅱ 介護福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 2019
生活支援技術Ⅲ 介護福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 2019
介護過程 介護福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 2019
介護総合演習・介護実習 介護福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 2019
こころとからだのしくみ 介護福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 2019
発達と老化の理解 介護福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 2019
認知症の理解 介護福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 2019
障害の理解 介護福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 2019
医療的ケア 介護福祉士養成講座編集委員会 中央法規出版 2019
おはよう21　2018年11月号 おはよう21編集部 中央法規出版 2018
おはよう21　2018年12月号 おはよう21編集部 中央法規出版 2018
おはよう21　2019年1月号 おはよう21編集部 中央法規出版 2018
おはよう21　2019年2月号 おはよう21編集部 中央法規出版 2018
おはよう21　2019年3月号 おはよう21編集部 中央法規出版 2019
おはよう21　2019年4月号 おはよう21編集部 中央法規出版 2019
おはよう21　2019年4月号増刊 おはよう21編集部 中央法規出版 2019
おはよう21　2019年5月号 おはよう21編集部 中央法規出版 2019
おはよう21　2019年6月号 おはよう21編集部 中央法規出版 2019
おはよう21　2019年7月号 おはよう21編集部 中央法規出版 2019
おはよう21　2019年8月号 おはよう21編集部 中央法規出版 2019
おはよう21　2019年9月号 おはよう21編集部 中央法規出版 2019
おはよう21　2019年10月号 おはよう21編集部 中央法規出版 2019
おはよう21　2019年10月号増刊 おはよう21編集部 中央法規出版 2019
おはよう21　2019年11月号 おはよう21編集部 中央法規出版 2019
おはよう21　2019年12月号 おはよう21編集部 中央法規出版 2019
おはよう21　2020年1月号 おはよう21編集部 中央法規出版 2019
おはよう21　2020年2月号 おはよう21編集部 中央法規出版 2019
おはよう21　2020年3月号 おはよう21編集部 中央法規出版 2020



ケアマネジャー　2018年10月号 ケアマネジャー編集部 中央法規出版 2018
ケアマネジャー　2018年11月号 ケアマネジャー編集部 中央法規出版 2018
ケアマネジャー　2018年12月号 ケアマネジャー編集部 中央法規出版 2018
ケアマネジャー　2019年1月号 ケアマネジャー編集部 中央法規出版 2018
ケアマネジャー　2019年2月号 ケアマネジャー編集部 中央法規出版 2019
ケアマネジャー　2019年3月号 ケアマネジャー編集部 中央法規出版 2019
ケアマネジャー　2019年4月号 ケアマネジャー編集部 中央法規出版 2019
ケアマネジャー　2019年5月号 ケアマネジャー編集部 中央法規出版 2019
ケアマネジャー　2019年6月号 ケアマネジャー編集部 中央法規出版 2019
ケアマネジャー　2019年7月号 ケアマネジャー編集部 中央法規出版 2019
ケアマネジャー　2019年8月号 ケアマネジャー編集部 中央法規出版 2019
ケアマネジャー　2019年9月号 ケアマネジャー編集部 中央法規出版 2019
ケアマネジャー　2019年10月号 ケアマネジャー編集部 中央法規出版 2019
ケアマネジャー　2019年11月号 ケアマネジャー編集部 中央法規出版 2019
ケアマネジャー　2019年12月号 ケアマネジャー編集部 中央法規出版 2019
ケアマネジャー　2020年1月号 ケアマネジャー編集部 中央法規出版 2019
ケアマネジャー　2020年2月号 ケアマネジャー編集部 中央法規出版 2020
人工知能 Vol.35 No.1 （2020年01月号） 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2020
土木のずかん  災害に備えるわざ 速水 洋志-水村 俊幸-稲垣 正晴-吉田 勇人 オーム社 2019
JMPではじめるデータサイエンス 三井 正 オーム社 2019
Hyperledger Iroha入門 ―ブロックチェーンの導入
と運営管理―

コネクト株式会社-佐藤 栄一 オーム社
2020

Python超入門 モンティと学ぶはじめてのプログラ
ミング

及川 えり子 オーム社
2020

狙われる工場、守れ！"サプライチェーン"　NIST 
SP 800-171 機密性確保のガイドライン

渡辺 裕之-大津 剛-加藤 剛-中木 琢夫-橋本    オーム社
2020

医療AIの夜明け　-AIドクターが医者を超える日- 岡田 正彦 オーム社 2019
ことりっぷ 伊豆 2020年3月奥付 昭文社 昭文社 2020
ことりっぷ 奈良・飛鳥 2020年3月奥付 昭文社 昭文社 2020
よくわかる 初心者のための Word 2019 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2019



よくわかる Word 2019基礎 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2019
よくわかる Word 2019応用 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2019
よくわかる初心者のための Excel 2019 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2019
よくわかる Excel 2019基礎 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2019
よくわかる Excel 2019応用 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2019
よくわかる Excel 2019/2016/2013 関数テクニッ
ク

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2019

よくわかる Excel 2019/2016/2013 マクロ/VBA 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2019
よくわかる 初心者のための PowerPoint 2019 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2019
よくわかる PowerPoint 2019応用 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2019
よくわかる Access 2019基礎 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2019
よくわかる Access 2019応用 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2019
よくわかる Word 2019 & Excel 2019 & 
PowerPoint 2019

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2019

よくわかる Word 2019 & Excel 2019 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2019
よくわかるマスター 令和2-3年度版 ITパスポート試
験 対策テキスト&過去問題集

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2020

よくわかる <改訂3版>自信がつくビジネスマナー 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2019
よくわかる 自信がつくプレゼンテーション <改訂版
>

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2017

よくわかる 自信がつくビジネス文書 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2010
内定を勝ち取る10のステップ<改訂版> 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2014
ビジネスコミュニケーションスキルを磨く10のス
テップ<改訂版>

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2014

よくわかる PowerPoint 2019基礎 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2019
ことりっぷ 長崎 ハウステンボス・五島列島 2019年
7月奥付

昭文社 昭文社
2019

法と経済の心理学Ⅱ―トラブル回避の心構え― 立石　孝夫 大学教育出版 2010
法と経済の心理学Ⅲ―快を求める人の行動― 立石　孝夫 大学教育出版 2014
国際取引の法と交渉 立石　孝夫 大学教育出版 2011



農ある世界と地方の眼力2―平成末期漫筆集― 小松　泰信 大学教育出版 2019
教養としての簿記―ゼロから学ぶ簿記理論― 須藤　芳正　監修／太田　佑馬　編著 大学教育出版 2019
社会福祉を牽引する人物④　岸本　敦―異端の経営
者と言われながら―

野嶋　納美／森脇　恵美　 編集者／岸本　 　 　 大学教育出版
2020

伊勢管弦楽団の「指揮者の部屋」―マーラーなどの
名曲とともに―

大谷　正人 大学教育出版
2020

運動で体質が改善できなかった人が読む本 佐々木　拓男 大学教育出版 2020
ホタルと人と文化 おかやま環境ネットワーク　編／梶田　博司 　 　大学教育出版 2010
あの時の野球とあの子たち 久保田　浩司 大学教育出版 2020
幼児体育　理論と実践［上級］ 日本幼児体育学会 編 大学教育出版 2013
日本戦前映画論集―映画理論の再発見― ［監修］アーロン・ジェロー /［監修］岩本  ゆまに書房 2018
一九三九年の在日朝鮮人観 ［著］ 木村健二 ゆまに書房 2017
植民地期台湾の銀行家・木村 匡 ［著］ 波形昭一 ゆまに書房 2017
社史で見る日本経済史　立業貿易録（三菱商事・
1958）

ゆまに書房 ゆまに書房
2009

社史で見る日本経済史　日石五十年（日本石油・
1937）

ゆまに書房 ゆまに書房
2009

社史で見る日本経済史　東京石川島造船所五十年史
（東京石川島造船所・1930）

ゆまに書房 ゆまに書房
2009

社史で見る日本経済史　澁澤倉庫株式会社三十年小
史／澁澤倉庫六十年史（澁澤倉庫株式会社・
1931/1959）

ゆまに書房 ゆまに書房
2009

社史で見る日本経済史　住友銀行三十年史（住友銀
行・1926）

ゆまに書房 ゆまに書房
2009

社史で見る日本経済史　明治火災海上保険株式会社
五十年史（明治火災海上保険株式会社・1942）

ゆまに書房 ゆまに書房
2009

社史で見る日本経済史　日本楽器製造株式会社の現
況 （山葉寅楠翁銅像建設事務所・1929年） 山葉寅
楠翁（山葉寅楠翁銅像建設事務所・1929年） 山葉
の繁り（日本楽器製造株式会社・1936年）

ゆまに書房 ゆまに書房

2011



遺伝子の時代の倫理（熊本大学生命倫理研究会論集
１）

高橋隆雄 編 九州大学出版会
1999

ケア論の射程（熊本大学生命倫理研究会論集２） 中山　將・高橋隆雄 編 九州大学出版会 2001
ヒトの生命と人間の尊厳（熊本大学生命倫理研究会
論集３）

高橋隆雄 編 九州大学出版会
2002

よき死の作法（熊本大学生命倫理研究会論集４） 高橋隆雄・田口宏昭 編 九州大学出版会 2003
生命と環境の共鳴（熊本大学生命倫理研究会論集
５）

高橋隆雄 編 九州大学出版会
2004

生命・情報・機械（熊本大学生命倫理研究会論集
６）

高橋隆雄 編 九州大学出版会
2005

日本の生命倫理──回顧と展望──（熊本大学生命
倫理論集１）

高橋隆雄・浅井　篤 編 九州大学出版会
2007

自己決定論のゆくえ──哲学・法学・医学の現場か
ら──（熊本大学生命倫理論集２）

高橋隆雄・八幡英幸 編 九州大学出版会
2008

生命という価値──その本質を問う──（熊本大学
生命倫理論集３）

高橋隆雄・粂　和彦 編 九州大学出版会
2009

医療の本質と変容──伝統医療と先端医療のはざま
で──（熊本大学生命倫理論集４）

高橋隆雄・北村俊則 編 九州大学出版会
2011

自己決定の時代の倫理学 高橋隆雄 九州大学出版会 2001
生命・環境・ケア ──日本的生命倫理の可能性──

高橋隆雄 九州大学出版会
2008

将来世代学の構想──幸福概念の再検討を軸として
──

高橋隆雄 編 九州大学出版会
2012

「共災」の論理 高橋隆雄 九州大学出版会 2013
現代中国の留学政策──国家発展戦略モデルの分析
──

白土　悟 九州大学出版会
2011

エネルギーの゙視点からみた放射線──強くて、恐い
けど、怖くない──

田辺哲朗 九州大学出版会
2018

絆の翼 ダイヤモンド・ビジョナリー┴岡田晴彦 ダイヤモンド社 2007
日本一小さな整備工場が業界を動かしたとき 松川陽 ダイヤモンド社 2014



新版　やっぱり変だよ日本の営業 宋文洲 ダイヤモンド社 2014
本当のリーダーはどこにいる？ ヒューマンサイエンス研究会 ダイヤモンド社 2014
イノベーターズ　革新的価値創造者たち 吉村慎吾 ダイヤモンド社 2014
与信管理奮闘日記２ 藤本太一┴川本聖人┴リスクモンスター株式ダイヤモンド社 2014
ファーストペンギンの会社 株式会社デジタルガレージ　創業20周年記ダイヤモンド社 2014
社長ほど楽しい仕事はない 金子智樹 ダイヤモンド社 2014
歓喜のホスピタリティ・マネジメント 株式会社ＪＴＢコーポレートソリューショ ダイヤモンド社 2014
ぼくらの地球規模イノベーション戦略 菅谷俊二 ダイヤモンド社 2015
不動産業は、究極のサービス業 長原英司 ダイヤモンド社 2016
社訓「会社を大きくしない」 十川正明 ダイヤモンド社 2015
ホンマに、おおきに！ 元岡俊一 ダイヤモンド社 2016
メンタルタフネスな会社のつくり方 株式会社アドバンテッジ リスク マネジメンダイヤモンド社 2016
タイヤ以外、何に触れても事故である。 神子田健博 ダイヤモンド社 2016
金鳥の夏はいかにして日本の夏になったのか？ 金鳥宣伝部 ダイヤモンド社 2016
外資系運用会社が明かす投資信託の舞台裏 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 ダイヤモンド社 2016
「時間」はどこへ消えたのか？ 吉都紀太介 ダイヤモンド社 2016
１２人で「銀行」をつくってみた 岡田晴彦 ダイヤモンド社 2017
「睡眠品質」革命 内田直┴高岡本州 ダイヤモンド社 2017
日本流イノベーション 吉村慎吾 ダイヤモンド社 2017
ＫＯＮＪＯ 宗澤岳史┴三上登 ダイヤモンド社 2016
手作り屋台が生んだ「やりすぎ」飲食店経営 大西慎也 ダイヤモンド社 2017
京都大学の経営学講義　いま日本を代表する経営者
が考えていること

川北英隆┴奥野一成 ダイヤモンド社 2017

エブリデイ・ロープライス 遠藤勉 ダイヤモンド社 2017
スターフライヤー　漆黒の翼、感動を乗せて 株式会社スターフライヤー ダイヤモンド社 2017
なぜ、ユニフォームは、働く人を美しく魅せるの
か？

長尾孝彦 ダイヤモンド社 2017

社長、商標登録はお済みですか？ 平野泰弘 ダイヤモンド社 2012
デジタルトランスフォーメーション経営 株式会社レイヤーズ・コンサルティング ダイヤモンド社 2017
ＣＶＣ　コーポレートベンチャーキャピタル アンドリュー・ロマンス┴増島雅和┴松本守ダイヤモンド社 2017



