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1 世界のAI戦略 マルチメディア振興センター【編】 明石書店 202003 9784750350004 総記･情報 総記･情報
2 しくみがわかるベイズ統計と機械学習 手塚太郎 朝倉書店 201911 9784254122398 総記･情報 総記･情報
3 基礎から学ぶ人工知能の教科書 小高知宏 オーム社 201909 9784274224263 総記･情報 総記･情報
4 Rustプログラミング入門 酒井和哉 オーム社 201910 9784274224355 総記･情報 総記･情報
5 リファクタリング　第2版 Martin Fowler【著】 オーム社 201911 9784274224546 総記･情報 総記･情報
6 コンパイラ　第2版 辻野嘉宏 オーム社 201912 9784274224720 総記･情報 総記･情報
7 Python超入門 及川えり子【著】 オーム社 202001 9784274224942 総記･情報 総記･情報
8 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 キャッツ【編】 オーム社 202001 9784274224003 総記･情報 総記･情報
9 Pythonでつくる対話システム 東中竜一郎 オーム社 202002 9784274224799 総記･情報 総記･情報

10 人間知能と人工知能 大須賀節雄 オーム社 202004 9784274225321 総記･情報 総記･情報
11 機械学習エンジニアのための知財＆契約ガイド 渡辺知晴 オーム社 202007 9784274225673 総記･情報 総記･情報
12 PyTorchによる物体検出 新納浩幸 オーム社 202009 9784274225932 総記･情報 総記･情報
13 Pythonで学ぶ　はじめてのAIプログラミング 小高知宏 オーム社 202009 9784274225963 総記･情報 総記･情報
14 プログラミングなしではじめる人工知能 天野直紀 オーム社 202009 9784274225581 総記･情報 総記･情報
15 一般情報教育 情報処理学会一般情報教育委員会【編】 オーム社 202009 9784274225956 総記･情報 総記･情報
16 Pythonによるアルゴリズム入門 酒井和哉 オーム社 202009 9784274225888 総記･情報 総記･情報
17 情報理論のエッセンス　改訂2版 平田廣則 オーム社 202010 9784274226038 総記･情報 総記･情報
18 JavaScript基礎ドリル　穴埋め式 金子平祐 オーム社 202011 9784274226199 総記･情報 総記･情報
19 量子コンピューティング 情報処理学会 出版委員会【監修】 オーム社 202011 9784274226212 総記･情報 総記･情報
20 ソフトウェア品質知識体系ガイド　第3版 飯泉紀子 オーム社 202011 9784274226311 総記･情報 総記･情報
21 New わかりやすい ディジタル情報理論　改訂2版 塩野充 オーム社 202106 9784274227233 総記･情報 総記･情報
22 大学での学び 田中俊也 関西大学出版部 202010 9784873547251 総記･情報 総記･情報
23 日本の文化をデジタル世界に伝える 京都大学人文科学研究所・共同研究班【編】 樹村房 201909 9784883673278 総記･情報 総記･情報
24 人工知能学大事典 人工知能学会【編】 共立出版 201707 9784320124202 総記･情報 総記･情報
25 New 情報マネジメント 神沼靖子 共立出版 201901 9784320123588 総記･情報 総記･情報
26 AI事典　第3版 中島秀之 近代科学社 201912 9784764906044 総記･情報 総記･情報
27 情報抽出・固有表現抽出のための基礎知識 岩倉友哉 近代科学社 202003 9784764906105 総記･情報 総記･情報
28 はっきりわかるデータサイエンスと機械学習 横内大介 近代科学社 202005 9784764906129 総記･情報 総記･情報
29 情報を集める技術・伝える技術 飯尾淳 近代科学社Digital 201909 9784764960039 総記･情報 総記･情報
30 はじめての3DCGプログラミング 山住富也 近代科学社Digital 202001 9784764960060 総記･情報 総記･情報
31 デジタルアーカイブの理論と政策 柳与志夫 勁草書房 202001 9784326000487 総記･情報 総記･情報
32 言語処理のための　機械学習入門 奥村学【監修】 コロナ社 201008 9784339027518 総記･情報 総記･情報
33 粒子ボリュームレンダリング 小山田耕二 コロナ社 201010 9784339024494 総記･情報 総記･情報
34 自然言語処理の基礎 奥村学 コロナ社 201010 9784339024517 総記･情報 総記･情報
35 Office2013対応　教職・情報機器の操作 高橋参吉 コロナ社 201602 9784339028553 総記･情報 総記･情報
36 視聴覚メディア 近藤邦雄 コロナ社 201706 9784339027952 総記･情報 総記･情報
37 文脈解析 奥村学【監修】 コロナ社 201706 9784339027600 総記･情報 総記･情報
38 マルチエージェントによる自律ソフトウェア設計・開発 大須賀昭彦 コロナ社 201707 9784339028188 総記･情報 総記･情報
39 実践コンパイラ構成法 滝本宗宏 コロナ社 201707 9784339019339 総記･情報 総記･情報
40 構文解析 奥村学【監修】 コロナ社 201708 9784339027594 総記･情報 総記･情報
41 基本情報技術入門 浅川毅 コロナ社 201708 9784339028751 総記･情報 総記･情報
42 データ構造とアルゴリズム 伊藤大雄 コロナ社 201709 9784339027020 総記･情報 総記･情報
43 MATLABではじめるプログラミング教室 奥野貴俊 コロナ社 201710 9784339028775 総記･情報 総記･情報
44 化学系学生のための　Excel2016/VBA入門 寺坂宏一 コロナ社 201710 9784339066418 総記･情報 総記･情報
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45 語学学習支援のための言語処理 奥村学【監修】 コロナ社 201711 9784339027617 総記･情報 総記･情報
46 人工知能原理 加納政芳 コロナ社 201712 9784339027129 総記･情報 総記･情報
47 意思決定を助ける　情報可視化技術 伊藤貴之 コロナ社 201804 9784339028836 総記･情報 総記･情報
48 統計的パターン認識と判別分析 栗田多喜夫 コロナ社 201901 9784339028317 総記･情報 総記･情報
49 ボルツマンマシン 恐神貴行 コロナ社 201902 9784339028324 総記･情報 総記･情報
50 フルスタックJavaScriptとPython機械学習ライブラリで実践するソーシャルビッグデータ 石川博【編著】 コロナ社 201902 9784339028898 総記･情報 総記･情報
51 情報量 山本宙 コロナ社 201903 9784339028904 総記･情報 総記･情報
52 情報セキュリティ基礎講義 松浦幹太 コロナ社 201903 9784339019346 総記･情報 総記･情報
53 マルチメディア時代の情報理論改訂　改訂　 小川英一 コロナ社 201904 9784339028935 総記･情報 総記･情報
54 暗号ハードウェアのセキュリティ 﨑山一男 コロナ社 201906 9784339028942 総記･情報 総記･情報
55 Javaによるアルゴリズムとデータ構造の基礎 永田武 コロナ社 201908 9784339028966 総記･情報 総記･情報
56 micro:bitで学ぶプログラミング 高橋参吉 コロナ社 201909 9784339028980 総記･情報 総記･情報
57 1から始めるJuliaプログラミング 進藤裕之 コロナ社 202004 9784339029055 総記･情報 総記･情報
58 情報セキュリティ読本　五訂版 独立行政法人情報処理推進機構（IPA） 実教出版株式会社 201810 9784407347753 総記･情報 総記･情報
59 Photoshop おいしいネタ事典 諌山典生 翔泳社 201602 9784798143606 総記･情報 総記･情報
60 C++の絵本 第2版 アンク 翔泳社 201704 9784798151908 総記･情報 総記･情報
61 スラスラわかるC言語 第2版 岡嶋裕史 翔泳社 201710 9784798153797 総記･情報 総記･情報
62 UIデザインの教科書　新版 原田秀司 翔泳社 201901 9784798155456 総記･情報 総記･情報
63 みんなのコンピュータサイエンス ウラドストン・フェレイラ・フィルォ【著】 翔泳社 201901 9784798154817 総記･情報 総記･情報
64 入門 JavaScript プログラミング ＪＤ・アイザックス【著】 翔泳社 201902 9784798158648 総記･情報 総記･情報
65 見て試してわかる機械学習アルゴリズムの仕組み 機械学習図鑑 秋庭伸也 翔泳社 201904 9784798155654 総記･情報 総記･情報
66 独習Java　新版 山田祥寛 翔泳社 201905 9784798151120 総記･情報 総記･情報
67 現場で使える！Python機械学習入門 大曽根圭輔 翔泳社 201905 9784798150963 総記･情報 総記･情報
68 VR原論 服部桂 翔泳社 201905 9784798158945 総記･情報 総記･情報
69 IT用語図鑑 増井敏克 翔泳社 201905 9784798160016 総記･情報 総記･情報
70 入門Goプログラミング ネイサン・ヤングマン 翔泳社 201905 9784798158655 総記･情報 総記･情報
71 作ればわかる！Androidプログラミング Kotlin対応 金宏和實 翔泳社 201906 9784798160146 総記･情報 総記･情報
72 現場で使える！Python深層学習入門 木村優志 翔泳社 201906 9784798150970 総記･情報 総記･情報
73 絵で見てわかるITインフラの仕組み　新装版 山崎泰史　ほか【著】 翔泳社 201906 9784798158464 総記･情報 総記･情報
74 Pythonで動かして学ぶ！あたらしい数学の教科書 我妻幸長 翔泳社 201909 9784798161174 総記･情報 総記･情報
75 New 業界別！AI活用地図 本橋洋介 翔泳社 201911 9784798157795 総記･情報 総記･情報
76 New 現場で使える！Python自然言語処理入門 赤石雅典 翔泳社 202001 9784798142685 総記･情報 総記･情報
77 New Pythonではじめるアルゴリズム入門 増井敏克 翔泳社 202001 9784798163239 総記･情報 総記･情報
78 決定版 コンピュータサイエンス図鑑 ヘレン・コールドウェル　ほか【監修】 創元社 201907 9784422414201 総記･情報 総記･情報
79 はじめてのAI 土屋誠司 創元社 202008 9784422400495 総記･情報 総記･情報
80 インターネット・ＳＮＳトラブルの法務対応 深澤諭史 中央経済社 202003 9784502335419 総記･情報 総記･情報
81 医師・医学生のための人工知能入門 北澤茂 中外医学社 202005 9784498048843 総記･情報 総記･情報
82 2030年の第4次産業革命 尾木蔵人 東洋経済新報社 202002 9784492762523 総記･情報 総記･情報
83 ＱＲコードの奇跡 小川進 東洋経済新報社 202002 9784492534199 総記･情報 総記･情報
84 AIのキホン 市村哲 日本経済評論社 202007 9784818825635 総記･情報 総記･情報
85 相対化する知性 西山圭太 日本評論社 202003 9784535559073 総記･情報 総記･情報
86 江戸庶民の読書と学び 長友千代治 勉誠出版 201710 9784585221937 総記･情報 総記･情報
87 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 201501 9784839952952 総記･情報 総記･情報
88 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 201711 9784839961626 総記･情報 総記･情報
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89 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【著】 マイナビ出版 201902 9784839968502 総記･情報 総記･情報
90 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 立石賢吾 マイナビ出版 201907 9784839968373 総記･情報 総記･情報
91 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 マイナビ出版 201909 9784839969226 総記･情報 総記･情報
92 詳解ディープラーニング 第2版 巣籠悠輔 マイナビ出版 201911 9784839969516 総記･情報 総記･情報
93 New 機械学習・深層学習による自然言語処理入門 中山光樹 マイナビ出版 202002 9784839966607 総記･情報 総記･情報
94 New ブラウザだけで学べる シゴトで役立つ やさしいPython入門 掌田津耶乃 マイナビ出版 202009 9784839974183 総記･情報 総記･情報
95 情報活用学入門　―情報リテラシーを超えて 大嶋淳俊 学文社 201210 9784762023118 総記･情報 総記･情報
96 情報倫理の挑戦 竹之内禎 学文社 201509 9784762025501 総記･情報 総記･情報
97 手と足と眼と耳 原田健一 学文社 201803 9784762027956 総記･情報 総記･情報
98 はじめてのLinux 小林真也【監修】 森北出版 202003 9784627854611 総記･情報 総記･情報
99 はじめての情報理論　第2版 稲井寛 森北出版 202011 9784627849129 総記･情報 総記･情報

100 改訂 図書館情報資源概論 岸田和明【編著】 樹村房 202003 9784883673384 総記･情報 総記･情報
101 三訂 情報資源組織論 田窪直規【編著】 樹村房 202003 9784883673391 総記･情報 総記･情報
102 公立図書館における指定管理者制度 水沼友宏 樹村房 202005 9784883673360 総記･情報 総記･情報
103 探究型読書 編集工学研究所 クロスメディア・パブリッシング 202008 9784295404378 総記･情報 総記･情報
104 歴史に見る日本の図書館　：　知的精華の受容と伝承 高山正也 勁草書房 201604 4326050160 総記･情報 総記･情報
105 専門図書館の役割としごと 青柳英治　：　長谷川昭子【編著】 勁草書房 201708 9784326000456 総記･情報 総記･情報
106 電子出版活用型図書館プロジェクト　：　立命館大学文学部湯浅ゼミの総括 湯浅俊彦 出版メディアパル 201903 9784902251692 総記･情報 総記･情報
107 越境する書物　：　変容する読書環境のなかで 和田敦彦 新曜社 201108 4788512505 総記･情報 総記･情報
108 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 201804 486429495X 総記･情報 総記･情報
109 New 映像アーカイブ論 辻泰明 大学教育出版 202010 9784866920986 総記･情報 総記･情報
110 ネット文化資源の読み方・作り方 岡田一祐 文学通信 201908 9784909658142 総記･情報 総記･情報
111 読書教育の方法 立田慶裕【編著】 学文社 201501 9784762025204 総記･情報 総記･情報
112 1からわかる図書館の障害者サービス 佐藤聖一 学文社 201502 9784762025211 総記･情報 総記･情報
113 学校司書の役割と活動 金沢みどり【編著】 学文社 201712 9784762027529 総記･情報 総記･情報
114 拝啓　市長さま、こんな図書館をつくりましょう アントネッラ・アンニョリ　：　萱野有美 みすず書房 201604 4622079372 総記･情報 総記･情報
115 情報リテラシーのための図書館　：　日本の教育制度と図書館の改革 根本彰 みすず書房 201712 9784622086505 総記･情報 総記･情報
116 New トリノの精神 マイケ・アルバート【著】 明石書店 202103 9784750351476 総記･情報 総記･情報
117 書物の破壊の世界史 フェルナンド・バエス【著】 紀伊國屋書店 201903 9784314011662 総記･情報 総記･情報
118 創造の理論と方法 日本創造学会【編】 共立出版 198310 9784320008014 総記･情報 総記･情報
119 創造の諸型 日本創造学会【編】 共立出版 198410 9784320008137 総記･情報 総記･情報
120 創造と企業 日本創造学会【編】 共立出版 198510 9784320008434 総記･情報 総記･情報
121 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【共著】 近代科学社 201506 9784764904842 総記･情報 総記･情報
122 学術書の編集者 橘宗吾 慶應義塾大学出版会 201607 4766423526 総記･情報 総記･情報
123 ＥＰＵＢ戦記　：　電子書籍の国際標準化バトル 小林龍生 慶應義塾大学出版会 201608 4766423631 総記･情報 総記･情報
124 大学１年生からの研究の始めかた 西山敏樹 慶應義塾大学出版会 201609 476642364X 総記･情報 総記･情報
125 大学での学び方 東谷護【著】 勁草書房 200704 9784326653249 総記･情報 総記･情報
126 引用する極意引用される極意 林紘一郎　：　名和小太郎 勁草書房 200904 4326000333 総記･情報 総記･情報
127 著作物を楽しむ自由のために　：　最高裁著作権判例を超えて 岡邦俊 勁草書房 201606 4326451076 総記･情報 総記･情報
128 十八世紀イギリス出版文化史 Ａ・Ｓ・コリンズ【著】 彩流社 199410 9784882023197 総記･情報 総記･情報
129 著作権法入門早わかり　：　クリエイターのための知的創造物法活用術 佐藤薫 出版メディアパル 201904 9784902251357 総記･情報 総記･情報
130 出版史研究へのアプローチ　：　雑誌・書物・新聞をめぐる５章 日本出版学会関西部会【編】 出版メディアパル 201905 9784902251364 総記･情報 総記･情報
131 本づくりこれだけは　新版 下村昭夫 出版メディアパル 202002 9784902251371 総記･情報 総記･情報