愛の安住地　龍馬と佐那と名刀吉行 北村精男 ダイヤモンド社 2017
観光ＤＭＯ設計・運営のポイント 日本政策投資銀行　地域企画部 ダイヤモンド社 2017
最適物流の科学 菅哲賢 ダイヤモンド社 2017
「投資家」にも「経営者」にも小さな飲食店は最強
の生き抜く力

葛和満博 ダイヤモンド社 2018

一流の経営者は、何を考え、どう行動し、いかにし
て人を惹き付けるのか？

川北英隆┴奥野一成 ダイヤモンド社 2018

ひと手間カンパニー。 甘竹秀企 ダイヤモンド社 2017
安心の門　オートゲート 星野恭亮 ダイヤモンド社 2018
人材教育、こうすれば、　やめない、つづく、成長
する！

大西昌宏 ダイヤモンド社 2018

どん底企業から東証１部へ 森田千里雄 ダイヤモンド社 2018
床は大事　第４巻　床を造る 朝日ウッドテック株式会社 ダイヤモンド社 2017
工法革命 北村精男 ダイヤモンド社 2017
なぜ、誰もあなたの思い通りに動いてくれないのか 松本洋 ダイヤモンド社 2018

「水」に価値がついた日 森澤紳勝 ダイヤモンド社 2018
Ｂｉｌｌｉｏｎ（億）トレーダー　ひろぴーのＦＸ
の基礎の基礎

ひろぴー ダイヤモンド社 2018

ＡＩ時代に輝く経営の教科書 吉村慎吾 ダイヤモンド社 2018
Ｂｉｌｌｉｏｎ　ｔｒａｄｅｒ（億トレーダー）　
ひろぴーの読むＦＸ

ひろぴー ダイヤモンド社 2018

無言力 上野真司 ダイヤモンド社 2018
日本版　インダストリー４．Ｘ 奥雅春 ダイヤモンド社 2018
人生経営論 久米信廣┴岡田晴彦 ダイヤモンド社 2018
『丸く正しい商いを』愛され続けるスーパー「丸
正」の 100年  　1巻

飯塚司郎 ダイヤモンド社 2019

『丸く正しい商いを』愛され続けるスーパー「丸
正」の 100年  　2巻

飯塚司郎 ダイヤモンド社 2019



『丸く正しい商いを』愛され続けるスーパー「丸
正」の 100年  　3巻

飯塚司郎 ダイヤモンド社 2019

社員が「いつの間にか」成長するスゴイ育て方 富士通ラーニングメディア ダイヤモンド社 2018
インサイドセールス　究極の営業術＜第1巻＞ 水嶋玲以仁 ダイヤモンド社 2018
インサイドセールス　究極の営業術＜第2巻＞ 水嶋玲以仁 ダイヤモンド社 2018
インサイドセールス　究極の営業術＜第3巻＞ 水嶋玲以仁 ダイヤモンド社 2018
インサイドセールス　究極の営業術＜第4巻＞ 水嶋玲以仁 ダイヤモンド社 2018
インサイドセールス　究極の営業術＜第5巻＞ 水嶋玲以仁 ダイヤモンド社 2018
『丸く正しい商いを』愛され続けるスーパー「丸
正」の 100年  ４巻

飯塚司郎 ダイヤモンド社 2019

２代目社長のための、成長率１５０％を可能にする
会社経営

小田原洋一 ダイヤモンド社 2018

１００歳まで元気でいるための正しい歩き方 関口正彦┴内海聡 ダイヤモンド社 2019
経営者はいかにして、企業価値を高めているのか？ 川北　英隆┴奥野　一成 ダイヤモンド社 2019

栄養学の研究者が　臨床試験データで解説する「モ
リンガの実力」

本三保子 ダイヤモンド社 2019

偏差値コンプレックスよ、さようなら！ 大石博雄 ダイヤモンド社 2019
地域経済循環分析の手法と実践 日本政策投資銀行　株式会社価値総合研究所ダイヤモンド社 2019
ｂｉｌｌｂｏａｒｄを呼んできたサラリーマン 北口　正人 ダイヤモンド社 2019
アートの創造性が地域をひらく 日本政策投資銀行 ダイヤモンド社 2020
ＶＲインパクト 伊藤裕二 ダイヤモンド社 2017
進む！助け合える！ＷＡ（和）のプロジェクトマネ
ジメント

宮田一雄 ダイヤモンド社 2017

水道事業の経営改革 地下誠二┴日本政策投資銀行　地域企画部 ダイヤモンド社 2017
デジタルインサイドセールス 吉田融正 ダイヤモンド社 2017
床は大事　第１巻　床を語る　建築家の視点「床」
のない家はない

朝日ウッドテック株式会社 ダイヤモンド社 2017

床は大事　第２巻　床を語る　インテリアの視点　
家具・照明・「床」

朝日ウッドテック株式会社 ダイヤモンド社 2017



床は大事　第３巻　床を語る　アカデミズムの視点　
「床」と日本

朝日ウッドテック株式会社 ダイヤモンド社 2017

よくわかる Word 2016ドリル 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2016
よくわかる Word 2016演習問題集 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2017
よくわかる 初心者のためのExcel 2016 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2016
よくわかる Excel 2016ドリル 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2016
よくわかる Excel 2016演習問題集 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2017
よくわかる エクセル 65の使い方改革 知らないと損
するExcel仕事術

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2018

よくわかる Word 2016 & Excel 2016 スキルアッ
プ問題集 操作マスター編

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2017

よくわかる Word 2016 & Excel 2016 スキルアッ
プ問題集 ビジネス実践編

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2017

よくわかる 仕事に使える Excel 関数ブック 
2016/2013/2010/2007対応

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2016

よくわかる 初心者のためのWord 2016 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2016
よくわかる Word 2016基礎 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2016
よくわかる Word 2016応用 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2016
よくわかる Excel 2016基礎 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2016
よくわかる Excel 2016応用 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2016
よくわかる 初心者のためのPowerPoint 2016 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2017
よくわかる PowerPoint 2016基礎 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2016
よくわかる PowerPoint2016応用 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2016
よくわかる Access 2016基礎 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2016
よくわかる Access 2016応用 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2016
よくわかる Word 2016 & Excel 2016 & 
PowerPoint 2016 <改訂版>

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2018

よくわかる Word 2016 & Excel 2016 <改訂版> 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2018
魔女裁判-魔術と民衆のドイツ史-(歴史文化ライブラ
リー102)

牟田和男 吉川弘文館
2018



東国の南北朝動乱-北畠親房と国人-(歴史文化ライブ
ラリー131)

伊藤喜良 吉川弘文館
2019

秦の始皇帝-伝説と史実のはざま-(歴史文化ライブラ
リー132)

鶴間和幸 吉川弘文館
2018

天台仏教と平安朝文人(歴史文化ライブラリー133)
後藤昭雄 吉川弘文館

2018

海外観光旅行の誕生(歴史文化ライブラリー134) 有山輝雄 吉川弘文館 2018
東京都の誕生(歴史文化ライブラリー135) 藤野　敦 吉川弘文館 2018
百姓一揆とその作法(歴史文化ライブラリー137) 保坂　智 吉川弘文館 2018
女人禁制(歴史文化ライブラリー138) 鈴木正崇 吉川弘文館 2018
海のモンゴロイド-ポリネシア人の祖先をもとめて-
(歴史文化ライブラリー139)

片山一道 吉川弘文館
2018

銭の考古学(歴史文化ライブラリー140) 鈴木公雄 吉川弘文館 2002
藤原摂関家の誕生-平安時代史の扉-(歴史文化ライブ
ラリー141)

米田雄介 吉川弘文館
2019

子どもたちの近代-学校教育と家庭教育-(歴史文化ラ
イブラリー143)

小山静子 吉川弘文館
2018

大和の豪族と渡来人-葛城・蘇我氏と大伴・物部氏-
(歴史文化ライブラリー144)

加藤謙吉 吉川弘文館
2002

記憶すること・記録すること-聞き書き論ノート-(歴
史文化ライブラリー145)

香月洋一郎 吉川弘文館
2002

鉄砲と戦国合戦(歴史文化ライブラリー146) 宇田川武久 吉川弘文館 2002
地獄を二度も見た天皇 光厳院(歴史文化ライブラ
リー147)

飯倉晴武 吉川弘文館
2002

江戸店の明け暮れ(歴史文化ライブラリー148) 林　玲子 吉川弘文館 2018
丸山真男の思想史学(歴史文化ライブラリー149) 板垣哲夫 吉川弘文館 2018
水戸学と明治維新(歴史文化ライブラリー150) 吉田俊純 吉川弘文館 2003
日本語の誕生-古代の文字と表記-(歴史文化ライブラ
リー151)

沖森卓也 吉川弘文館
2003

宮本武蔵の読まれ方(歴史文化ライブラリー152) 櫻井良樹 吉川弘文館 2018



琉球と中国-忘れられた冊封使-(歴史文化ライブラ
リー153)

原田禹雄 吉川弘文館
2019

遣唐使の見た中国(歴史文化ライブラリー154) 古瀬奈津子 吉川弘文館 2018
近現代日本の農村-農政の原点をさぐる-(歴史文化ラ
イブラリー155)

庄司俊作 吉川弘文館
2018

モダン都市の誕生-大阪の街･東京の街-(歴史文化ラ
イブラリー156)

橋爪紳也 吉川弘文館
2018

公園の誕生(歴史文化ライブラリー157) 小野良平 吉川弘文館 2019
日中戦争と汪兆銘(歴史文化ライブラリー158) 小林英夫 吉川弘文館 2019
鎌倉北条氏の興亡(歴史文化ライブラリー159) 奥富敬之 吉川弘文館 2003
歴史の旅 武田信玄を歩く(歴史文化ライブラリー
160)

秋山　敬 吉川弘文館
2019

夏が来なかった時代-歴史を動かした気候変動-(歴史
文化ライブラリー161)

桜井邦朋 吉川弘文館
2018

関東大震災と戒厳令(歴史文化ライブラリー162) 松尾章一 吉川弘文館 2019
書物に魅せられた英国人-フランク・ホーレーと日本
文化-(歴史文化ライブラリー163)

横山　學 吉川弘文館
2018

霊場の思想(歴史文化ライブラリー164) 佐藤弘夫 吉川弘文館 2018
海の生活誌-半島と島の暮らし-(歴史文化ライブラ
リー165)

山口　徹 吉川弘文館
2018

浅間山大噴火(歴史文化ライブラリー166) 渡辺尚志 吉川弘文館 2018
よみがえる安土城(歴史文化ライブラリー167) 木戸雅寿 吉川弘文館 2019
江戸の地図屋さん-販売競争の舞台裏-(歴史文化ライ
ブラリー168)

俵　元昭 吉川弘文館
2019

中世 瀬戸内海の旅人たち(歴史文化ライブラリー
169)

山内　譲 吉川弘文館
2018

歌舞伎と人形浄瑠璃(歴史文化ライブラリー170) 田口章子 吉川弘文館 2018
落語の博物誌-江戸の文化を読む-(歴史文化ライブラ
リー171)

岩崎均史 吉川弘文館
2018

鬼の復権(歴史文化ライブラリー172) 萩原秀三郎 吉川弘文館 2018



文化財報道と新聞記者(歴史文化ライブラリー173)
中村俊介 吉川弘文館

2018

帝国日本と植民地都市(歴史文化ライブラリー174)
橋谷　弘 吉川弘文館

2018

幕末明治 横浜写真館物語(歴史文化ライブラリー
175)

斎藤多喜夫 吉川弘文館
2019

スガモプリズン-戦犯たちの平和運動-(歴史文化ライ
ブラリー176)

内海愛子 吉川弘文館
2018

海を渡った陶磁器(歴史文化ライブラリー177) 大橋康二 吉川弘文館 2018
古代の蝦夷と城柵(歴史文化ライブラリー178) 熊谷公男 吉川弘文館 2018
武道の誕生(歴史文化ライブラリー179) 井上　俊 吉川弘文館 2018
激動昭和と浜口雄幸(歴史文化ライブラリー180) 川田　稔 吉川弘文館 2019
土一揆の時代(歴史文化ライブラリー181) 神田千里 吉川弘文館 2019
大工道具の日本史(歴史文化ライブラリー182) 渡邉　晶 吉川弘文館 2018
グローバル時代の世界史の読み方(歴史文化ライブラ
リー183)

宮崎正勝 吉川弘文館
2019

騎兵と歩兵の中世史(歴史文化ライブラリー184) 近藤好和 吉川弘文館 2018
明治神宮の出現(歴史文化ライブラリー185) 山口輝臣 吉川弘文館 2005
古建築修復に生きる-屋根職人の世界-(歴史文化ライ
ブラリー186)

原田多加司 吉川弘文館
2019

日本の味 醤油の歴史(歴史文化ライブラリー187) 林　玲子・天野雅敏編 吉川弘文館 2005
バイオロジー事始-異文化と出会った明治人たち-(歴
史文化ライブラリー188)

鈴木善次 吉川弘文館
2018

日本禅宗の伝説と歴史(歴史文化ライブラリー189)
中尾良信 吉川弘文館

2005

日本語はだれのものか(歴史文化ライブラリー190)
川口　良・角田史幸 吉川弘文館

2017

黒船がやってきた-幕末の情報ネットワーク-(歴史文
化ライブラリー191)

岩田みゆき 吉川弘文館
2018



アスファルトの下の江戸-住まいと暮らし-(歴史文化
ライブラリー192)

寺島孝一 吉川弘文館
2018

江戸の町奉行(歴史文化ライブラリー193) 南  和男 吉川弘文館 2005
時代劇と風俗考証-やさしい有職故実入門-(歴史文化
ライブラリー194)

二木謙一 吉川弘文館
2019

乳母の力-歴史を支えた女たち-(歴史文化ライブラ
リー195)

田端泰子 吉川弘文館
2019

柳宗悦と民藝の現在(歴史文化ライブラリー196) 松井　健 吉川弘文館 2005
宿場の日本史-街道に生きる-(歴史文化ライブラリー
198)

宇佐美ミサ子 吉川弘文館
2018

倭国と渡来人-交錯する「内」と「外」-(歴史文化ラ
イブラリー199)

田中史生 吉川弘文館
2005

戦国大名の危機管理(歴史文化ライブラリー200) 黒田基樹 吉川弘文館 2005
旧幕臣の明治維新-沼津兵学校とその群像-(歴史文化
ライブラリー201)

樋口雄彦 吉川弘文館
2019

鎌倉 古寺を歩く-宗教都市の風景-(歴史文化ライブラ
リー202)

松尾剛次 吉川弘文館
2019

銃後の社会史-戦死者と遺族-(歴史文化ライブラリー
203)

一ノ瀬俊也 吉川弘文館
2019

自然を生きる技術-暮らしの民俗自然誌-(歴史文化ラ
イブラリー204)

篠原　徹 吉川弘文館
2018

川は誰のものか-人と環境の民俗学-(歴史文化ライブ
ラリー205)

菅　　豊 吉川弘文館
2006

武田信玄像の謎(歴史文化ライブラリー206) 藤本正行 吉川弘文館 2018
江戸の海外情報ネットワーク(歴史文化ライブラリー
207)

岩下哲典 吉川弘文館
2006

大江戸飼い鳥草紙-江戸のペットブーム-(歴史文化ラ
イブラリー208)

細川博昭 吉川弘文館
2018

庭園の中世史-足利義政と東山山荘-(歴史文化ライブ
ラリー209)

飛田範夫 吉川弘文館
2019



数え方の日本史(歴史文化ライブラリー210) 三保忠夫 吉川弘文館 2019
苗字と名前の歴史(歴史文化ライブラリー211) 坂田　聡 吉川弘文館 2006
戦後政治と自衛隊(歴史文化ライブラリー212) 佐道明広 吉川弘文館 2019
江戸八百八町に骨が舞う-人骨から解く病気と社会-
(歴史文化ライブラリー213)

谷畑美帆 吉川弘文館
2006

赤穂浪士の実像(歴史文化ライブラリー214) 谷口眞子 吉川弘文館 2019
安倍晴明-陰陽師たちの平安時代-(歴史文化ライブラ
リー215)

繁田信一 吉川弘文館
2006

フランスの中世社会-王と貴族たちの軌跡-(歴史文化
ライブラリー216)

渡辺節夫 吉川弘文館
2006

戒名のはなし(歴史文化ライブラリー217) 藤井正雄 吉川弘文館 2006
中世武士の城(歴史文化ライブラリー218) 齋藤慎一 吉川弘文館 2006
古代出雲(歴史文化ライブラリー219) 前田晴人 吉川弘文館 2006
江戸時代の身分願望-身上りと上下無し-(歴史文化ラ
イブラリー220)

深谷克己 吉川弘文館
2018

黄金の島 ジパング伝説(歴史文化ライブラリー226)
宮崎正勝 吉川弘文館

2019

聖徳太子と飛鳥仏教(歴史文化ライブラリー228) 曾根正人 吉川弘文館 2018
声と顔の中世史-戦さと訴訟の場景より-(歴史文化ラ
イブラリー231)

蔵持重裕 吉川弘文館
2018

選挙違反の歴史-ウラからみた日本の100年-(歴史文
化ライブラリー235)

季武　嘉也 吉川弘文館
2018

読みにくい名前はなぜ増えたか(歴史文化ライブラ
リー236)

佐藤　稔 吉川弘文館
2018

江戸城が消えていく-『江戸名所図会』の到達点-(歴
史文化ライブラリー239)

千葉正樹 吉川弘文館
2018

信長のおもてなし-中世食べもの百科-(歴史文化ライ
ブラリー240)

江後迪子 吉川弘文館
2018

昭和を騒がせた漢字たち-当用漢字の事件簿-(歴史文
化ライブラリー241)

円満字二郎 吉川弘文館
2018



倭国のなりたち(日本古代の歴史1) 木下 正史 吉川弘文館 2013
飛鳥と古代国家(日本古代の歴史2) 篠川　賢 吉川弘文館 2013
奈良の都と天平文化(日本古代の歴史3) 西宮 秀紀 吉川弘文館 2013
平安京の時代(日本古代の歴史4) 佐々木 恵介 吉川弘文館 2014
摂関政治と地方社会(日本古代の歴史5) 坂上 康俊 吉川弘文館 2015
列島の古代(日本古代の歴史6) 佐藤　信 吉川弘文館 2019
天下人の時代(日本近世の歴史1) 藤井 讓治 吉川弘文館 2011
将軍権力の確立(日本近世の歴史2) 杣田 善雄 吉川弘文館 2012
綱吉と吉宗(日本近世の歴史3) 深井 雅海 吉川弘文館 2012
田沼時代(日本近世の歴史4) 藤田　覚 吉川弘文館 2012
開国前夜の世界(日本近世の歴史5) 横山  伊徳 吉川弘文館 2013
明治維新(日本近世の歴史6) 青山 忠正 吉川弘文館 2012
ことりっぷ 有田・唐津 伊万里・武雄・嬉野 2018年
7月奥付

昭文社 昭文社
2018

ことりっぷ海外版 マカオ 2019年7月奥付 昭文社 昭文社 2019
香港の過去・現在・未来 倉田徹 勉誠出版 2019
学生のための思考力・判断力・表現力が身に付く情
報リテラシー

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2018

情報モラル＆情報セキュリティ<改訂3版> 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2020
情報リテラシー Windows10 / Office 2019対応 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2020
情報リテラシー アプリ編 Windows10 / Office 
2019対応

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2020

情報リテラシー 入門編 Windows10 / Office 2019
対応

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2020

情報リテラシー 総合編 Windows10 / Office 2019
対応

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2020

情報リテラシー <改訂版> Windows10 / Office 
2016対応

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2018

情報リテラシー アプリ編 <改訂版> Windows10 / 
Office 2016対応

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2018



情報リテラシー 入門編 <改訂版> Windows10 / 
Office 2016対応

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2018

情報リテラシー 総合編 <改訂版> Windows10 / 
Office 2016対応

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2018

よくわかるマスター ITパスポート試験 直前対策 1
週間完全プログラム シラバスVer3.0準拠

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2016

よくわかるマスター ITパスポート試験 書いて覚え
る学習ドリル シラバスVer3.0準拠

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2016

よくわかるマスター ITパスポート試験 でるかも 予
想問題集

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2018

よくわかるマスター 基本情報技術者試験 対策テキ
スト 2019-2020年度版

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2018

よくわかるマスター 基本情報技術者試験 直前対策 2
週間完全プログラム シラバスVer4.0準拠

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2017

ことりっぷ 沖縄さんぽ 2018年3月奥付 昭文社 昭文社 2018
ことりっぷ 海外版 プサン 2018年9月 昭文社 昭文社 2018
ことりっぷ 海外版 ハワイ オアフ島･マウイ島・ハワ
イ島 2019年3月奥付

昭文社 昭文社
2018

日本史人名よみかた辞典 日外アソシエーツ〔編〕 日外アソシエーツ 1999
日本史人名よみかた辞典 2 日外アソシエーツ〔編〕 日外アソシエーツ 2020
たたら製鉄の歴史 角田　徳幸　著 吉川弘文館 2019
中世日本を生きる-遍歴漂浪の人びと- 新井　孝重　著 吉川弘文館 2019
沖縄戦を知る事典-非体験世代が語り継ぐ- 吉浜　忍・林　博史・吉川　由紀　編 吉川弘文館 2019
蝦夷の古代史 工藤　雅樹　著 吉川弘文館 2019
予言文学の語る中世-聖徳太子未来記と野馬台詩- 小峯　和明　著 吉川弘文館 2019
水・水溶液系の物性 【著】 田巻 繁-【著】 松永 茂樹-【著】 日  近代科学社Digital 2020
光学ハンドブック―基礎と応用 宮本　健郎 岩波書店 2015
世界史のなかの台湾植民地支配―台南長老教中学校
からの視座

駒込　武 岩波書店
2015

ことりっぷマガジン Vol.24 2020春 昭文社 昭文社 2020



よくわかる Excel 2019/2016/2013 VBAプログラ
ミング実践

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版
2020

よくわかる Word 2019ドリル 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2020
よくわかる Excel 2019ドリル 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2020
近世日朝交流史料叢書 Ⅰ 通訳酬酢 ［編集・校注］ 田代和生 ゆまに書房 2017
近世豪商・豪農の〈家〉経営と書物受容―北奥地域
の事例研究

鈴木淳世 勉誠出版
2020

100人の作家で知る　ラテンアメリカ文学ガイド
ブック

寺尾隆吉 勉誠出版
2020

「IT前提経営」が組織を変える デジタルネイティブ
と共に働く

【著】 高柳 寛樹 近代科学社Digital
2020

ことりっぷ 大阪 2020年3月奥付 昭文社 昭文社 2020
松本清張が「砂の器」を書くまで―ベストセラーと
新聞小説の一九五〇年代（早稲田大学エウプラクシ
ス叢書２１）

山本幸正 早稲田大学出版部
2020

意味の文法（早稲田大学学術叢書５５） 上野義雄 早稲田大学出版部 2020
人間知能と人工知能 あるAI研究者の知能論 大須賀 節雄 オーム社 2020
電気技術発展の秘話　―技術を陰で支えた人々― 矢田 恒二 オーム社 2020
サプリメント式　有機化学 竹内　敬人 オーム社 2018
わかりやすいデータ解析と統計学　－医療系の解析
統計をExcelで始めてみよう－

高橋　龍尚 オーム社
2017

人工知能 Vol.35 No.2 （2020年03月号） 一般社団法人　人工知能学会 オーム社 2020
国防態勢の厳しい現実―国防の主役たるべき国民に
軍事プロが訴える自衛隊の苦しい実態

髙井三郎 勉誠出版
2020

激動の世界に対処する　思考の転換5つの鍵 飯田汎 勉誠出版 2020
日中戦争の正体―中共・ソ連・ドイツにだまされた

鈴木荘一 勉誠出版
2020

核拡散時代に日本が生き延びる道―独自の核抑止力
の必要性

矢野義昭 勉誠出版
2020

看護学生のための精神看護学　改訂版 東中須　恵子 大学教育出版 2020



TBLを文系座学科目に―チーム基盤型学習で理解を
促進―

関谷　弘毅 大学教育出版
2020

ブラジル法概論 阿部　博友 大学教育出版 2020
学級担任が創る小学校英語の授業 猪井　新一／齋藤　英敏／小林　翔　著 大学教育出版 2020
生命科学が解き明かす食と健康 塩見 尚史／塩見 晃史　著 大学教育出版 2020
1次関数で学ぶ経済学　改訂版 増田　辰良 大学教育出版 2020
新しい視点から見た教職入門　第2版 中田　正浩　編著／住本　克彦／長井　勘治 　 　 　 　 　 　 　  大学教育出版 2020
日本近世社会と町役人 望月良親 勉誠出版 2020
この本を書いたのは誰だ？―統計で探る“文章の指
紋”

村上征勝 勉誠出版 2020

特攻隊の〈故郷〉-霞ヶ浦・筑波山・北浦・鹿島灘- 伊藤　純郎　著 吉川弘文館 2019

米と餅 関沢　まゆみ　編 吉川弘文館 2019
事典　日本の年号 小倉　慈司　著 吉川弘文館 2019
天皇の政治史-睦仁・嘉仁・裕仁の時代- 安田　浩　著 吉川弘文館 2019
ロイヤルスタイル　英国王室ファッション史 中野　香織　著 吉川弘文館 2019
鳥羽・志摩の海女-素潜り漁の歴史と現在- 塚本　明　著 吉川弘文館 2019
近代日本の政治と地域 原田　敬一　編 吉川弘文館 2019
近代日本の軍隊と社会 原田　敬一　編 吉川弘文館 2019
近世の女性と仏教 菅原　征子　著 吉川弘文館 2019
Web制作会社年鑑 2016　Web Designing Year 
Book 2016

ＷｅｂＤｅｓｉｇｎｉｎｇ編集部 マイナビ出版 2017

Web制作会社年鑑 2017　Web Designing Year 
Book 2017

ＷｅｂＤｅｓｉｇｎｉｎｇ編集部、合資会社マイナビ出版 2017

運動・からだ図解 痛み・鎮痛のしくみ 橋口さおり マイナビ出版 2017
[カラー版]　地形と立地から読み解く「戦国の城」

萩原さちこ マイナビ出版
2018

運動・からだ図解 免疫学の基本 松本健治 マイナビ出版 2019
アマ必勝の新作戦！　囲碁・奇襲事典 後藤俊午、山本賢太郎 マイナビ出版 2019



一手ずつ解説！　碁の感覚がわかる棋譜並べ上達法 
【江戸時代前編】

大橋成哉 マイナビ出版
2019

つくりながら学ぶ！PyTorchによる発展ディープ
ラーニング

小川雄太郎 マイナビ出版 2019

やさしく語る 棋譜並べ上達法 白石勇一 マイナビ出版 2019
ポケット５手詰 週刊将棋 マイナビ出版 2019
一手ずつ解説！　碁の感覚がわかる棋譜並べ上達法 
【激動の江戸後編】