132 平成の出版が歩んだ道 能勢仁 出版メディアパル 202007 9784902251388 総記･情報 総記･情報
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133 昭和の翻訳出版事件簿 宮田昇 創元社 201708 9784422930763 総記･情報 総記･情報
134 判例でみる音楽著作権訴訟の論点８０講 田中豊【編】 日本評論社 201910 9784535524040 総記･情報 総記･情報
135 近世前期江戸出版文化史 速水香織 文学通信 202002 9784909658241 総記･情報 総記･情報
136 一古書肆の思い出　１　：　修行時代　．　１ 反町茂雄 平凡社 199805 4582762441 総記･情報 総記･情報
137 一古書肆の思い出　２　：　賈を待つ者　．　２ 反町茂雄 平凡社 199807 4582762557 総記･情報 総記･情報
138 一古書肆の思い出　３　：　古典籍の奔流横溢　．　３ 反町茂雄 平凡社 199809 4582762638 総記･情報 総記･情報
139 一古書肆の思い出　４　：　激流に棹さして　．　４ 反町茂雄 平凡社 199811 4582762719 総記･情報 総記･情報
140 一古書肆の思い出　５　：　賑わいは夢のごとく　．　５ 反町茂雄 平凡社 199901 4582762778 総記･情報 総記･情報
141 評論家入門　：　清貧でもいいから物書きになりたい人に 小谷野敦 平凡社 200411 4582852475 総記･情報 総記･情報
142 古本通　：　市場・探索・蔵書の魅力 樽見博 平凡社 200604 4582853188 総記･情報 総記･情報
143 三度のメシより古本！ 樽見博 平凡社 200705 4582853757 総記･情報 総記･情報
144 伝説の日中文化サロン　上海・内山書店 太田尚樹 平凡社 200809 4582854362 総記･情報 総記･情報
145 書いて稼ぐ技術 永江朗 平凡社 200911 458285494X 総記･情報 総記･情報
146 和本入門　：　千年生きる書物の世界 橋口侯之介 平凡社 201109 4582767443 総記･情報 総記･情報
147 英国の出版文化史 清水一嘉 勉誠出版 201909 9784585222514 総記･情報 総記･情報
148 江戸の蔵書家たち 岡村敬二 吉川弘文館 201703 4642067248 総記･情報 総記･情報
149 江戸の出版統制　：　弾圧に翻弄された戯作者たち 佐藤　至子 吉川弘文館 201711 9784642058568 総記･情報 総記･情報
150 書物と権力　：　中世文化の政治学 前田雅之 吉川弘文館 201809 9784642058735 総記･情報 総記･情報
151 江戸時代生活文化事典 長友千代治【編著】 勉誠出版 201802 9784585200628 総記･情報 総記･情報
152 江戸時代生活文化事典 長友千代治【編著】 勉誠出版 201802 9784585200628 総記･情報 総記･情報
153 自省する知　：　人文・社会科学のアクチュアリティー 三田哲学会【編】 慶應義塾大学出版会 201104 9784766418217 総記･情報 総記･情報
154 女の形・男の形 形の文化会『形の文化誌』編集委員会【編】 工作舎 200103 9784875023487 総記･情報 総記･情報
155 芸道の形 形の文化会『形の文化誌』編集委員会【編】 工作舎 200208 9784875023654 総記･情報 総記･情報
156 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 201406 9784254122008 総記･情報 総記･情報
157 情報科学の基礎知識 宮内ミナミ　：　森本喜一郎 朝倉書店 201409 9784254122015 総記･情報 総記･情報
158 しくみがわかる深層学習 手塚太郎 朝倉書店 201806 9784254122381 総記･情報 総記･情報
159 やってみよう　テキストマイニング　：　自由回答アンケートの分析に挑戦！ 牛澤賢二 朝倉書店 201808 9784254122350 総記･情報 総記･情報
160 公正中立がメディアを殺す メディア総合研究所・放送レポート編集委員会【編】 大月書店 201604 4272790439 総記･情報 総記･情報
161 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 201806 4272330942 総記･情報 総記･情報
162 人工知能の基礎　第２版 馬場口登 オーム社 201502 9784274216152 芸術 総記･情報
163 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 201903 9784780310122 総記･情報 総記･情報
164 13歳からのジャーナリスト 伊藤千尋 かもがわ出版 201911 9784780310559 総記･情報 総記･情報
165 サイバーセキュリティにおける生体認証技術 瀬戸洋一 共立出版 200205 9784320120495 総記･情報 総記･情報
166 あるごりずむ 広瀬　貞樹 近代科学社 200611 9784764903203 総記･情報 総記･情報
167 新人工知能の基礎知識 太原　育夫 近代科学社 200806 9784764903562 総記･情報 総記･情報
168 Ｐｙｔｈｏｎ言語によるプログラミングイントロダクション Ｇｕｔｔａｇ　Ｊｏｈｎ　Ｖ．【著】　：　久保幹雄【監訳】 近代科学社 201412 9784764904699 総記･情報 総記･情報
169 Ｒｕｂｙで数独　：　ＡＩプログラミング入門 佐藤　理史 近代科学社 201610 9784764905276 総記･情報 総記･情報
170 超実践　アンサンブル機械学習 武藤　佳恭 近代科学社 201612 9784764905290 総記･情報 総記･情報
171 データ市場　：　データを活かすイノベーションゲーム 大澤　幸生【編著】　：　早矢仕　晃章　：　秋元　正博 近代科学社 201702 4764905248 総記･情報 総記･情報
172 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 201703 9784764905351 総記･情報 総記･情報
173 アンサンブル法による機械学習　：　基礎とアルゴリズム Ｚｈｏｕ　Ｚｈｉ－Ｈｕａ【著】　：　宮岡　悦良　：　下川　朝有【訳】 近代科学社 201706 9784764905375 総記･情報 総記･情報
174 細胞膜計算 西田泰伸 近代科学社 201805 9784764905689 総記･情報 総記･情報
175 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 201806 9784764905702 総記･情報 総記･情報
176 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 201807 9784764905696 総記･情報 総記･情報
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177 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 安藤類央　：　武藤佳恭 近代科学社 201808 4764905744 総記･情報 総記･情報
178 裏側から視るＡＩ　：　脅威・歴史・倫理 中川裕志 近代科学社 201909 9784764905993 総記･情報 総記･情報
179 情報とグローバル・ガバナンス　：　インターネットから見た国家 土屋大洋 慶應義塾大学出版会 200104 9784766408409 総記･情報 総記･情報
180 情報セキュリティ入門　第３版 羽室英太郎 慶應義塾大学出版会 201409 9784766421651 総記･情報 総記･情報
181 批判する／批判されるジャーナリズム 大石裕 慶應義塾大学出版会 201701 4766423976 総記･情報 総記･情報
182 ディスカッションを科学する　：　人間と人工知能の共生 長尾確 慶應義塾大学出版会 201801 9784766424935 総記･情報 総記･情報
183 新聞統合　：　戦時期におけるメディアと国家 里見脩 勁草書房 201112 9784326302055 総記･情報 総記･情報
184 コンテンツ産業とイノベーション　：　テレビ・アニメ・ゲーム産業の集積 半澤誠司 勁草書房 201602 4326504188 総記･情報 総記･情報
185 表現の自由とアーキテクチャ　—情報社会における自由と規制の再構成—　：　情報社会における自由と規制の再構成 成原慧 勁草書房 201606 4326403209 総記･情報 総記･情報
186 情報社会の「哲学」　：　グーグル・ビッグデータ・人工知能 大黒岳彦 勁草書房 201608 4326154381 総記･情報 総記･情報
187 ビッグデータ・リトルデータ・ノーデータ　：　研究データと知識インフラ クリスティン　Ｌ．ボーグマン【著】　：　佐藤義則　：　小山憲司【訳】 勁草書房 201709 9784326000449 総記･情報 総記･情報
188 ＯＴＴ産業をめぐる政策分析　：　ネット中立性，個人情報，メディア 実積寿也　：　春日教測　：　宍倉学 勁草書房 201801 9784326504435 総記･情報 総記･情報
189 メディアがつくる現実、メディアをめぐる現実　：　ジャーナリズムと社会問題の構築 山口仁 勁草書房 201808 9784326603084 総記･情報 総記･情報
190 初級Java 長慎也 実教出版 201210 9784407325867 芸術 総記･情報
191 Ｒによる機械学習　：　１２のステップで理解するＲ言語と機械学習の基礎理論と実装手法 ブレット・ランツ【著】　：　長尾高弘【訳】 翔泳社 201703 9784798145112 総記･情報 総記･情報
192 Ｐｙｔｈｏｎで動かして学ぶ！あたらしい深層学習の教科書　：　機械学習の基本から深層学習まで 石川聡彦 翔泳社 201810 9784798158570 総記･情報 総記･情報
193 Ｐｙｔｈｏｎで動かして学ぶ　自然言語処理入門 柳井　孝介　：　庄司　美沙 翔泳社 201901 9784798156668 総記･情報 総記･情報
194 Ｐｙｔｈｏｎで動かして学ぶ！あたらしい機械学習の教科書　第２版 伊藤真 翔泳社 201907 9784798159911 総記･情報 総記･情報
195 ディープラーニング、ビッグデータ、機械学習　：　あるいはその心理学 浅川伸一 新曜社 201502 4788514222 総記･情報 総記･情報
196 まわしよみ新聞をつくろう！ 陸奥賢 創元社 201806 9784422120652 総記･情報 総記･情報
197 命を危険にさらして マリーヌ・ジャックマン 創元社 202010 9784422360126 総記･情報 総記･情報
198 情報メディア白書　２０１８　．　２０１８ 電通メディアイノベーションラボ　【編】 ダイヤモンド社 201802 4478104913 総記･情報 総記･情報
199 白と黒のとびら　：　オートマトンと形式言語をめぐる冒険 川添愛 東京大学出版会 201304 4130633570 総記･情報 総記･情報
200 自動人形の城　：　人工知能の意図理解をめぐる物語 川添愛 東京大学出版会 201712 4130633686 総記･情報 総記･情報
201 数理議論学 若木利子　：　新田克己 東京電機大学出版局 201703 4501555505 総記･情報 総記･情報
202 デジタル・フォレンジックの基礎と実践 佐々木良一【編著】　：　上原哲太郎　：　櫻庭信之 東京電機大学出版局 201703 9784501555603 総記･情報 総記･情報
203 ＡＩ　ｖｓ．　教科書が読めない子どもたち 新井紀子 東洋経済新報社 201802 4492762396 総記･情報 総記･情報
204 文系ＡＩ人材になる : 統計・プログラム知識は不要 野口竜司 東洋経済新報社 202001 9784492762516 芸術 総記･情報
205 韓国ジャーナリズムと言論民主化運動　：　『ハンギョレ新聞』をめぐる歴史社会学 森類臣 日本経済評論社 201908 9784818825413 総記･情報 総記･情報
206 ２１世紀ＩＣＴ企業の経営戦略　：　変貌する世界の大企業体制 夏目啓二【編著】 文眞堂 201703 9784830949227 総記･情報 総記･情報
207 情報倫理　：　技術・プライバシー・著作権 大谷卓史 みすず書房 201705 9784622085621 総記･情報 総記･情報
208 アルゴリズムとデータ構造　第３版　：　Ａｌｇｏｒｉｔｈｍｓ　ａｎｄ　ｄａｔａ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ 平田富夫 森北出版 201610 9784627726536 総記･情報 総記･情報
209 情報理論　：　情報量～誤り訂正がよくわかる 相河聡 森北出版 201806 9784627853911 総記･情報 総記･情報
210 誤り訂正符号入門　第２版 阪田省二郎　：　栗原正純　：　松井一 森北出版 201904 9784627817128 総記･情報 総記･情報
211 中国メディアの変容　：　ネット社会化が迫る報道の変革 陳雅賽 早稲田大学出版部 201710 9784657178053 総記･情報 総記･情報
212 福澤諭吉著作集　：　学問のすゝめ　．　第３巻 福沢諭吉【著】　：　小室正紀【編】 慶應義塾大学出版会 200201 9784766408799 総記･情報 総記･情報
213 福澤諭吉著作集　：　世界国尽　窮理図解　．　第２巻 福沢諭吉【著】　：　中川眞弥【編】 慶應義塾大学出版会 200203 9784766408782 総記･情報 総記･情報
214 福澤諭吉著作集　：　西洋事情　．　第１巻 福沢諭吉【著】　：　マリオン・ソシエ【編】 慶應義塾大学出版会 200205 9784766408775 総記･情報 総記･情報
215 福澤諭吉著作集　：　文明論之概略　．　第４巻 福沢諭吉【著】　：　戸沢行夫【編】 慶應義塾大学出版会 200207 9784766408805 総記･情報 総記･情報
216 福澤諭吉著作集　：　丁丑公論　痩我慢の説　．　第９巻 福沢諭吉【著】　：　坂本多加雄【編】 慶應義塾大学出版会 200209 9784766408850 総記･情報 総記･情報
217 福澤諭吉著作集　：　学問之独立　慶應義塾之記　．　第５巻 福沢諭吉【著】　：　西川俊作【編】 慶應義塾大学出版会 200211 9784766408812 総記･情報 総記･情報
218 福澤諭吉著作集　：　福翁百話　．　第１１巻 福沢諭吉【著】　：　服部禮次郎【編】 慶應義塾大学出版会 200301 9784766408874 総記･情報 総記･情報
219 福澤諭吉著作集　：　日本婦人論　日本男子論　．　第１０巻 福沢諭吉【著】　：　西沢直子【編】 慶應義塾大学出版会 200303 9784766408867 総記･情報 総記･情報
220 福澤諭吉著作集　：　民間経済録　実業論　．　第６巻 福沢諭吉【著】　：　小室正紀【編】 慶應義塾大学出版会 200305 9784766408829 総記･情報 総記･情報
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221 福澤諭吉著作集　：　通俗民権論　通俗国権論　．　第７巻 福沢諭吉【著】　：　寺崎修【編】 慶應義塾大学出版会 200307 9784766408836 総記･情報 総記･情報
222 福澤諭吉著作集　：　時事小言　通俗外交論　．　第８巻 福沢諭吉【著】　：　岩谷十郎【編】 慶應義塾大学出版会 200309 9784766408843 総記･情報 総記･情報
223 福澤諭吉著作集　：　福翁自伝　福澤全集緒言　．　第１２巻 福沢諭吉【著】　：　松崎欣一【編】 慶應義塾大学出版会 200311 9784766408881 総記･情報 総記･情報
224 脱構築 守中高明 岩波書店 199912 9784000264259 哲学・心理学・宗教 哲学
225 哲学 中島隆博 岩波書店 200905 9784000283212 哲学・心理学・宗教 哲学
226 １００の思考実験　：　あなたはどこまで考えられるか ジュリアン・バジーニ【著】　：　向井和美【訳】 紀伊國屋書店 201203 9784314010917 哲学・心理学・宗教 哲学
227 アラビア哲学　1935年-1948年 井筒俊彦【著】 慶應義塾大学出版会 201309 9784766420715 哲学・心理学・宗教 哲学
228 神秘哲学　1949年-1951年 井筒俊彦【著】 慶應義塾大学出版会 201310 9784766420722 哲学・心理学・宗教 哲学
229 ロシア的人間　1951年-1953年 井筒俊彦【著】 慶應義塾大学出版会 201401 9784766420739 哲学・心理学・宗教 哲学
230 イスラーム思想史　1954年-1975年 井筒俊彦【著】 慶應義塾大学出版会 201403 9784766420746 哲学・心理学・宗教 哲学
231 存在顕現の形而上学　1978年-1980年 井筒俊彦【著】 慶應義塾大学出版会 201405 9784766420753 哲学・心理学・宗教 哲学
232 意識と本質　1980年-1981年 井筒俊彦【著】 慶應義塾大学出版会 201407 9784766420760 哲学・心理学・宗教 哲学
233 イスラーム文化　1981年-1983年 井筒俊彦【著】 慶應義塾大学出版会 201409 9784766420777 哲学・心理学・宗教 哲学
234 意味の深みへ　1983年-1985年 井筒俊彦【著】 慶應義塾大学出版会 201412 9784766420784 哲学・心理学・宗教 哲学
235 意識の形而上学　1987年-1993年 井筒俊彦【著】 慶應義塾大学出版会 201505 9784766420807 哲学・心理学・宗教 哲学
236 意味の構造　1992年 井筒俊彦【著】 慶應義塾大学出版会 201507 9784766420814 哲学・心理学・宗教 哲学
237 未発表原稿・補遺・著作目録・年譜・総索引 井筒俊彦【著】 慶應義塾大学出版会 201608 9784766420838 哲学・心理学・宗教 哲学
238 老子道徳経 井筒俊彦【著】 慶應義塾大学出版会 201704 9784766424157 哲学・心理学・宗教 哲学
239 クルアーンにおける神と人間 井筒俊彦【著】 慶應義塾大学出版会 201706 9784766424164 哲学・心理学・宗教 哲学
240 存在の概念と実在性 井筒俊彦【著】 慶應義塾大学出版会 201710 9784766424560 哲学・心理学・宗教 哲学
241 イスラーム神学における信の構造 井筒俊彦【著】 慶應義塾大学出版会 201802 9784766424584 哲学・心理学・宗教 哲学
242 哲学への権利 西山雄二 勁草書房 201102 4326154144 哲学・心理学・宗教 哲学
243 いかにして思考するべきか？　：　言葉と確率の思想史 船木亨 勁草書房 201707 9784326154463 哲学・心理学・宗教 哲学
244 感情の哲学　：　分析哲学と現象学 西村清和 勁草書房 201804 9784326154524 哲学・心理学・宗教 哲学
245 信頼を考える　：　リヴァイアサンから人工知能まで 小山虎【編著】 勁草書房 201807 9784326102709 哲学・心理学・宗教 哲学
246 身体感性と文化の哲学 樋口聡 勁草書房 201907 9784326299317 哲学・心理学・宗教 哲学