大橋成哉 マイナビ出版 2019

実用性抜群！ 基礎が身につくコンパクト詰碁180 大橋拓文 マイナビ出版 2019
詰将棋パラダイス ５手詰傑作選 詰将棋パラダイス マイナビ出版 2019
勝率アップの特効薬！ 囲碁・序盤の手筋 河野臨 マイナビ出版 2019
運動・からだ図解　症状から治療点をさぐる　トリ
ガーポイント

齋藤昭彦 マイナビ出版
2019

角換わりの手筋 真田圭一 マイナビ出版 2019
一問一答！　囲碁・9路盤の手筋　～基本定石からヨ
セまで～

芝野龍之介 マイナビ出版 2019

将棋 駒得の手筋 長沼洋 マイナビ出版 2019
誰でもカンタン！ 図解で分かる囲碁AI流の打ち方 山田晋次 マイナビ出版 2019
将棋・中盤戦の考え方 大平武洋 マイナビ出版 2019
フィギュアスケート観戦ガイド 小塚崇彦 マイナビ出版 2019
現代麻雀の絶対手順 内川幸太郎 マイナビ出版 2019
３手詰修了検定 伊藤果 マイナビ出版 2019
新版　アロマテラピーレシピ事典 栗原冬子、佐々木薫 マイナビ出版 2019
リバウンドしない「やせる食べ方」 西村紗也香 マイナビ出版 2019
囲碁・トップ棋士４人による打碁詳解 彦坂直人、三村智保、謝依旻、一力遼 マイナビ出版 2019
▲６七金左型矢倉 徹底ガイド 所司和晴 マイナビ出版 2019
英春流　かまいたち＆カメレオン戦法 鈴木英春 マイナビ出版 2019
３手、５手の読み！ 筋が良くなる基本詰碁200 伊藤健良 マイナビ出版 2019
将棋 初段の常識手筋 及川拓馬 マイナビ出版 2019
AI流思考で強くなる！ 囲碁・新時代の上達法 藤澤一就 マイナビ出版 2019



囲碁の兵法　迷うことなく急所に手がいく基本戦略
洪清泉 マイナビ出版

2019

２手詰 村田顕弘 マイナビ出版 2019
麻雀 鳴きの教科書 平澤元気 マイナビ出版 2019
保護者に求められる就活支援 吉本隆男 マイナビ出版 2020
妙手に俗手、駒余り、持駒制限もあり！実戦詰め筋
事典 レベルアップ編

本間博 マイナビ出版 2019

神様の用心棒　～うさぎは闇を駆け抜ける～ 霜月りつ、アオジマイコ マイナビ出版 2020
全問実戦形！ そのまま使える基本詰碁集 山田晋次 マイナビ出版 2020
マイナビ転職2022オフィシャルBOOK　採用獲得の
メソッド　はじめての転職ガイド　必ず成功する転
職

谷所健一郎 マイナビ出版 2020

運動・からだ図解　新版　生理学の基本 中島雅美 マイナビ出版 2020
スーパーの食材で作る　アジア7カ国の本格カレー ヘーマ・パレック マイナビ出版 2011

石の効率がぐんぐん良くなる本 依田紀基 マイナビ出版 2011
誰も言わなかった碁の本　マイナビ囲碁文庫　どん
どん強くなる22の急所

白江治彦 マイナビ出版
2009

ノータイム詰碁360　ヨミからヒラメキヘ 月刊碁学 マイナビ出版 2011
読みを鍛える　究極の絵詰碁 長谷泉、山田規三生 マイナビ出版 2010
世界一役に立つ実戦手筋 石倉昇 マイナビ出版 2009
碁は戦略　知らずに打てない１９の秘法 牛窪義高、月刊碁学 マイナビ出版 2007
決定版！　囲碁入門その後の最速上達法 石倉昇 マイナビ出版 2003
ひと目の詰碁 趙治勲 マイナビ出版 2003
ひと目の手筋 趙治勲 マイナビ出版 2011
すぐに身につく　はじめの30手　強くなるための7
つのコツ

小林光一 マイナビ出版 2009

ノータイム手筋360　石の取り方からヨセまで 月刊碁学 マイナビ出版 2009
世界一役に立つ実戦詰碁 石倉昇 マイナビ出版 2008



新版　風間八宏のサッカースクール トラウムトレー
ニング トラップが身につく本

トラウムトレーニング マイナビ出版
2020

マイナビ転職2022オフィシャルBOOK　採用獲得の
メソッド　転職者のための自己分析

谷所健一郎 マイナビ出版 2020

日章旗のもとでユダヤ人はいかに生き延びたか―ユ
ダヤ人から見た日本のユダヤ政策

メロン・メッツィーニ　著／水内龍太　訳 勉誠出版 2020

マンガ研究　vol.26 日本マンガ学会編集・発行 ゆまに書房 2020
ニコラエフスクの日本人虐殺―一九二〇年、尼港事
件の真実

アナトーリー・グートマン　著／長勢了治　勉誠出版 2020

実践・自然言語処理シリーズ 4 情報抽出・固有表現
抽出のための基礎知識

【著】 岩倉 友哉-【著】 関根 聡 近代科学社 2020

ISMシリーズ：進化する統計数理 8 統計モデリング 
データ分析⇔モデル構築⇒意思決定

【著】 石黒 真木夫-【著】 三分一 史和-【     近代科学社 2020

憲法九条は世界遺産 古賀誠 かもがわ出版 2019
子どもの達成感を大切にする通級の指導 山田充 かもがわ出版 2019
ふしぎなヒマラヤスギ 佐々木智子・田中正巳 かもがわ出版 2019
放課後児童支援員手帳2020 学童保育ラボ かもがわ出版 2019
まちかど保健室にようこそ 白澤章子 かもがわ出版 2019
13歳からのジャーナリスト 伊藤千尋 かもがわ出版 2019
読み聞かせで発達支援　絵本でひらく心とことば 本と子どもの発達を考える会 かもがわ出版 2019
消された「種子法」 TPP交渉差止違憲訴訟の会 かもがわ出版 2019
開業医医療崩壊の危機と展望 京都府保険医協会 かもがわ出版 2019
日韓が和解する日 松竹伸幸 かもがわ出版 2019
森のようちえんの遊びと学び 金子龍太郎・西澤彩木 かもがわ出版 2019
扉を開けて 共同通信ひきこもり取材班 かもがわ出版 2019
平和のための安全保障論 渡邊隆 かもがわ出版 2019
金融グローバリズムの経済学 萩原伸次郎 かもがわ出版 2019
新装版　いつからでもやりなおせる子育て 池添素 かもがわ出版 2019
ドイツ菓子図鑑;お菓子の由来と作り方;伝統からモ
ダンまで、知っておきたいドイツ菓子102選

森本 智子 誠文堂新光社 2018



薔薇 日本テキスタイルデザイン図鑑;明治大正昭和
の着物模様

永田 欄子 著 誠文堂新光社 2018

超造形折り紙;生き物たちの美しい姿を1枚の紙で再
現

川畑 文昭 著 誠文堂新光社 2019

求めあい　認めあい　支えあう子どもたち 全国幼年教育研究協議会・集団づくり部会 かもがわ出版 2020
保育者のための外国人保護者支援の本 咲間まり子 かもがわ出版 2020
13歳からの税 三木義一 かもがわ出版 2020
戦後最悪の日韓関係 深草徹 かもがわ出版 2019
宗教者と科学者のとっておき対話 有馬頼底・安斎育郎 かもがわ出版 2020
どうする？保育園＆小さな子どものいる家庭での食
物アレルギー

金子光延 かもがわ出版 2020

発達障害の子どもと楽しむワークショップ 河本佳子 かもがわ出版 2020
13歳からの天皇制 堀新 かもがわ出版 2020
「若者／支援」を読み解くブックガイド 阿比留久美・岡部茜・御旅屋達・原未来・南かもがわ出版 2020
シンプレクティック幾何学 深谷　賢治 岩波書店 2008
絶対ゼータ関数論 黒川　信重 岩波書店 2016
憲法の円環 長谷部　恭男 岩波書店 2013
不況の経済理論 小野　善康，橋本　賢一 岩波書店 2012
リスク学とは何か 橘木　俊詔，長谷部　恭男，今田　高俊，益 　岩波書店 2013
経済からみたリスク 橘木　俊詔，長谷部　恭男，今田　高俊，益 　岩波書店 2013
重慶大爆撃の研究 潘　洵，徐　勇，波多野　澄雄　監修／柳　 　岩波書店 2016
13歳の娘に語る　アルキメデスの無限小 金　重明 岩波書店 2014
13歳の娘に語る　ガロアの数学 金　重明 岩波書店 2014
13歳の娘に語る　ガウスの黄金定理 金　重明 岩波書店 2013
数理統計学の考え方―推測理論の基礎 竹内　啓 岩波書店 2016
はじめての言語獲得―普遍文法に基づくアプローチ 杉崎　鉱司 岩波書店 2015

中世和歌史論―様式と方法 渡部　泰明 岩波書店 2017
連想の文体　王朝文学史序説 鈴木　日出男 岩波書店 2012
歴史意識の断層―理性批判と批判的理性のあいだ 三島　憲一 岩波書店 2014



西洋政治思想史　視座と論点 川出　良枝，山岡　龍一 岩波書店 2012
新ＥＵ法　基礎篇 庄司　克宏 岩波書店 2013
日本外交史講義　新版 井上　寿一 岩波書店 2014
新ＥＵ法　政策篇 庄司　克宏 岩波書店 2014
西洋政治思想史講義―精神史的考察 小野　紀明 岩波書店 2015
視覚都市の地政学　まなざしとしての近代 吉見　俊哉 岩波書店 2016
キクタンメディカル　1. 人体の構造編 髙橋 玲 アルク 2010
キクタンメディカル　2. 症候と疾患編 髙橋 玲 アルク 2010
キクタンメディカル　3. 診療と臨床検査編 髙橋 玲 アルク 2010
キクタンメディカル　4. 保健医療編 押味 貴之-髙橋 玲 アルク 2011
キクタンメディカル　5. 看護とケア編 平野 美津子-髙橋 玲 アルク 2011
キクタンメディカル　6. 薬剤編 髙橋 玲-土田 勝晴-村上 元庸 アルク 2011
国際知的財産法概説 TRIPs特許・反競争 【著】 竹内 誠也 近代科学社Digital 2020
魚の自然誌―光で交信する魚、狩りと体色変化、フ
グ毒とゾンビ伝説

ヘレン・スケールズ［著］　林裕美子［訳］築地書館 2020

人の暮らしを変えた植物の化学戦略―香り・味・
色・薬効

黒栁正典 築地書館 2020

月の科学と人間の歴史―ラスコー洞窟、知的生命体
の発見騒動から火星行きの基地化まで

デイビッド・ホワイトハウス［著］　西田美築地書館 2020

先生、大蛇が図書館をうろついています！―鳥取環
境大学の森の人間動物行動学

小林朋道 築地書館 2020

抑止力神話の先へ 伊勢崎賢治・加藤朗・内藤酬・柳澤協二・ かもがわ出版 2020
「無言館」の庭から 窪島誠一郎 かもがわ出版 2020
13歳からの環境問題 志葉玲 かもがわ出版 2020
うしろすがたが教えてくれた 清水玲子 かもがわ出版 2020
不快な表現をやめさせたい!? 紙屋高雪 かもがわ出版 2020
気候危機と人文学 西谷地晴美 かもがわ出版 2020
性法・大学・民法学 大村 敦志 著 有斐閣 2019
信託法理の展開と法主体 岡 伸浩 著 有斐閣 2019
知財の理論 田村 善之 著 有斐閣 2019



争われる正義 久保 慶一 著 有斐閣 2019
東南アジアの歴史〔新版〕 桐山 昇 著･栗原 浩英 著･根本 敬 著 有斐閣 2019
イノベーションを生む“改善” 岩尾 俊兵 著 有斐閣 2019
問題演習 基本七法2019 法学教室編集室  編･清水 真 著･豊田 兼彦 著         有斐閣 2019
法を学ぶ人のための文章作法〔第2版〕 井田 良 著･佐渡島 紗織 著 ･山野目 章夫 著有斐閣 2019
よくわかる社会保障法〔第2版〕 西村 健一郎 編･水島 郁子 編･稲森 公嘉 編       有斐閣 2019
自衛隊創設の苦悩　その実相と宿痾―警察から生ま
れた軍隊でない武装集団　警察予備隊・保安隊・自
衛隊

横地光明　著／江口博保　編集代表 勉誠出版 2020

自然史・理工系研究データの活用（デジタルアーカ
イブ・ベーシックス3）

井上透　監修／中村覚　責任編集 勉誠出版 2020

UX原論 ユーザビリティからUXへ 【著】 黒須 正明 近代科学社 2020
動物の看護師さん: 動物・飼い主・獣医師をつなぐ
６つの物語

保田明恵 大月書店 2020

大学１年生からの　社会を見る眼のつくり方 大学初年次教育研究会 大月書店 2020
部活動指導・運営ハンドブック 一般社団法人 日本部活指導研究協会-中屋   大月書店 2020
ファシズムの教室: なぜ集団は暴走するのか 田野大輔 大月書店 2020
憲法九条と幣原喜重郎: 日本国憲法の原点の解明 笠原十九司 大月書店 2020
海辺を行き交うお触れ書き-浦触の語る徳川情報網-
(歴史文化ライブラリー486)