247 非合理性の哲学　：　アクラシアと自己欺瞞 浅野光紀 新曜社 201207 4788512963 哲学・心理学・宗教 哲学
248 食べることの哲学 檜垣立哉 世界思想社 201804 9784790717119 哲学・心理学・宗教 哲学
249 ことばを紡ぐための哲学　：　東大駒場・現代思想講義 中島隆博　：　石井剛【編著】 白水社 201904 9784560096734 哲学・心理学・宗教 哲学
250 日本の無思想　．　００３ 加藤典洋 平凡社 199905 4582850030 哲学・心理学・宗教 哲学
251 廣松渉哲学論集 廣松渉　：　熊野純彦【編】 平凡社 200909 4582766781 哲学・心理学・宗教 哲学
252 これからの図書館 谷一文子 平凡社 201911 9784582838169 哲学・心理学・宗教 哲学
253 沈黙の世界 マックス・ピカート【著】　：　佐野利勝【訳】 みすず書房 201402 9784622083726 哲学・心理学・宗教 哲学
254 現代哲学キーワード 野家啓一 有斐閣 201601 9784641058880 哲学・心理学・宗教 哲学
255 身体／生命 市野川容孝 岩波書店 200001 9784000264266 哲学・心理学・宗教 哲学
256 古典を読む 小野紀明 岩波書店 201006 9784000283298 哲学・心理学・宗教 哲学
257 判断の論理学 藤川吉美 慶應義塾大学出版会 200309 9784766410198 哲学・心理学・宗教 哲学
258 知覚と判断の境界線　：　「知覚の哲学」基本と応用 源河亨 慶應義塾大学出版会 201704 4766424263 哲学・心理学・宗教 哲学
259 原因と理由の迷宮　：　「なぜならば」の哲学 一ノ瀬正樹 勁草書房 200605 9784326199143 哲学・心理学・宗教 哲学
260 現象学入門　：　新しい心の科学と哲学のために ステファン・コイファ－　：　アントニー・チェメロ【著】　：　田中彰吾 勁草書房 201807 9784326102686 哲学・心理学・宗教 哲学
261 社会的世界の制作　：　人間文明の構造 ジョン・Ｒ・サール【著】　：　三谷武司【訳】 勁草書房 201809 9784326154555 哲学・心理学・宗教 哲学
262 エロス身体論 小浜逸郎 平凡社 200405 4582852254 哲学・心理学・宗教 哲学
263 総合人間学の試み 小林直樹【編】 学文社 200611 9784762016066 哲学・心理学・宗教 哲学
264 人間はどこにいくのか 総合人間学会【編】 学文社 200705 9784762016981 哲学・心理学・宗教 哲学
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265 自然と人間の破壊に抗して 総合人間学会【編】 学文社 200806 9784762018541 哲学・心理学・宗教 哲学
266 科学技術を人間学から問う 総合人間学会【編】 学文社 200906 9784762019708 哲学・心理学・宗教 哲学
267 戦争を総合人間学から考える 総合人間学会【編】 学文社 201006 9784762020896 哲学・心理学・宗教 哲学
268 進化論と平和の人間学的考察 総合人間学会【編】 学文社 201205 9784762022913 哲学・心理学・宗教 哲学
269 ＜居場所＞の喪失、これからの＜居場所＞ 総合人間学会【編】 学文社 201506 9784762025495 哲学・心理学・宗教 哲学
270 コミュニティと共生 総合人間学会【編】 学文社 201605 9784762026515 哲学・心理学・宗教 哲学
271 論理学研究　．　１ エドムント・フッサール【著】　：　立松弘孝【訳】 みすず書房 196810 9784622019237 哲学・心理学・宗教 哲学
272 論理学研究　．　２ エドムント・フッサール【著】　：　立松弘孝　：　松井良和 みすず書房 197005 9784622019244 哲学・心理学・宗教 哲学
273 論理学研究　．　３ エドムント・フッサール【著】　：　立松弘孝　：　松井良和【訳】 みすず書房 197410 9784622019251 哲学・心理学・宗教 哲学
274 不合理性の哲学　：　利己的なわれわれはなぜ協調できるのか 中村隆文 みすず書房 201512 4622079623 哲学・心理学・宗教 哲学
275 はじめての論理学 篠澤和久 有斐閣 202010 9784641150812 哲学・心理学・宗教 哲学
276 弟子の視点から読み解く『論語』 謡口明 朝倉書店 201906 9784254515886 哲学・心理学・宗教 哲学
277 慈悲と正直の公共哲学　：　日本における自生的秩序の形成 桂木隆夫 慶應義塾大学出版会 201409 9784766421743 哲学・心理学・宗教 哲学
278 コスモスとアンチコスモス　1985年-1989年 井筒俊彦【著】 慶應義塾大学出版会 201502 9784766420791 哲学・心理学・宗教 哲学
279 シャンカラ派の思想と信仰 沢井義次 慶應義塾大学出版会 201608 4766423577 哲学・心理学・宗教 哲学
280 言語と呪術 井筒俊彦【著】 慶應義塾大学出版会 201809 9784766424577 哲学・心理学・宗教 哲学
281 東洋哲学の構造 井筒俊彦【著】 慶應義塾大学出版会 201904 9784766424591 哲学・心理学・宗教 哲学
282 スーフィズムと老荘思想 井筒俊彦【著】 慶應義塾大学出版会 201906 9784766424607 哲学・心理学・宗教 哲学
283 スーフィズムと老荘思想 井筒俊彦【著】 慶應義塾大学出版会 201906 9784766424614 哲学・心理学・宗教 哲学
284 安藤昌益からみえる日本近世 若尾政希 東京大学出版会 200403 4130262068 哲学・心理学・宗教 哲学
285 儒教ルサンチマンの宗教　．　００７ 浅野雄一 平凡社 199905 4582850073 哲学・心理学・宗教 哲学
286 四書五経入門　：　中国思想の形成と展開 竹内照夫 平凡社 200001 4582763200 哲学・心理学・宗教 哲学
287 「論語」に帰ろう 守屋淳 平凡社 200910 4582854893 哲学・心理学・宗教 哲学
288 渋沢栄一の「論語講義」 渋沢栄一　：　守屋淳【編訳】 平凡社 201009 4582855466 哲学・心理学・宗教 哲学
289 墨子よみがえる 半藤一利 平凡社 201106 458285589X 哲学・心理学・宗教 哲学
290 こころはどう捉えられてきたか　：　江戸思想史散策 田尻祐一郎 平凡社 201603 4582858074 哲学・心理学・宗教 哲学
291 平田篤胤　：　交響する死者・生者・神々 吉田麻子 平凡社 201607 4582858198 哲学・心理学・宗教 哲学
292 戸坂潤セレクション 戸坂潤　：　林淑美【編】 平凡社 201801 4582768636 哲学・心理学・宗教 哲学
293 江戸の読書会 前田勉 平凡社 201809 9784582768718 哲学・心理学・宗教 哲学
294 「武国」日本 佐伯真一 平凡社 201810 9784582858945 哲学・心理学・宗教 哲学
295 三島由紀夫と天皇 菅孝行 平凡社 201811 9784582858969 哲学・心理学・宗教 哲学
296 ガンディー 杉本良男 平凡社 201812 9784582858990 哲学・心理学・宗教 哲学
297 日本思想史の可能性 大隅和雄 平凡社 201903 9784582703597 哲学・心理学・宗教 哲学
298 数と易の中国思想史 川原秀城 勉誠出版 201805 9784585210450 哲学・心理学・宗教 哲学
299 福澤諭吉　：　大正４年（１９１５年） 田中王堂 みすず書房 200507 9784622061717 哲学・心理学・宗教 哲学
300 廣松渉の思想　：　内在のダイナミズム 渡辺恭彦 みすず書房 201802 9784622086819 哲学・心理学・宗教 哲学
301 本居宣長　：　近世国学の成立 芳賀登 吉川弘文館 201703 464206723X 哲学・心理学・宗教 哲学
302 福沢諭吉と福住正兄　：　世界と地域の視座 金原左門 吉川弘文館 201710 9784642754262 哲学・心理学・宗教 哲学
303 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 201812 9784642008327 哲学・心理学・宗教 哲学
304 ハイデガーの超‐政治 轟孝夫 明石書店 202002 9784750349565 哲学・心理学・宗教 哲学
305 ドゥルーズ『意味の論理学』の注釈と研究 鹿野祐嗣 岩波書店 202002 9784000613927 哲学・心理学・宗教 哲学
306 『存在と時間』第2篇評釈 須藤訓任 岩波書店 202005 9784000237437 哲学・心理学・宗教 哲学
307 若者よ、マルクスを読もう３　：　アメリカとマルクス─生誕２００年に 内田樹　：　石川康宏 かもがわ出版 201809 9784780309843 哲学・心理学・宗教 哲学
308 意味論の内と外　：　アクィナス　言語分析　メレオロジー 加藤雅人 関西大学出版部 201903 9784873546902 哲学・心理学・宗教 哲学
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309 New 生誕の災厄　新装版 E.M.シオラン【著】 紀伊國屋書店 202106 9784314011815 哲学・心理学・宗教 哲学
310 中世の春　：　ソールズベリのジョンの思想世界 柴田平三郎 慶應義塾大学出版会 200205 9784766409031 哲学・心理学・宗教 哲学
311 トマス・アクィナス肯定の哲学 山本芳久 慶應義塾大学出版会 201409 9784766421712 哲学・心理学・宗教 哲学