水本　邦彦　著 吉川弘文館 2019

日本における書籍蒐蔵の歴史(読みなおす日本史) 川瀬　一馬　著 吉川弘文館 2019
検証　奈良の古代遺跡-古墳・王宮の謎をさぐる- 小笠原　好彦　著 吉川弘文館 2019
古代の地域支配と渡来人 大橋　信弥　著 吉川弘文館 2019
「若者／支援」を読み解くブックガイド 阿比留久美・岡部茜・御旅屋達・原未来・南かもがわ出版 2020
国際比較統計索引 2020 日外アソシエーツ〔編〕 日外アソシエーツ 2020
漱石文体見本帳 北川扶生子　著 勉誠出版 2020
サハ語―統語的派生と言語類型論的特異性 江畑冬生　著 勉誠出版 2020
憲法講話 長谷部 恭男 著 有斐閣 2020
憲法講話 長谷部 恭男 著 有斐閣 2020
マイナンバー法と情報セキュリティ 宇賀 克也 著 有斐閣 2020



民法　総則・物権〔第7版〕 山野目 章夫 著 有斐閣 2020
現代刑法入門〔第4版〕 浅田 和茂 著･内田 博文 著･上田 寛 著･松宮  有斐閣 2020
国際法務概説 大江橋法律事務所  監修･国谷 史朗 編･小林  有斐閣 2019
独禁法講義〔第9版〕 白石 忠志 著 有斐閣 2020
上海におけるプロテスタント―現代中国の都市と宗
教空間をめぐる変遷

村上志保　著 勉誠出版 2020

漢籍伝来―白楽天の詩歌と日本 静永健　著 勉誠出版 2009
法学テキストの読み方 大橋 洋一 著 有斐閣 2020
法の世界へ〔第8版〕 池田 真朗 著･犬伏 由子 著･野川 忍 著･大塚    有斐閣 2020
行政法概説Ⅰ〔第7版〕 宇賀 克也 著 有斐閣 2020
刑法総論の悩みどころ 橋爪 隆 著 有斐閣 2020
労働法〔第8版〕 水町 勇一郎 著 有斐閣 2020
大学生のストレスマネジメント 齋藤 憲司 著･石垣 琢麿 著･高野 明 著 有斐閣 2020
いちばんやさしい憲法入門〔第6版〕 初宿 正典 著･高橋 正俊 著･米沢 広一 著･棟   有斐閣 2020
はじめての社会保障〔第17版〕 椋野 美智子 著･田中 耕太郎 著 有斐閣 2020
〈謀反〉の古代史- 平安朝の政治改革-(歴史文化ライ
ブラリー487)

春名　宏昭　著 吉川弘文館 2019

麦・雑穀と芋(日本の食文化3) 小川　直之　編 吉川弘文館 2019
近世地方寺院経営史の研究 田中　洋平　著 吉川弘文館 2019
池田綱政- 元禄時代を生きた岡山藩主- 倉地　克直　著 吉川弘文館 2019
鎌倉幕府の転換点- 『吾妻鏡』を読みなおす-(読みな
おす日本史)

永井　晋　著 吉川弘文館 2019

ことりっぷ 仙台 松島　2020年5月奥付 昭文社 昭文社 2020
妊娠したら読んでおきたい出生前診断の本―出生前
診断を“正しく知る”ために 埼玉医科大学超人気健康
セミナーシリーズ

大竹　明（著），亀井　良政（著），町田　ライフサイエンス出版 2020

高インパクトファクタージャーナルで学ぶ　実践！
医療統計

折笠　秀樹（著） ライフサイエンス出版 2020

プラセボ学―プラセボから見えてくる治療の本質 中野　重行（著） ライフサイエンス出版 2020



日本語版　サンフォード感染症治療ガイド2019（第
49版）

菊池　賢（監修），橋本　正良（監修） ライフサイエンス出版 2019

やさしい計量経済学 プログラミングなしで身につけ
る実証分析

加藤 久和 オーム社 2019

マンガでわかるドローン ドローン大学校-名倉 真悟-深森 あき-トレンオーム社 2019
ゆるます！　ざせつしない微分積分 菊地 唯真 オーム社 2019
数式なしでわかるデータサイエンス ビッグデータ時
代に必要なデータリテラシー

Annalyn Ng-Kenneth Soo-上藤 一郎 オーム社 2019

使える51の統計手法 菅 民郎:志賀 保夫-姫野 尚子 オーム社 2019
はっきりわかるデータサイエンスと機械学習 【著】 横内 大介-【著】 大槻 健太郎-【著   近代科学社 2020
七生報国の義士・楠木正成（最高の日本人シリー
ズ）

最高の日本人シリーズ 北影雄幸　著 勉誠出版 2020

至誠一貫の将軍・乃木希典（最高の日本人シリー
ズ）

最高の日本人シリーズ 北影雄幸　著 勉誠出版 2020

やりすぎの経済学 ハロルド・ウィンター 著／河越 正明 訳 大阪大学出版会 2019
模索するロシア帝国 竹中 浩 大阪大学出版会 2019
理工系のための微分積分学 【著】 神谷 淳-【著】 生野 壮一郎-【著】    近代科学社Digital 2020
結び目理論入門　（上） 村上　斉 岩波書店 2019
日常生活と政治 -国家中心的政治像の再検討- 田村　哲樹 岩波書店 2019
日本近世村落論 渡辺　尚志 岩波書店 2020
応用がみえる線形代数 高松　瑞代 岩波書店 2020
一般デザイン学 吉川　弘之 岩波書店 2020
南方熊楠と日本文学 伊藤慎吾　著 勉誠出版 2020
続　岐点の軌跡―老いてなお岐点あり 北原保雄　著 勉誠出版 2020
日本現今人名辞典 [明治36年刊 復刻] 日外アソシエーツ〔編〕 日外アソシエーツ 2020
帝国大学出身名鑑 [昭和7年刊 復刻] 日外アソシエーツ〔編〕 日外アソシエーツ 2020
銀婚記念大日本人物史 [大正14年刊 復刻] 日外アソシエーツ〔編〕 日外アソシエーツ 2020
大日本博士録 第一巻 法学博士及薬学博士之部 [大正
10年刊 復刻]

大日本博士録 日外アソシエーツ〔編〕 日外アソシエーツ 2020



大日本博士録 第二巻 医学博士之部 其之一 [大正10
年刊 復刻]

大日本博士録 日外アソシエーツ〔編〕 日外アソシエーツ 2020

大日本博士録 第三巻 医学博士之部 其之二 [大正10
年刊 復刻]

大日本博士録 日外アソシエーツ〔編〕 日外アソシエーツ 2020

大日本博士録 第四巻 医学博士之部 其之三 [大正10
年刊 復刻]

大日本博士録 日外アソシエーツ〔編〕 日外アソシエーツ 2020

大日本博士録 第五巻 工学博士之部 [大正10年刊 復
刻]

大日本博士録 日外アソシエーツ〔編〕 日外アソシエーツ 2020

月刊トレーニング・ジャーナル電子版2020年2月号 月刊トレーニング・ジャーナル編集部 ブックハウス・エイチデ2020

月刊トレーニング・ジャーナル電子版2020年3月号 月刊トレーニング・ジャーナル編集部 ブックハウス・エイチデ2020

月刊トレーニング・ジャーナル電子版2020年4月号 月刊トレーニング・ジャーナル編集部 ブックハウス・エイチデ2020

月刊トレーニング・ジャーナル電子版2020年5月号 月刊トレーニング・ジャーナル編集部 ブックハウス・エイチデ2020

月刊トレーニング・ジャーナル電子版2020年6月号 月刊トレーニング・ジャーナル編集部 ブックハウス・エイチデ2020

性の民俗叢書　復刻版 川村邦光　編 勉誠出版 1998
サルコペニア診療実践ガイド サルコペニア診療実践ガイド作成委員会（編ライフサイエンス出版 2019
膵臓の病気の早期発見・早期治療―“暗黒の臓器”の
こと　少し気にかけてみませんか

良沢　昭銘（著），岡本　光順（著） ライフサイエンス出版 2019

今より強く！を目指して―アスリートの身体づくり
と食のエッセンス

日本陸上競技連盟　医事委員会（編著） ライフサイエンス出版 2019

サルコペニア診療ガイドライン2017年版　一部改訂 サルコペニア診療ガイドライン作成委員会 ライフサイエンス出版 2020

アジアロジスティクスと海運・港湾　－貿易・海運
データの分析・予測・リスク評価－

渡部富博・小林潔司編著 技報堂出版 2020

今こそ問う　水力発電の価値　－その恵みを未来に
生かすために－

角哲也ほか監修/国土文化研究所編 技報堂出版 2019



ぼくは翻訳についてこう考えています～柴田元幸の
意見100

柴田 元幸 アルク 2020

通訳というおしごと 関根 マイク アルク 2020
TOEIC(R) L&Rテスト　究極の模試600問＋ ヒロ前田 アルク 2020
桂三輝の英語落語 桂 三輝-松岡 昇 アルク 2020
はじめてのTOEIC（R）S&Wテスト完全攻略 横川 綾子 アルク 2020
TOEIC(R)  L&Rテスト Part 7を全部読んでスコアを
稼ぐ本

岩重 理香 アルク 2020

TOEIC(R) L&Rテスト Part 5 語彙問題だけ555問 西嶋 愉一-勝山 庸子-小林 佳奈子-下窄 称美  アルク 2020
英語の品格　実践編 ロッシェル・カップ-大野 和基 アルク 2020
英語で理解する　未完の資本主義 大野 和基 アルク 2020
国外逃亡塾　普通の努力と少しばかりの勇気でチー
トモードな「自由」を手に入れる

白川 寧々 アルク 2020

３つの基本ルール＋αで英語の冠詞はここまで簡単に
なる

ジェームス・M・バーダマン アルク 2019

キクタンロシア語【初級編】 猪塚 元-原 ダリア アルク 2020
完全攻略！中検3級 奥村佳代子-氷野善寛-馮誼光 アルク 2020
改訂版 日本語教育に生かす 第二言語習得研究 迫田 久美子 アルク 2020
多文化共生のコミュニケーション　改訂版 徳井 厚子 アルク 2020
VOAニュースフラッシュ2020 アルク出版編集部 アルク 2020
キクタン英検1級ワークブック 一杉 武史 アルク 2020
キクタン英検2級ワークブック 一杉 武史 アルク 2020
キクタンTOEIC L&Rテスト　SCORE 600 一杉 武史 アルク 2020
キクタンTOEIC L&Rテスト　SCORE 800 一杉 武史 アルク 2020
キクタンTOEIC L&Rテスト　SCORE 990 一杉 武史 アルク 2020
写真で巡る世界の街並・世界遺産 伊藤清忠著 技報堂出版 2013
空を見上げたくなる本－お天気読みになるための10
カ条－

山本光義著 技報堂出版 2013

エネルギーのはなし　－科学の眼で見る日常の疑問
－

稲場秀明著 技報堂出版 2016



TOEIC(R) スピーキングテスト究極のゼミ 冨田 三穂-ヒロ前田 アルク 2020
完全攻略！ 英検(R)１級 中西 哲彦 アルク 2020
語順が決め手！　鬼の英文組み立てトレーニング 高山 芳樹 アルク 2020
究極の英単語プレミアム Vol. 1 向江 龍治 アルク 2020
究極の英単語プレミアム Vol. 2 向江 龍治 アルク 2020
日本留学試験模擬テスト３回分　文系編 東京国際ビジネスカレッジ神戸校-時事日本アルク 2020
地域の素材から立ち現れる建築―2017年度日本建築
学会設計競技優秀作品集―

日本建築学会編 技報堂出版 2017

科学技術独和英大辞典 町村直義編著 技報堂出版 2016
官僚に学ぶ仕事術　最小のインプットで最良のアウ
トプットを実現する霞が関流テクニック

久保田崇 マイナビ出版 2011

将棋世界Special「谷川浩司」 将棋世界編集部ほか マイナビ出版 2012
将棋世界Special Vol.2「羽生善治」～将棋史を塗り
かえた男～

将棋世界編集部ほか マイナビ出版 2013

将棋世界Special Vol.3「森内俊之」～宿敵・羽生と
の闘いの軌跡～

将棋世界編集部ほか マイナビ出版 2013

将棋世界Special Vol.4「加藤一二三」ようこそ！ ひ
ふみんワールドへ

将棋世界編集部ほか マイナビ出版 2013

今こそ読みたいマクルーハン 小林啓倫 マイナビ出版 2013
嫌われる覚悟　ほんとうの嫌われない技術 川島達史 マイナビ出版 2012
子どもの才能は間取りが育てる 諸葛正弥 マイナビ出版 2011
情報は貯めるだけ貯めなさい―クラウド時代の逆転
仕事術

牧野武文 マイナビ出版 2011

官僚に学ぶ勉強術 久保田崇 マイナビ出版 2011
ビジネス書を読んでもデキる人にはなれない 漆原直行 マイナビ出版 2012
ヤミーさん×カルディのワインに合うおつまみレシ
ピ　簡単おつまみで毎日の食卓にワインを！

ヤミー マイナビ出版 2009

なぜヤキモチをやめると碁に勝てるのか？ 小林覚 マイナビ出版 2016
マイナビ文庫 野菜のポタージュ 石澤清美 マイナビ出版 2019
マイナビ文庫 大人の旅じたく 柳沢小実 マイナビ出版 2019



たまちゃんの保存食　新版 たくまたまえ マイナビ出版 2019
スポーツ傷害ハンドブック 神﨑浩二 マイナビ出版 2019
世界のおつまみ図鑑 世界のおつまみ図鑑編集部 マイナビ出版 2020
【図解】身内が亡くなったときの届出・手続きのす
べて

宮田浩志 マイナビ出版 2020

【マイナビ文庫】着物ことはじめ事典 石田節子 マイナビ出版 2020
【マイナビ文庫】美味しいマイナー魚図鑑ミニ ぼうずコンニャク　藤原昌高 マイナビ出版 2020
新版　人体美学　今ある悩みに効く女性のための力
学体操

井本邦昭 マイナビ出版 2020

iPad WORK 2020 ～パソコンいらずの超仕事術～ 栗原亮、ＭａｃＦａｎ編集部 マイナビ出版 2020

どんどんお金を増やす！かしこい資産運用術 2020
年版

マイナビ出版 ムック編集部 マイナビ出版 2020

おしゃれなママっていわれたい！ あきばさやか マイナビ出版 2020
新版　4泳法がもっと楽に！ 速く！ 泳げるようにな
る水泳体幹トレーニング

小泉圭介 マイナビ出版 2020

キャッシュレス時代のクレジットカード＆スマホ決
済＆電子マネー攻略ガイド

岩田昭男 マイナビ出版 2020

新版　ワインの図鑑 君嶋哲至 マイナビ出版 2020
大人のためのメルカリ入門 マイナビ出版ムック編集部 マイナビ出版 2020
空間が美しい札幌のカフェ 佑季 マイナビ出版 2020
【マイナビ文庫】1日1つ、手放すだけ。好きなモノ
とスッキリ暮らす

みしぇる マイナビ出版 2020

【マイナビ文庫】アロマ＆ハーブセラピー手帖 橋口玲子 マイナビ出版 2020
運動・からだ図解　動作分析の基本 マイナビ出版編集部 マイナビ出版 2020
就活BOOK2022　でるとこだけのSPI マイナビ出版編集部 マイナビ出版 2020
マイナビ2022　オフィシャル就活BOOK　内定獲得
のメソッド　インターンシップ　仕事のホントを知
る！ 見る！ 考える！

岡茂信、才木弓加、美土路雅子 マイナビ出版 2020



マイナビ2022　オフィシャル就活BOOK　内定獲得
のメソッド　エントリーシート　完全突破塾

岡茂信 マイナビ出版 2020

マイナビ2022　オフィシャル就活BOOK　内定獲得
のメソッド　面接　自己PR　志望動機

才木弓加 マイナビ出版 2020

マイナビ2022　オフィシャル就活BOOK　内定獲得
のメソッド　面接担当者の質問の意図

才木弓加 マイナビ出版 2020

マイナビ2022　オフィシャル就活BOOK　内定獲得
のメソッド　自己分析　適職へ導く書き込み式ワー
クシート

岡茂信 マイナビ出版 2020

就活BOOK2022　内定獲得のメソッド　SPI　解法
の極意

マイナビ出版編集部 マイナビ出版 2020

マイナビ2022　オフィシャル就活BOOK　内定獲得
のメソッド　業界＆職種研究ガイド

マイナビ出版編集部 マイナビ出版 2020

就活BOOK2022　要点マスター！　SPI マイナビ出版編集部 マイナビ出版 2020
マイナビ2022　オフィシャル就活BOOK　要点マス
ター！　一般常識

マイナビ出版編集部 マイナビ出版 2020

マイナビ2022　オフィシャル就活BOOK　要点マス
ター！　面接＆エントリーシート

才木弓加 マイナビ出版 2020

マイナビ2022　オフィシャル就活BOOK　内定獲得
のメソッド　就活ノートの作り方

才木弓加 マイナビ出版 2020

マイナビ2022　オフィシャル就活BOOK　要点マス
ター！　就活マナー

美土路　雅子（ＹＤサポート株式会社） マイナビ出版 2020

マイナビ2022　オフィシャル就活BOOK　内定獲得
のメソッド　就職活動がまるごと分かる本　いつ？　
どこで？　なにをする？

岡　茂信 マイナビ出版 2020

わたしたちの「犬暮らし」 わたしたちの編集部 マイナビ出版 2018
イエス信「再考」第一巻　良心と重荷 名木田　薫 大学教育出版 2020
イエス信「再考」第二巻　啓示と無心 名木田　薫 大学教育出版 2020
イエス信「再考」第三巻　信と知 名木田　薫 大学教育出版 2020
イエス信「再考」第四巻　霊と肉 名木田　薫 大学教育出版 2020



イエス信「再考」第五巻　罪と人格 名木田　薫 大学教育出版 2020
生活・憲法・イエス信 名木田　薫 大学教育出版 2020
社会的側面と思想的側面 名木田　薫 大学教育出版 2020
人生「諸問題とイエス信」 名木田　薫 大学教育出版 2020
戸籍が語る古代の家族(歴史文化ライブラリー488) 今津　勝紀　著 吉川弘文館 2019

朝廷の戦国時代 -武家と公家の駆け引き－ 神田　裕理　著 吉川弘文館 2019
文字文化のひろがり -東国・甲斐からよむ-(新しい古
代史へ2)

平川　南　著 吉川弘文館 2019

奈良の寺々 -古建築の見かた-(読みなおす日本史) 太田　博太郎　著 吉川弘文館 2019
古瓦図鑑（新装版） 石田　茂作　編 吉川弘文館 2019
食べ物の民俗考古学-木の実と調理道具- 名久井　文明 著 吉川弘文館 2019
生活道具の民俗考古学-籠・履物・木割り楔・土器- 名久井  文明　著 吉川弘文館 2019

德川家康公傳（新装版） 中村　孝也　著 吉川弘文館 2019
德川家光公傳（新装版） 廣野　三郎　著 吉川弘文館 2019
德川吉宗公傳（新装版） 辻　達也　著 吉川弘文館 2019
パンデミックと漢方―日本の伝統創薬 渡辺望　著 勉誠出版 2020
新しいナショナリズムの時代がやってきた！ 加瀬英明／ケント・ギルバート　著 勉誠出版 2020
名将　山本五十六の絶望 鈴木荘一　著 勉誠出版 2020
権利処理と法の実務（デジタルアーカイブ・ベー
シックス1）

福井健策　監修／数藤雅彦　責任編集 勉誠出版 2019

親日台湾の根源を探る―台湾原住民神話と日本人 諏訪春雄　著 勉誠出版 2019
フーバー大統領が明かす　日米戦争の真実―米国民
をも騙した謀略

加瀬英明　編著／藤井厳喜・稲村公望・茂木 　勉誠出版 2019

昭和天皇の苦悩　終戦の決断―昭和20年1月～昭和
20年8月

加瀬英明　著 勉誠出版 2019

昭和天皇の苦闘　巡幸と新憲法―昭和20年8月～昭
和26年4月

加瀬英明　著 勉誠出版 2019



ことりっぷ 城崎温泉　出石・豊岡　2020年6月奥付 昭文社 昭文社 2020

ことりっぷ 沖縄　2020年6月奥付 昭文社 昭文社 2020
思想　創刊号（大正10年10月号）～第300号
（1949年6月号）

岩波書店 岩波書店 1921

物理学講義 統計力学入門 松下　貢 著 裳華房 2019
基礎物理学選書2 量子論（改訂版） 小出昭一郎 著 裳華房 1990
基礎物理学選書5A 量子力学（I）（改訂版） 小出昭一郎 著 裳華房 1990
基礎物理学選書5B 量子力学（II）（改訂版） 小出昭一郎 著 裳華房 1990
物理学（三訂版） 小出昭一郎 著 裳華房 1997
力学　物理学［分冊版］ 小出昭一郎 著 裳華房 1997
電磁気学　物理学［分冊版］ 小出昭一郎 著 裳華房 1997
波・光・熱　物理学［分冊版］ 小出昭一郎 著 裳華房 1997
初等量子力学（改訂版） 原島　鮮 著 裳華房 1986
基礎物理学選書1 質点の力学（改訂版） 原島　鮮 著 裳華房 1984
基礎物理学選書3 質点系・剛体の力学（改訂版） 原島　鮮 著 裳華房 1985
基礎物理学選書18 熱学演習－熱力学 原島　鮮 著 裳華房 1979
演習でクリア フレッシュマン有機化学 小林啓二 著 裳華房 2012
物理化学入門シリーズ 化学のための数学・物理 河野裕彦 著 裳華房 2019
現代化学序説 齋藤一弥 著 裳華房 2019
スタンダード 分析化学 角田欣一・梅村知也・堀田弘樹 共著 裳華房 2018
化学のちから －生命・環境・エネルギーの理解のた
めに－

岡野光俊 著 裳華房 2018

理工系のための 化学入門 井上正之 著 裳華房 2013
理科教育力を高める 基礎化学 長谷川 正・國仙久雄・吉永裕介 共著 裳華房 2011
統計熱力学  －ミクロからマクロへの化学と物理－ 原田義也 著 裳華房 2010

分子シミュレーション －古典系から量子系手法まで
－

上田　顯 著 裳華房 2003

溶媒抽出化学 田中元治・赤岩英夫 共著 裳華房 2000



無機溶液反応の化学 舟橋重信 著 裳華房 1998
あなたと化学 －くらしを支える化学15講－ 齋藤勝裕 著 裳華房 2015
ステップアップ 大学の総合化学 齋藤勝裕 著 裳華房 2008
ステップアップ 大学の物理化学 齋藤勝裕・林　久夫 共著 裳華房 2009
ステップアップ 大学の分析化学 齋藤勝裕・藤原　学 共著 裳華房 2008
ステップアップ 大学の無機化学 齋藤勝裕・長尾宏隆 共著 裳華房 2009
ステップアップ 大学の有機化学 齋藤勝裕 著 裳華房 2009
メディカル化学 －医歯薬系のための基礎化学－ 齋藤勝裕・太田好次・山倉文幸・八代耕児 　  裳華房 2012
コ・メディカル化学 －医療・看護系のための基礎化
学－

齋藤勝裕・荒井貞夫・久保勘二 共著 裳華房 2013

薬学系のための 基礎化学 齋藤勝裕・林　一彦・中川秀彦・梅澤直樹 裳華房 2015
テキストブック 有機スペクトル解析 －1D，2D 
NMR・IR・UV・MS－

楠見武徳 著 裳華房 2015

医学系のための 生化学 石崎泰樹 編著 裳華房 2017
遺伝子科学 －ゲノム研究への扉－ 赤坂甲治 著 裳華房 2019
シリーズ・生命の神秘と不思議 植物メタボロミクス 
－ゲノムから解読する植物化学成分－

斉藤和季 著 裳華房 2019

陸上植物の形態と進化 長谷部光泰 著 裳華房 2020
理系 国際学会のためのビギナーズガイド 山中　司・西澤幹雄・山下美朋 共著 裳華房 2019
一般化学（四訂版） 長島弘三・富田　功 共著 裳華房 2016
化学熱力学（修訂版） 原田義也 著 裳華房 2002
入門 生化学 佐藤　健 著 裳華房 2019
憲法判例50！〔第2版〕 上田 健介 著･尾形 健 著･片桐 直人 著 有斐閣 2020
民法Ⅴ〔第2版〕 橋本 佳幸 著･大久保 邦彦 著･小池 泰 著 有斐閣 2020
民法7　親族・相続〔第6版〕 高橋 朋子 著･床谷 文雄 著･棚村 政行 著 有斐閣 2020
労働法実務　使用者側の実践知　　Lawyers' 
Knowledge

岡芹 健夫 著 有斐閣 2019

地域福祉マネジメント 平野 隆之 著 有斐閣 2020
はじめての法律学〔第6版〕 松井 茂記 著･松宮 孝明 著･曽野 裕夫 著 有斐閣 2020
注釈日本国憲法(3) 長谷部 恭男 編･川岸 令和 著･駒村 圭吾 著       有斐閣 2020



行政法〔第2版〕 野呂 充 著･野口 貴公美 著･飯島 淳子 著･湊  有斐閣 2020
よくわかる税法入門〔第14版〕 三木 義一 編著 有斐閣 2020
民事執行・保全法〔第6版〕 上原 敏夫 著･長谷部 由起子 著･山本 和彦 著有斐閣 2020
ベーシック労働法〔第8版〕 浜村 彰 著･唐津 博 著･青野 覚 著･奥田 香子 有斐閣 2020
ベーシック経済法〔第5版〕 川濵 昇 著･瀬領 真悟 著･泉水 文雄 著･和久   有斐閣 2020
日本政治史 清水 唯一朗 著･瀧井 一博 著･村井 良太 著 有斐閣 2020
社会福祉政策〔第4版〕 坂田 周一 著 有斐閣 2020
Common Diseaseの病態生理と薬物治療 寺田 弘-金保 安則-原 晃-システム薬学研究      オーム社 2019
科学技術の失敗から学ぶということ リスクとレジリ
エンスの時代に向けて

寿楽 浩太 オーム社 2020

歴史上の科学者たちから学ぶ魅力的な理科実験 川村 康文 オーム社 2020
瀬野式・住宅設計エスキス帖 瀬野 和広 オーム社 2020
住宅に住む、そしてそこで稼ぐ―2018年度日本建築
学会設計競技優秀作品集―

日本建築学会編 技報堂出版 2019

統計スポットライト・シリーズ 4 相関係数 【著】 清水 邦夫 近代科学社 2020
Pythonによる問題解決シリーズ 2 最適化問題入門 
錐最適化・整数最適化・ネットワークモデルの組合
せによる

【著】 小林 和博 近代科学社 2020

知っておきたい　和食の秘密 渡辺望　著 勉誠出版 2020
海野和男の昆虫撮影テクニック　増補改訂版 海野 和男 著 誠文堂新光社 2014
デジタル時代のホーンスピーカー製作;試作不要！シ
ミュレーションで実特性を完全予測