312 アランの情念論 新田昌英 慶應義塾大学出版会 201409 9784766421729 哲学・心理学・宗教 哲学
313 評伝レヴィナス　：　生と痕跡 サロモン・マルカ　：　斎藤慶典【訳】　：　渡名喜庸哲【訳】 慶應義塾大学出版会 201602 4766422872 哲学・心理学・宗教 哲学
314 感じるスコラ哲学　：　存在と神を味わった中世 山内志朗 慶應義塾大学出版会 201605 4766423194 哲学・心理学・宗教 哲学
315 ベンサムの言語論　：　功利主義とプラグマティズム 高島和哉 慶應義塾大学出版会 201708 4766424492 哲学・心理学・宗教 哲学
316 ライプニッツの創世記　：　自発と依存の形而上学 根無一信 慶應義塾大学出版会 201708 4766424557 哲学・心理学・宗教 哲学
317 経験のアルケオロジー　：　現象学と生命の哲学 川瀬雅也 勁草書房 201012 4326102047 哲学・心理学・宗教 哲学
318 アリストテレス『ニコマコス倫理学』を読む　：　幸福とは何か 菅豐彦 勁草書房 201602 4326154373 哲学・心理学・宗教 哲学
319 ヒューム　因果と自然 萬屋博喜 勁草書房 201803 9784326102679 哲学・心理学・宗教 哲学
320 『哲学探究』とはいかなる書物か　：　理想と哲学 鬼界彰夫 勁草書房 201809 9784326154579 哲学・心理学・宗教 哲学
321 統治の抗争史　：　フーコー講義１９７８－７９ 重田園江 勁草書房 201811 9784326302710 哲学・心理学・宗教 哲学
322 ドゥルーズを「活用」する！ 澤野雅樹 彩流社 200909 9784779110566 哲学・心理学・宗教 哲学
323 フーコー　思想の考古学 中山　元 新曜社 201004 4788511924 哲学・心理学・宗教 哲学
324 テクスト世界の解釈学　：　ポール・リクールを読む 久米　博 新曜社 201212 4788513226 哲学・心理学・宗教 哲学
325 ロゴスと深淵　：　ギリシア哲学探究 山本巍 東京大学出版会 200012 4130100866 哲学・心理学・宗教 哲学
326 ヘーゲル哲学と無の論理 高山守 東京大学出版会 200112 4130160206 哲学・心理学・宗教 哲学
327 経験と存在　：　カントの超越論的哲学の帰趨 円谷裕二 東京大学出版会 200201 4130160214 哲学・心理学・宗教 哲学
328 レヴィナスと「場所」の倫理 藤岡俊博 東京大学出版会 201403 4130160338 哲学・心理学・宗教 哲学
329 希望としてのカント　：　恒久平和のために 高田明宜 日本経済評論社 201811 9784818825079 哲学・心理学・宗教 哲学
330 キルケゴール著作集　：　あれか、これか　第１部　上　新装復刊　．　１ セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】　：　浅井真男【訳】 白水社 199510 9784560023181 哲学・心理学・宗教 哲学
331 キルケゴール著作集　：　あれか、これか　第１部　下　新装復刊　．　２ セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】　：　浅井真男【訳】 白水社 199510 9784560023198 哲学・心理学・宗教 哲学
332 キルケゴール著作集　：　あれか、これか　第２部　上　新装復刊　．　３ セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】　：　浅井真男【訳】 白水社 199510 9784560023204 哲学・心理学・宗教 哲学
333 キルケゴール著作集　：　あれか、これか　第２部　下　新装復刊　．　４ セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】　：　浅井真男【訳】 白水社 199510 9784560023211 哲学・心理学・宗教 哲学
334 キルケゴール著作集　：　おそれとおののき　．　反復　．　５ セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】　：　桝田啓三郎　：　前田敬作【訳】 白水社 199510 9784560023228 哲学・心理学・宗教 哲学
335 キルケゴール著作集　：　哲学的断片・危機および一女優の生涯における一つの危機　．　６ セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】　：　大谷愛人【訳】 白水社 199510 9784560023235 哲学・心理学・宗教 哲学
336 キルケゴール著作集　：　哲学的断片への結びとしての非学問的あとがき　上　新装復刊　．　７ セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】　：　杉山好　：　小川圭治【共訳】 白水社 199510 9784560023242 哲学・心理学・宗教 哲学
337 キルケゴール著作集　：　哲学的断片への結びとしての非学問的あとがき　中　新装復刊　．　８ セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】　：　杉山好　：　小川圭治【共訳】 白水社 199510 9784560023259 哲学・心理学・宗教 哲学
338 キルケゴール著作集　：　哲学的断片への結びとしての非学問的あとがき　下　新装復刊　．　９ セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】　：　杉山好　：　小川圭治【共訳】 白水社 199510 9784560023266 哲学・心理学・宗教 哲学
339 キルケゴール著作集　：　不安の概念　．　序文ばかり　．　１０ セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】　：　氷上英広　：　熊沢義宣【訳】 白水社 199510 9784560023273 哲学・心理学・宗教 哲学
340 キルケゴール著作集　：　死にいたる病　．　現代の批判　．　１１ セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】　：　松浪信三郎　：　飯島宗享【訳】 白水社 199510 9784560023280 哲学・心理学・宗教 哲学
341 キルケゴール著作集　：　人生行路の諸段階　上　．　１２ セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】　：　佐藤晃一【訳】 白水社 199510 9784560023297 哲学・心理学・宗教 哲学
342 キルケゴール著作集　：　人生行路の諸段階　中　．　１３ セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】　：　佐藤晃一【訳】 白水社 199510 9784560023303 哲学・心理学・宗教 哲学
343 キルケゴール著作集　：　人生行路の諸段階　下　．　１４ セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】　：　佐藤晃一【訳】 白水社 199510 9784560023310 哲学・心理学・宗教 哲学
344 キルケゴール著作集　：　愛のわざ　第１部　．　１５ セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】　：　武藤一雄　：　芦津丈夫【共訳】 白水社 199510 9784560023327 哲学・心理学・宗教 哲学
345 キルケゴール著作集　：　愛のわざ　第２部　．　１６ セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】　：　武藤一雄　：　芦津丈夫【共訳】 白水社 199510 9784560023334 哲学・心理学・宗教 哲学
346 キルケゴール著作集　：　キリスト教の修練　．　１７ セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】　：　杉山好【訳】 白水社 199510 9784560023341 哲学・心理学・宗教 哲学
347 キルケゴール著作集　：　わが著作活動の視点　．　野の百合・空の鳥　．　１８ セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】　：　田淵義三郎　：　久山康【訳】 白水社 199510 9784560023358 哲学・心理学・宗教 哲学
348 キルケゴール著作集　：　瞬間　．　自らを裁け　．　１９ セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】　：　松浪信三郎　：　泉治典 白水社 199510 9784560023365 哲学・心理学・宗教 哲学
349 キルケゴール著作集　：　イロニーの概念　上　．　２０ セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】　：　飯島宗享　：　福島保夫【共訳】 白水社 199510 9784560023372 哲学・心理学・宗教 哲学
350 キルケゴール著作集　：　イロニーの概念　下　．　２１ セーレーン・オービエ・キールケゴール【著】　：　飯島宗享　：　福島保夫【共訳】 白水社 199510 9784560023389 哲学・心理学・宗教 哲学
351 アラン著作集　：　思索と行動のために　．　１ アラン【著】　：　中村雄二郎【訳】 白水社 199711 9784560023563 哲学・心理学・宗教 哲学
352 アラン著作集　：　幸福論　．　２ アラン【著】　：　串田孫一　：　中村雄二郎【訳】 白水社 199711 9784560023570 哲学・心理学・宗教 哲学