新井 悠一 著 誠文堂新光社 2015

フライパンでできる ホットサンドとフレンチトース
ト100レシピ

鈴木 理恵子 著 誠文堂新光社 2014

オールドローズ＆イングリッシュローズ 後藤 みどり 著 誠文堂新光社 2014
月刊トレーニング・ジャーナル電子版2020年1月号 月刊トレーニング・ジャーナル編集部 ブックハウス・エイチデ2020

サラリーマンの悩みのほとんどにはすでに学問的な
「答え」が出ている

西内啓 マイナビ出版 2012

霞が関から日本を変える ＮＰＯ法人プロジェクトＫ（新しい霞ヶ関をマイナビ出版 2012



「捜査本部」というすごい仕組み 澤井康生 マイナビ出版 2013
宇宙飛行士に学ぶ心の鍛え方 古川聡 マイナビ出版 2013
電子書籍の真実 村瀬拓男 マイナビ出版 2010
ようこそ幽霊寺へ　～新米僧侶は今日も修行中～ 鳴海澪、akka マイナビ出版 2020
野菜ソムリエ農家の赤井さん 浜野稚子、藤未都也 マイナビ出版 2020
あやかし動物病院の診察カルテ　～五十年越しの初
恋～

一文字鈴、大城慎也 マイナビ出版 2020

教養として学んでおきたい５大宗教 中村圭志 マイナビ出版 2020
おちこぼれ退魔師の処方箋　～常夜ノ國の薬師～ 田井ノエル、春野薫久 マイナビ出版 2020
マイナビ2022　オフィシャル就活BOOK　内定獲得
のメソッド　一般常識　即戦力 問題集

マイナビ出版編集部 マイナビ出版 2020

工学系の基礎力学 －公式の意味を知る－ 田村忠久 著 裳華房 2019
力学（三訂版） 原島　鮮 著 裳華房 1985
『存在と時間』第2篇評釈 須藤　訓任 岩波書店 2020
岩波テキストブックス　農業経済学　第5版 荏開津　典生，鈴木　宣弘 岩波書店 2020
増補改訂　私小説の技法―「私」語りの百年史 梅澤亜由美　著 勉誠出版 2017
よくわかる 仕事に使える Excel 関数ブック 
2019/2016/2013対応

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2020

よくわかる Word 2019 演習問題集 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2020
よくわかる Excel 2019 演習問題集 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2020
アウトリーチ型電話支援の試み　新型コロナウイル
ス流行下でのテレカウンセリング

前田正治 編著 桃井真帆 編著 誠信書房 2020

アセモグル／レイブソン／リスト　マクロ経済学 ダロン・アセモグル著,デヴィッド・レイブ東洋経済新報社 2019
新装版　介護保険制度史 介護保険制度史研究会編著,大森彌著,山崎史東洋経済新報社 2019
日本経済読本 大守隆編 東洋経済新報社 2019
科学立国の危機 豊田長康著 東洋経済新報社 2019
日本人の勝算 デービッド・アトキンソン著 東洋経済新報社 2019
ファンタジーランド（上） カートアンダーセン著,山田美明訳,山田文訳東洋経済新報社 2019
ファンタジーランド（下） カートアンダーセン著,山田美明訳,山田文訳東洋経済新報社 2019



最小の努力で「トップ内定」し「仕事力」も高める　
就活テクニック大全

坂本直文著 東洋経済新報社 2019

両利きの経営 チャールズ・Ａ・オライリー著,マイケル・東洋経済新報社 2019
ＧＲＥＡＴ　ＢＯＳＳ（グレートボス） キム・スコット著,関美和訳 東洋経済新報社 2019
４０代からのライフシフト　実践ハンドブック 徳岡晃一郎著 東洋経済新報社 2019
ＯＯＤＡ　ＬＯＯＰ（ウーダループ） チェット・リチャーズ著,原田勉訳・解説 東洋経済新報社 2019
地域金融復権のカギ「地方創生ファンド」 松本直人著 東洋経済新報社 2019
ハーバード現役研究員の皮膚科医が書いた　見た目
が１０歳若くなる本

小川徹著 東洋経済新報社 2019

標準　ミクロ経済学 永田良著,荻沼隆著,荒木一法著 東洋経済新報社 2019
資本主義と倫理 京都大学経済研究所附属先端政策分析研究セ東洋経済新報社 2019
日本の財政と社会保障 持田信樹著 東洋経済新報社 2019
爆速！　アルゴリズム アリ・アルモッサウィ著,吉田三知世訳 東洋経済新報社 2019
ＵＣＬＡ医学部教授が教える科学的に証明された究
極の「なし遂げる力」

ショーン・ヤング著,児島修訳 東洋経済新報社 2019

教養としての　世界史の学び方 山下範久編著 東洋経済新報社 2019
気の利く大人のひと言目 齋藤孝著 東洋経済新報社 2019
「伝える力」と「地頭力」がいっきに高まる　東大
作文

西岡壱誠著 東洋経済新報社 2019

ＩＴロードマップ 野村総合研究所デジタル基盤開発部著,ＮＲ東洋経済新報社 2019
子どもの人生は「腸」で決まる ジャック・ギルバート著,ロブ・ナイト著,サ東洋経済新報社 2019
マンション管理と修繕最強ガイド 長嶋修監修,土屋輝之監修,日下部理絵監修 東洋経済新報社 2019
現代アメリカ政治とメディア 前嶋和弘編著,山脇岳志編著,津山恵子編著 東洋経済新報社 2019
ＭＢＡエッセンシャルズ 内田学編著 東洋経済新報社 2019
東京貧困女子。 中村淳彦著 東洋経済新報社 2019
「ホットケーキの神さまたち」に学ぶビジネスで成
功する１０のヒント

遠藤功著 東洋経済新報社 2019

「追われる国」の経済学 リチャード・クー著,川島睦保訳, 東洋経済新報社 2019
ＢＡＮＫ４．０　未来の銀行 ブレット・キング著,ＮＴＴデータオープン東洋経済新報社 2019



５０歳を過ぎても体脂肪率１０％の名医が教える　
内臓脂肪を落とす最強メソッド

池谷敏郎著 東洋経済新報社 2019

「科学的」人事の衝撃 三室克哉著,鈴村賢治著,中居隆著 東洋経済新報社 2019
行列のできる人気女性ＦＰが教える　お金を貯める　
守る　増やす超正解３０

井澤江美著 東洋経済新報社 2019

就職四季報　企業研究・インターンシップ版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 2019
Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　３．０ 川原英司著,北村昌英著,矢野裕真著 東洋経済新報社 2019
志を育てる　増補改訂版 グロービス経営大学院著,田久保善彦執筆 東洋経済新報社 2019
日本婚活思想史序説 佐藤信著 東洋経済新報社 2019
初級　ビジネスコンプライアンス 郷原信郎編著,元榮太一郎著 東洋経済新報社 2019
ＳＤＧｓ・ＥＳＧを導くＣＶＯ（チーフ・バ
リュー・オフィサー）

マーヴィン・キング著,ジル・アトキンス協東洋経済新報社 2019

暴力と不平等の人類史 ウォルター・シャイデル著,鬼澤忍訳,塩原通東洋経済新報社 2019
Ｔｈｉｎｋ　ＣＩＶＩＬＩＴＹ　「礼儀正しさ」こ
そ最強の生存戦略である

ＣＨＲＩＳＴＩＮＥＰＯＲＡＴＨ著,夏目大東洋経済新報社 2019

デジタルエコノミーと経営の未来 三品和広著,山口重樹著 東洋経済新報社 2019
ソーシャルメディアの生態系 オリバー・ラケット著,マイケル・ケーシー東洋経済新報社 2019
「つながり」の創りかた 川上昌直著 東洋経済新報社 2019
「未来市場」のつくり方 中原雄司著 東洋経済新報社 2019
欲望の資本主義３ 丸山俊一著,ＮＨＫ「欲望の資本主義」制作東洋経済新報社 2019
「おもろい」働き方で社員も会社も急上昇する　Ｐ
ｅａｃｈのやりくり

井上慎一著 東洋経済新報社 2019

２０３０年アパレルの未来 福田稔著 東洋経済新報社 2019
入門『地頭力を鍛える』　３２のキーワードで学ぶ
思考法

細谷功著 東洋経済新報社 2019

世界史とつなげて学ぶ　中国全史 岡本隆司著 東洋経済新報社 2019
「専門家」以外の人のための決算書＆ファイナンス
の教科書

西山茂著 東洋経済新報社 2019

フルキャリマネジメント 武田佳奈著 東洋経済新報社 2019
ＩＰＯの経済分析 金子隆著 東洋経済新報社 2019



フォーカス戦略 サンジェイ・コスラ著,モハンバー・ソーニ東洋経済新報社 2019
子どもが勝手に学び出す！　ハーバード流　子育て
の公式

ロナルド・Ｆ・ファーガソン著,ターシャ・東洋経済新報社 2019

５０歳を過ぎたらやってはいけないお金の話 山中伸枝著 東洋経済新報社 2019
人生は、棚からぼたもち！ 小林まさる著 東洋経済新報社 2019
小論文これだけ！慶応・早稲田編 樋口裕一著 東洋経済新報社 2019
「会社四季報」業界地図 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 2019
ＭＭＴ現代貨幣理論入門 Ｌ・ランダル・レイ著,中野剛志解説,松尾匡東洋経済新報社 2019
サードドア アレックス・バナヤン著,大田黒奉之訳 東洋経済新報社 2019
決算書１００の基本 高辻成彦著 東洋経済新報社 2019
日本の消費者は何を考えているのか？ 松下東子著,林裕之著,日戸浩之著 東洋経済新報社 2019
イノベーションの長期メカニズム 藤原雅俊著,青島矢一著 東洋経済新報社 2019
政策をみる眼をやしなう 京都大学経済研究所附属先端政策分析研究セ東洋経済新報社 2019
ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）概論 日本証券業協会著 東洋経済新報社 2019
１０秒で新人を伸ばす質問術 島村　公俊著 東洋経済新報社 2019
人口減少社会のデザイン 広井　良典著 東洋経済新報社 2019
トラジャ　ＪＲ「革マル」３０年の呪縛、労組の終
焉

西岡　研介著 東洋経済新報社 2019

ＡＩに負けない子どもを育てる 新井　紀子著 東洋経済新報社 2019
科学者が消える 岩本　宣明著 東洋経済新報社 2019
正直、仕事のこと考えると憂鬱すぎて眠れない。 じゅえき　太郎著 東洋経済新報社 2019
クルーグマン　マクロ経済学 ポール・クルーグマン著,ロビン・ウェルス 　東洋経済新報社 2019
現代の観光事業論 藤井 秀登 税務経理協会 2014
実例でわかる相続に強い税理士になるための副読本 阿藤 芳明 税務経理協会 2015

従業員不正の防止と事後対応〔改訂版〕 田口 安克-白土 英成-田島 雅子 税務経理協会 2015
ＨＵＭＡＮ＋ＭＡＣＨＩＮＥ　人間＋マシン ポール・Ｒ・ドーアティ著,Ｈ・ジェームズ東洋経済新報社 2018
決定版　サイバーセキュリティ ブループラネットワークス著 東洋経済新報社 2018
統合デジタルマーケティングの実践 竹内哲也編 東洋経済新報社 2018
巨大システム　失敗の本質 クリス・クリアフィールド著,アンドラーシ東洋経済新報社 2018



右脳思考 内田和成著 東洋経済新報社 2018
企業変革の教科書 名和高司著 東洋経済新報社 2018
ＩＴナビゲーター 野村総合研究所ＩＣＴメディア・サービス産東洋経済新報社 2018
西洋の自死 ダグラス・マレー著,中野剛志解説,町田敦夫東洋経済新報社 2018
ＭＢＡ　問題解決１００の基本 グロービス著,嶋田毅執筆, 東洋経済新報社 2018
丹羽宇一郎　習近平の大問題 丹羽宇一郎著 東洋経済新報社 2018
天皇を救った男　笠井重治 七尾和晃著 東洋経済新報社 2018
木下サーカス四代記 山岡淳一郎著 東洋経済新報社 2018
あらゆる悩み・不満・ストレスが消える！最強の人
生相談〈家族・結婚・夫婦編〉

ミセス・パンプキン著,ムーギー・キム協力東洋経済新報社 2018

いまこそ税と社会保障の話をしよう！ 井手英策著 東洋経済新報社 2019
ラディカル・マーケット　脱・私有財産の世紀 エリック・Ａ・ポズナー著,Ｅ・グレン・ワ東洋経済新報社 2019
ＡＦＴＥＲ　ＳＨＡＲＰ　ＰＯＷＥＲ（アフター・
シャープパワー）

小原凡司著,桑原響子著 東洋経済新報社 2019

文系ＡＩ人材になる 野口竜司著 東洋経済新報社 2019
スティグリッツ　ＰＲＯＧＲＥＳＳＩＶＥ　ＣＡＰ
ＩＴＡＬＩＳＭ（プログレッシブ　キャピタリズ
ム）

ジョセフＥスティグリッツ著,山田美明訳 東洋経済新報社 2019

決定版　リブラ 木内登英著 東洋経済新報社 2019
スクエア・アンド・タワー（上） ニーアルファーガソン著,柴田裕之訳 東洋経済新報社 2019
スクエア・アンド・タワー（下） ニーアルファーガソン著,柴田裕之訳 東洋経済新報社 2019
デジタル・ファイナンス革命 後藤友彰著,山田和延著 東洋経済新報社 2019
文明と国際経済の地平 京都大学経済研究所附属先端政策分析研究セ東洋経済新報社 2019
３歳までに絶対やるべき幼児教育 佐藤亮子著 東洋経済新報社 2019
マッキンゼー　ホッケースティック戦略 クリス・ブラッドリー著,マーティン・ハー東洋経済新報社 2019
右脳思考を鍛える 内田　和成著 東洋経済新報社 2019
ＳＭＡＲＴサブスクリプション 宮崎　琢磨著,藤田　健治著,小澤　秀治著 東洋経済新報社 2019
楽しくなければ仕事じゃない 干場　弓子著 東洋経済新報社 2019
小論文これだけ！模範解答　経済・経営編 樋口　裕一著,大原　理志著 東洋経済新報社 2019
指定管理者制度　問題解決ハンドブック 宮脇　淳編著,井口寛司著,若生幸也著 東洋経済新報社 2019