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353 アラン著作集　：　感情　情念　表徴　．　３ アラン【著】　：　古賀照一【訳】 白水社 199711 9784560023587 哲学・心理学・宗教 哲学
354 アラン著作集　：　人間論　．　４ アラン【著】　：　原亨吉【訳】 白水社 199711 9784560023594 哲学・心理学・宗教 哲学
355 アラン著作集　：　芸術についての二十講　．　５ アラン【著】　：　安藤元雄【訳】 白水社 199711 9784560023600 哲学・心理学・宗教 哲学
356 アラン著作集　：　イデー（哲学入門）　．　６ アラン【著】　：　渡辺秀【訳】 白水社 199711 9784560023617 哲学・心理学・宗教 哲学
357 アラン著作集　：　教育論　．　７ アラン【著】　：　八木冕【訳】 白水社 199711 9784560023624 哲学・心理学・宗教 哲学
358 アラン著作集　：　文学折りにふれて　．　８ アラン【著】　：　杉本秀太郎【訳】 白水社 199711 9784560023631 哲学・心理学・宗教 哲学
359 アラン著作集　：　宗教論　．　９ アラン【著】　：　渡辺秀【訳】 白水社 199711 9784560023648 哲学・心理学・宗教 哲学
360 アラン著作集　：　わが思索のあと　．　１０ アラン【著】　：　田島節夫【訳】 白水社 199711 9784560023655 哲学・心理学・宗教 哲学
361 時間と自由 アンリ・ベルクソン【著】　：　平井啓之【訳】 白水社 200901 4560721009 哲学・心理学・宗教 哲学
362 大衆の反逆 ホセ・オルテガ・イ・ガセット【著】　：　桑名一博【訳】 白水社 200903 4560721017 哲学・心理学・宗教 哲学
363 漱石の『猫』とニーチェ　：　稀代の哲学者に震撼した近代日本の知性たち 杉田弘子 白水社 201001 4560080445 哲学・心理学・宗教 哲学
364 存在と苦悩 アルトゥール・ショーペンハウアー【著】　：　金森誠也【編訳】 白水社 201003 4560721122 哲学・心理学・宗教 哲学
365 孤独と人生 アルトゥール・ショーペンハウアー【著】　：　金森誠也【訳】 白水社 201004 4560721130 哲学・心理学・宗教 哲学
366 社会契約論 ジャン＝ジャック・ルソー【著】　：　作田啓一【訳】 白水社 201007 4560721173 哲学・心理学・宗教 哲学
367 起源 ジャン・ジャック・ルソー【著】　：　川出良枝【選】　：　原好男 白水社 201204 9784560096017 哲学・心理学・宗教 哲学
368 宇宙における人間の地位 マックス・シェーラー【著】　：　亀井裕　：　山本達【訳】 白水社 201204 9784560096055 哲学・心理学・宗教 哲学
369 文明 ジャン・ジャック・ルソー【著】　：　川出良枝【選】　：　山路昭 白水社 201206 9784560096024 哲学・心理学・宗教 哲学
370 ソシオロジーの起源へ オーギュスト・コント【著】　：　杉本隆司【訳】 白水社 201304 9784560096093 哲学・心理学・宗教 哲学
371 科学＝宗教という地平 オーギュスト・コント【著】　：　杉本隆司【訳】 白水社 201309 9784560096109 哲学・心理学・宗教 哲学
372 主体性とは何か？　：　Ｑｕ＇ｅｓｔ－ｃｅ　ｑｕｅ　ｌａ　ｓｕｂｊｅｃｔｉｖｉｔ〓　？ ジャン＝ポール・サルトル【著】　：　澤田直【訳】　：　水野浩二【訳】 白水社 201510 4560084610 哲学・心理学・宗教 哲学
373 学識ある無知について ニコラウス・クザーヌス　：　山田桂三【訳】 平凡社 199411 4582760775 哲学・心理学・宗教 哲学
374 ニーチェ　：　ヨーロッパのニヒリズム　．　２ Ｍ．ハイデッガー　：　細谷貞雄【監訳】　：　加藤登之男【訳】 平凡社 199702 4582761844 哲学・心理学・宗教 哲学
375 古代哲学への招待　：　パルメニデスとソクラテスから始めよう 八木雄二 平凡社 200210 4582851568 哲学・心理学・宗教 哲学
376 使えるヘーゲル　：　社会のかたち、福祉の思想 福吉勝男 平凡社 200606 4582853293 哲学・心理学・宗教 哲学
377 普遍論争　：　近代の源流としての 山内志朗 平凡社 200801 4582766307 哲学・心理学・宗教 哲学
378 現代イタリアの思想をよむ　：　増補新版　クリオの手鏡 上村忠男 平凡社 200903 458276665X 哲学・心理学・宗教 哲学
379 精神のエネルギー アンリ・ベルクソン【著】　：　原章二【訳】 平凡社 201202 4582767559 哲学・心理学・宗教 哲学
380 思考と動き アンリ・ベルクソン【著】　：　原章二【訳】 平凡社 201304 4582767842 哲学・心理学・宗教 哲学
381 ヘーゲル初期哲学論集 Ｇ．Ｗ．Ｆ．ヘーゲル【著】　：　村上恭一【訳】 平凡社 201305 4582767877 哲学・心理学・宗教 哲学
382 形而上学叙説　ライプニッツーアルノー往復書簡 Ｇ．Ｗ．ライプニッツ　：　橋本由美子【監訳】　：　秋保亘【訳】 平凡社 201308 458276794X 哲学・心理学・宗教 哲学
383 笑い／不気味なもの　：　付：ジリボン「不気味な笑い」 アンリ・ベルクソン　：　ジークムント・フロイト　：　原章二【訳】 平凡社 201601 4582768369 哲学・心理学・宗教 哲学
384 ヘーゲル・セレクション 廣松渉【編訳】　：　加藤尚武【編訳】 平凡社 201702 4582768520 哲学・心理学・宗教 哲学
385 中世思想原典集成 精選１ ギリシア教父・ビザンティン思想 上智大学中世思想研究所【編訳・監修】 平凡社 201811 9784582768749 哲学・心理学・宗教 哲学
386 中世思想原典集成 精選２ ラテン教父の系譜 上智大学中世思想研究所【編訳・監修】 平凡社 201901 9784582768770 哲学・心理学・宗教 哲学
387 中世思想原典集成 精選３ ラテン中世の興隆１ 上智大学中世思想研究所【編訳・監修】 平凡社 201903 9784582768794 哲学・心理学・宗教 哲学
388 イタリアン・セオリーの現在 ロベルト・テッロージ【著】 平凡社 201903 9784582703474 哲学・心理学・宗教 哲学
389 中世思想原典集成 精選４ ラテン中世の興隆２ 上智大学中世思想研究所【編訳・監修】 平凡社 201905 9784582768817 哲学・心理学・宗教 哲学
390 新訳　不安の概念 セーレン・キルケゴール【著】 平凡社 201906 9784582768824 哲学・心理学・宗教 哲学
391 中世思想原典集成 精選５ 大学の世紀１ 上智大学中世思想研究所【編訳・監修】 平凡社 201907 9784582768831 哲学・心理学・宗教 哲学
392 世界戦争の世紀 桜井哲夫 平凡社 201907 9784582703610 哲学・心理学・宗教 哲学
393 中世思想原典集成 精選６ 大学の世紀２ 上智大学中世思想研究所【編訳・監修】 平凡社 201909 9784582768879 哲学・心理学・宗教 哲学
394 中世思想原典集成 精選７ 中世後期の神秘思想 上智大学中世思想研究所【編訳・監修】 平凡社 201911 9784582768893 哲学・心理学・宗教 哲学
395 バフチン　増補 桑野隆 平凡社 202003 9784582768961 哲学・心理学・宗教 哲学
396 ピエール・ベール著作集 野沢協【訳･解説】 法政大学出版局 197811 9784588120312 哲学・心理学・宗教 哲学
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397 ピエール・ベール著作集 野沢協【訳･解説】 法政大学出版局 197912 9784588120329 哲学・心理学・宗教 哲学
398 ピエール・ベール著作集 野沢協【訳･解説】 法政大学出版局 198203 9784588120336 哲学・心理学・宗教 哲学
399 ピエール・ベール著作集 野沢協【訳･解説】 法政大学出版局 198411 9784588120343 哲学・心理学・宗教 哲学
400 ピエール・ベール著作集 野沢協【訳･解説】 法政大学出版局 198903 9784588120367 哲学・心理学・宗教 哲学
401 ピエール・ベール著作集 野沢協【訳･解説】 法政大学出版局 199210 9784588120374 哲学・心理学・宗教 哲学
402 論理学研究　．　４ エドムント・フッサール【著】　：　立松弘孝【訳】 みすず書房 197612 9784622019268 哲学・心理学・宗教 哲学
403 イデーン　：　純粋現象学と現象学的哲学のための諸構想、第１巻、純粋現象学への全般的序論　．　１－１ エトムント・フッサール【著】　：　渡邊二郎【訳】 みすず書房 197912 9784622019169 哲学・心理学・宗教 哲学
404 イデーン　：　純粋現象学と現象学的哲学のための諸構想、第１巻、純粋現象学への全般的序論　．　１－２ エトムント・フッサール【著】　：　渡邊二郎【訳】 みすず書房 198406 9784622019176 哲学・心理学・宗教 哲学
405 現象学の理念 エドムント・フッサール【著】　：　立松弘孝【訳】 みすず書房 198507 9784622019213 哲学・心理学・宗教 哲学
406 内的時間意識の現象学 エトムント・フッサール【著】　：　立松弘孝【訳】 みすず書房 198712 9784622019220 哲学・心理学・宗教 哲学
407 イデーン　：　純粋現象学と現象学的哲学のための諸構想、第２巻、構成についての現象学的諸研究　．　２－１ エトムント・フッサール【著】　：　立松弘孝　：　別所良美【訳】 みすず書房 200110 9784622019183 哲学・心理学・宗教 哲学