ニューヨーク大学人気講義　ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ
（ハピネス）

スコット・ギャロウェイ著,渡会　圭子訳 東洋経済新報社 2019

ピボット・ストラテジー オマール・アボッシュ著,ポール・ヌーンズ東洋経済新報社 2019
ダークサイドオブＭＢＡコンセプト グロービス著,嶋田　毅執筆 東洋経済新報社 2019
人生にお金はいくら必要か〔増補改訂版〕 山崎　元著,岩城　みずほ著 東洋経済新報社 2019
人生１００年時代の「幸せ戦略」 株式会社　第一生命経済研究所 東洋経済新報社 2019
２０１９年　日本はこうなる 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング編 東洋経済新報社 2018
経済がわかる　論点５０ みずほ総合研究所著 東洋経済新報社 2018
ことりっぷ海外版 イスタンブール 昭文社 昭文社 2020
未来の市民を育む　「公共」の授業 杉浦 真理-菅澤 康雄-斎藤 一久［編］ 大月書店 2020
私たちはふつうに老いることができない: 高齢化す
る障害者家族

児玉 真美 大月書店 2020

デンマークの女性が輝いているわけ: 幸福先進国の
社会づくり

澤渡夏代ブラント-小島ブンゴード孝子 大月書店 2020

不便益の実装 バリュー・エンジニアリングにおける
新しい価値

【著】 澤口 学-【著】 川上 浩司-【著】 松        近代科学社Digital 2020

AI事典 初版復刻版 【編】 土屋 俊-【編】 中島 秀之-【編】 中      近代科学社 2020
平将門の乱を読み解く（歴史文化ライブラリー
489）

木村　茂光　著 吉川弘文館 2019

戦後日本の教科書問題 石田　雅春　著 吉川弘文館 2019
中世鎌倉のまちづくり-災害・交通・境界- 高橋　慎一朗　著 吉川弘文館 2019
古代日本の国家と土地支配 松田　行彦　著 吉川弘文館 2019
核軍縮の現代史-北朝鮮・ウクライナ・イラン- 瀬川　高央  著 吉川弘文館 2019
現代語訳 小右記  9-「この世をば」- 倉本　一宏　編 吉川弘文館 2019
菓子と果物（日本の食文化6） 関沢　まゆみ　編 吉川弘文館 2019
日本陸軍の軍事演習と地域社会 中野　良　著 吉川弘文館 2019
中世足利氏の血統と権威 谷口　雄太　著 吉川弘文館 2019
帝国日本の大陸政策と満洲国軍 及川　琢英　著 吉川弘文館 2019
就職四季報　２０２１年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 2020
就職四季報　女子版　２０２１年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 2020



就職四季報　優良・中堅企業版　２０２１年版 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 2020
学習者コーパスと日本語教育研究 野田尚史/迫田久美子 編 くろしお出版 2019
清水組彩色設計図表 第1巻  住宅／室内並家具電燈 松波秀子 ゆまに書房 2020

清水組彩色設計図表 第2巻  銀行 松波秀子 ゆまに書房 2020
清水組彩色設計図表 第3巻  会社  商店  事務所 松波秀子 ゆまに書房 2020
清水組彩色設計図表 第4巻  学校  図書館  病院／公
共会館  娯楽場  旅館  料理店／工場  倉庫

松波秀子 ゆまに書房 2020

書物学　第18巻　蔵書はめぐる―海外図書館の日本
古典籍コレクション

編集部　編 勉誠出版 2020

シベ語のモダリティの研究 児倉徳和　著 勉誠出版 2018
すぐに役立つ統計のコツ －医学統計編－ 情報統計研究所 オーム社 2015
APIではじめるディープラーニング・アプリケー
ション開発 Google Cloud API活用入門

キャッツ株式会社-渡辺政彦-坂本伸-森嶋晃オーム社 2020

Pythonでつくる対話システム 東中竜一郎-稲葉通将-水上雅博 オーム社 2020
Python基礎ドリル　穴埋め式 Grodet Aymeric-松本翔太-新居雅行 オーム社 2020
ワークブックで学ぶ生物学の基礎　第3版 Tracey Greenwood-Lissa Bainbridge-Sm   オーム社 2015
写真レファレンス事典 街並み・風景篇Ⅰ東京（明治
～昭和20年代）

日外アソシエーツ〔編〕 日外アソシエーツ 2020

写真レファレンス事典 街並み・風景篇Ⅱ東京（昭和
30年代～平成）

日外アソシエーツ〔編〕 日外アソシエーツ 2020

速効！ポケットマニュアルExcel VBA・マクロ自動
化ワザ 2019 & 2016 & 2013

ポケットマニュアル編集部 マイナビ出版 2019

速効！ポケットマニュアルPowerPoint 魅せるプレ
ゼンワザ  2019 & 2016 & 2013

ポケットマニュアル編集部 マイナビ出版 2019

データ収集からWebアプリ開発まで　実践で学ぶ機
械学習活用ガイド

吉崎 亮介、鹿野 高史、佐藤 芳樹、山口 純  マイナビ出版 2019

Scratchでたのしく学ぶプログラミング的思考 鷲崎　弘宜、齋藤　大輔、坂本　一憲 マイナビ出版 2019
さわって学ぶ　Linux入門テキスト 赤星リナ マイナビ出版 2019
アスリートのためのソーシャルメディア活用術 五勝出 拳一、飯髙 悠太、江藤 美帆［著］、 　マイナビ出版 2019



Docker/Kubernetes開発・運用のためのセキュリ
ティ実践ガイド

須田 瑛大、五十嵐 綾、宇佐美 友也 マイナビ出版 2020

勝てるアマの碁　ここで差がつく序中盤の戦略 小林孝之 マイナビ出版 2020
勝てるアスリートの身体を作る栄養学と食事術 阿部菜奈子［著者］、石川三知［監修］ マイナビ出版 2020
Webエンジニアのための監視システム実装ガイド 馬場 俊彰 マイナビ出版 2020
Excel VBA　脱初心者のための集中講座 たてばやし 淳 マイナビ出版 2020
AWSではじめるLinux入門ガイド 山下 光洋 マイナビ出版 2020
これからはじめる人のJavaScript/Vue.jsの教科書 たにぐちまこと マイナビ出版 2020

Webサイト高速化のための　静的サイトジェネレー
ター活用入門

エビスコム マイナビ出版 2020

電車であった泣ける話　あの日、あの車両で 浅海ユウ、石田空、小野崎まち、楠谷佑、国マイナビ出版 2020
書店であった泣ける話　一冊一冊に込められた愛 朝来みゆか、新井輝、石田空、金沢有倖、烏マイナビ出版 2020
会社であった泣ける話　職場でこぼれた一筋の涙 石田空、一色美雨季、金沢有倖、神野オキナマイナビ出版 2020
いまだからこそやっておこう！大事なお金を守るた
め・増やすための資産運用管理

マイナビ出版 マイナビ出版 2020

腹ペコ神さまがつまみ食い　～深夜二時のミニオム
ライス～

編乃肌［著］、 紅木春［イラスト］ マイナビ出版 2020

福猫探偵～無愛想ですが事件は解決します～ ひらび久美［著］、白谷ゆう［イラスト］ マイナビ出版 2020
Fusion 360 実践ガイドブック 猿渡義市 マイナビ出版 2020
つくりながら学ぶ! Pythonによる因果分析　因果推
論・因果探索の実践入門

小川雄太郎 マイナビ出版 2020

半農半林で暮らしを立てる 市井晴也 築地書館 2020
海の極小！いきもの図鑑 星野修 築地書館 2020
おひとりさまでも最期まで在宅 ［第３版］ 中澤まゆみ 築地書館 2020
植栽による択伐林で日本の森林改善 梶原幹弘 築地書館 2020
海岸と人間の歴史 オーリン・H・ピルキー⊥J・アンドリュー 築地書館 2020
地域林業のすすめ 青木健太郎⊥植木達人【編著】 築地書館 2020
オオカマキリと同伴出勤 森上信夫 築地書館 2020



実践 マテリアルズインフォマティクス Pythonによ
る材料設計のための機械学習

【著】 船津 公人-【著】 柴山 翔二郎 近代科学社 2020

大学土木  土質力学 （改訂2版） 安田 進-山田 恭央-片田 敏行 オーム社 2014
基礎から学ぶ　人工知能の教科書 小高知宏 オーム社 2019
コンパイラ（第2版） 辻野嘉宏 オーム社 2019
人工知能 Vol.35 No.3 （2020年5月号 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2020
人工知能 Vol.35 No.4 （2020年7月号） 一般社団法人　人工知能学会　編集・発行 オーム社 2020
わかりやすいパターン認識（第2版） 石井健一郎-上田修功-前田英作-村瀬洋 オーム社 2019
神功皇后と広開土王の激闘―蘇る大動乱の五世紀 安本美典　著 勉誠出版 2019
日本の建国―神武天皇の東征伝承・五つの謎 安本美典　著 勉誠出版 2020
月刊　日本歴史　1946年6月号創刊号～1960年12
月号 第150号

日本歴史学会編集 吉川弘文館 1946

関与と越境 軽部　大 著 有斐閣 2017
民法概論4　債権各論 山野目 章夫 著 有斐閣 2020
新基本民法5　契約編〔第2版〕 大村 敦志 著 有斐閣 2020
新基本民法6　不法行為編〔第2版〕 大村 敦志 著 有斐閣 2020
法人格を越えた労働法規制の可能性と限界 土岐 将仁 著 有斐閣 2020
特許法・著作権法〔第2版〕 小泉 直樹 著 有斐閣 2020
国際関係から学ぶゲーム理論 岡田 章 著 有斐閣 2020
地方財政改革の現代史 小西 砂千夫 著 有斐閣 2020
ライフステージと法〔第8版〕 副田 隆重 著･浜村 彰 著･棚村 政行 著･武田  有斐閣 2020
環境法入門〔第4版〕 交告 尚史 著･臼杵 知史 著･前田 陽一 著･黒   有斐閣 2020
労働法〔第6版〕 浅倉 むつ子 著･島田 陽一 著･盛 誠吾 著 有斐閣 2020
知的財産法〔第9版〕 角田 政芳 著･辰巳 直彦 著 有斐閣 2020
入門知的財産法〔第2版〕 平嶋 竜太 著･宮脇 正晴 著･蘆立 順美 著 有斐閣 2020
はじめての振動工学 藤田　聡・古屋　治・皆川　佳祐 共著 東京電機大学出版局 2019
デザインマネジメントシリーズ デザインマネジメン
ト原論

デイビッド・ハンズ 著／篠原　稔和 監訳 東京電機大学出版局 2019

世界を変えた60人の偉人たち 東京電機大学 編 東京電機大学出版局 2019
ITストラテジスト試験 午前 厳選問題集（ST） 東京電機大学 編 東京電機大学出版局 2019



システムアーキテクト試験 午前 厳選問題集（SA） 東京電機大学 編 東京電機大学出版局 2019

ネットワークスペシャリスト試験 午前 厳選問題集
（NW）

東京電機大学 編 東京電機大学出版局 2019

ITサービスマネージャ試験 午前 厳選問題集（SM） 東京電機大学 編 東京電機大学出版局 2019

バイオメカニズム・ライブラリー 多点表面筋電図 バイオメカニズム学会 編／増田　正・佐渡 　  東京電機大学出版局 2019
デザインマネジメントシリーズ 実践デザインマネジ
メント

イゴール・ハリシキヴィッチ 著／篠原　稔  東京電機大学出版局 2019

昇降機工学 藤田　聡・釜池　宏・下秋　元雄・皆川　佳  東京電機大学出版局 2019
1･2陸技受験教室④ 電波法規 第3版 吉川　忠久 著 東京電機大学出版局 2019
詳解 物理学の基礎 第3版 丹羽　雅昭 著 東京電機大学出版局 2020
合格精選360題 第一級陸上無線技術士 試験問題集 
第4集

吉川　忠久 著 東京電機大学出版局 2020

デザインマネジメントシリーズ　詳説デザインマネ
ジメント

東京電機大学 編 東京電機大学出版局 2020

つなげてつくる工学入門 東京電機大学 編 東京電機大学出版局 2020
たのしくできる深層学習＆深層強化学習による電子
工作

牧野　浩二・西﨑　博光 著 東京電機大学出版局 2020

登校拒否・ひきこもりからの“出発” 前島　康男 著 東京電機大学出版局 2020
電気法規と電気施設管理 令和2年度版 竹野　正二 著 東京電機大学出版局 2020
大学生活を始めるときに読む本 2020 ソティリス・ララウニス 著／篠原　稔和 監東京電機大学出版局 2020
図解シーケンス制御の考え方・読み方 第5版 大浜　庄司 著 東京電機大学出版局 2020
よくわかるマスター MOS Excel 365&2019 対策テ
キスト＆問題集

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2020

よくわかるマスター MOS Word 365&2019 対策テ
キスト＆問題集

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版 2020

民事訴訟法 第３版 長谷部　由起子 岩波書店 2020
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