408 イデーン　：　純粋現象学と現象学的哲学のための諸構想、第２巻、構成についての現象学的諸研究　．　２－２ エトムント・フッサール【著】　：　立松弘孝　：　榊原哲也【訳】 みすず書房 200902 9784622019190 哲学・心理学・宗教 哲学
409 イデーン　：　純粋現象学と現象学的哲学のための諸構想、第３巻、現象学と、諸学問の基礎　．　３ エトムント・フッサール　：　渡邊二郎【訳】　：　千田義光【訳】 みすず書房 201011 9784622019206 哲学・心理学・宗教 哲学
410 シモーヌ・ヴェイユ選集　：　初期論集：哲学修業　．　１ シモーヌ・ヴェイユ【著】　：　冨原眞弓【訳】 みすず書房 201201 9784622076605 哲学・心理学・宗教 哲学
411 シモーヌ・ヴェイユ選集　：　中期論集：労働・革命　．　２ シモーヌ・ヴェイユ【著】　：　冨原眞弓【訳】 みすず書房 201208 9784622076612 哲学・心理学・宗教 哲学
412 シモーヌ・ヴェイユ選集　：　後期論集：霊性・文明論　．　３ シモーヌ・ヴェイユ【著】　：　冨原眞弓【訳】 みすず書房 201312 9784622076629 哲学・心理学・宗教 哲学
413 ジャッキー・デリダの墓 鵜飼哲 みすず書房 201404 9784622078296 哲学・心理学・宗教 哲学
414 形式論理学と超越論的論理学 エトムント・フッサール【著】　：　立松弘孝【訳】 みすず書房 201501 9784622078500 哲学・心理学・宗教 哲学
415 身体の使用　：　脱構成的可能態の理論のために ジョルジョ・アガンベン　：　上村忠男 みすず書房 201601 462207964X 哲学・心理学・宗教 哲学
416 哲学とはなにか ジョルジョ・アガンベン【著】　：　上村忠男【訳】 みすず書房 201701 9784622086000 哲学・心理学・宗教 哲学
417 精神の革命　：　急進的啓蒙と近代民主主義の知的起源 ジョナサン・イスラエル【著】　：　森村敏己【訳】 みすず書房 201707 9784622086147 哲学・心理学・宗教 哲学
418 ヴィーコ論集成 上村忠男 みすず書房 201711 9784622086659 哲学・心理学・宗教 哲学
419 知性改善論　神、人間とそのさいわいについての短論文 スピノザ【著】　：　佐藤一郎【訳】 みすず書房 201802 9784622083481 哲学・心理学・宗教 哲学
420 希望の対話的リカバリー ダニエル・フィッシャー【著】 明石書店 201909 9784750348919 哲学・心理学・宗教 心理
421 10代からの批判的思考 名嶋義直【編著】 明石書店 202004 9784750350103 哲学・心理学・宗教 心理
422 心理学のための　英語論文の書き方・考え方 羽生　和紀【著】 朝倉書店 201406 9784254520194 哲学・心理学・宗教 心理
423 情動の進化　：　動物から人間へ 渡辺茂　：　菊水健史【編】 朝倉書店 201505 9784254106916 哲学・心理学・宗教 心理
424 情動の仕組みとその異常 山脇成人　：　西条寿夫【編】 朝倉書店 201505 9784254106923 哲学・心理学・宗教 心理
425 情動と意思決定　：　感情と理性の統合 渡邊正孝　：　船橋新太郎【編】 朝倉書店 201511 9784254106947 哲学・心理学・宗教 心理
426 食行動の科学　：　「食べる」を読みとく 今田純雄　：　和田有史【編】 朝倉書店 201704 9784254106671 哲学・心理学・宗教 心理
427 イラストレイテッド　錯視のしくみ 北岡明佳 朝倉書店 201909 9784254102901 哲学・心理学・宗教 心理
428 アイデンティティ／他者性 細見和之 岩波書店 199910 9784000264211 哲学・心理学・宗教 心理
429 記憶／物語 岡真理 岩波書店 200002 9784000264273 哲学・心理学・宗教 心理
430 精神分析 十川幸司 岩波書店 200311 9784000270014 哲学・心理学・宗教 心理
431 改訂　新・心理診断法 片口安史 金子書房 197409 9784760825486 哲学・心理学・宗教 心理
432 新版　精神力動論 小此木啓吾 金子書房 198903 9784760825516 哲学・心理学・宗教 心理
433 自己カウンセリングとアサーションのすすめ 平木典子 金子書房 200003 476082586X 哲学・心理学・宗教 心理
434 相談の心理学　：　身近な人のよき理解者・助言者となるために 福島脩美 金子書房 201105 4760826335 哲学・心理学・宗教 心理
435 勇気づけの心理学　増補・改訂版 岩井俊憲 金子書房 201108 4760836128 哲学・心理学・宗教 心理
436 完璧を求める心理　：　自分や相手がラクになる対処法 櫻井茂男 金子書房 201908 9784760824274 哲学・心理学・宗教 心理
437 New 愛するということ エーリッヒ・フロム【著】 紀伊國屋書店 202009 9784314011778 哲学・心理学・宗教 心理
438 創造性研究と測定 日本創造学会【編】 共立出版 198810 9784320008625 哲学・心理学・宗教 心理
439 創造的な問題解決 日本創造学会【編】 共立出版 198912 9784320008687 哲学・心理学・宗教 心理
440 創造的なイメージ 日本創造学会【編】 共立出版 199103 9784320008748 哲学・心理学・宗教 心理
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441 「驚き」から「閃き」へ 日本創造学会【編】 共立出版 199209 9784320008830 哲学・心理学・宗教 心理
442 異分野・異文化の交流と創造性 日本創造学会【編】 共立出版 199402 9784320008861 哲学・心理学・宗教 心理
443 音楽療法を知る 宮本啓子 杏林書院 201404 9784764405325 哲学・心理学・宗教 心理
444 プロジェクション・サイエンス 鈴木宏昭【編著】 近代科学社 202009 9784764906211 哲学・心理学・宗教 心理
445 公認心理師のための精神医学　精神疾患とその治療 子安増生【監修】 金芳堂 202002 9784765318006 哲学・心理学・宗教 心理
446 心理学入門一歩手前　：　「心の科学」のパラドックス 道又爾 勁草書房 200903 4326298901 哲学・心理学・宗教 心理
447 視覚科学 横澤一彦 勁草書房 201002 4326250615 哲学・心理学・宗教 心理
448 心理療法とスピリチュアリティ 石川勇一 勁草書房 201102 4326298987 哲学・心理学・宗教 心理
449 伝えるための心理統計　：　効果量・信頼区間・検定力 大久保街亜　：　岡田謙介 勁草書房 201201 4326250720 哲学・心理学・宗教 心理
450 グリーフケア入門　：　悲嘆のさなかにある人を支える 〓木慶子【編著】　：　上智大学グリーフケア研究所【制作協力】 勁草書房 201204 9784326299003 哲学・心理学・宗教 心理
451 心を科学する　：　心理学入門 岩崎祥一 勁草書房 201302 9784326250851 哲学・心理学・宗教 心理
452 総合病院の心理臨床　：　赤十字の実践 全国赤十字臨床心理技術者の会【編】 勁草書房 201309 4326250917 哲学・心理学・宗教 心理
453 はじめよう実験心理学　：　ＭＡＴＬＡＢとＰｓｙｃｈｔｏｏｌｂｏｘを使って 実吉綾子　：　前原吾朗 勁草書房 201508 4326251069 哲学・心理学・宗教 心理
454 選好形成と意思決定 西條辰義【監修】　：　竹村和久【編著】 勁草書房 201808 9784326349159 哲学・心理学・宗教 心理
455 美感　：　感と知の統合 三浦佳世　：　川畑秀明　：　横澤一彦 勁草書房 201812 9784326251124 哲学・心理学・宗教 心理
456 心理職のためのエビデンス・ベイスト・プラクティス入門　：　エビデンスを「まなぶ」「つくる」「つかう」 原田隆之 金剛出版 201512 4772414614 哲学・心理学・宗教 心理
457 はじめてまなぶ行動療法 三田村仰 金剛出版 201708 9784772415729 哲学・心理学・宗教 心理
458 臨床現場で活かす！よくわかるＭＭＰＩハンドブック（基礎編） 日本臨床ＭＭＰＩ研究会【監修】　：　野呂浩史　：　荒川和歌子 金剛出版 201803 4772416048 哲学・心理学・宗教 心理
459 よくわかる！　短期療法ガイドブック　新版　 若島孔文 金剛出版 201808 9784772416344 哲学・心理学・宗教 心理
460 ジェネラリストとしての心理臨床家 村瀬嘉代子 金剛出版 201809 9784772416375 哲学・心理学・宗教 心理
461 New リーディング・クライン マイケル・ラスティン 金剛出版 202101 9784772417259 哲学・心理学・宗教 心理
462 死別の悲しみを乗り越えるために 長田光展 彩流社 202006 9784779126864 哲学・心理学・宗教 心理
463 性格とはなんだったのか　：　心理学と日常概念 渡邊芳之 新曜社 201003 4788511886 哲学・心理学・宗教 心理
464 方法としての心理学史　：　心理学を語り直す サトウタツヤ 新曜社 201103 4788512297 哲学・心理学・宗教 心理
465 こころの旅　：　発達心理学入門 山岸明子 新曜社 201106 4788512378 哲学・心理学・宗教 心理
466 性格を科学する心理学のはなし　：　血液型性格判断に別れを告げよう 小塩真司 新曜社 201110 478851253X 哲学・心理学・宗教 心理
467 行動を起こし、持続する力　：　モチベーションの心理学 外山美樹 新曜社 201112 4788512645 哲学・心理学・宗教 心理
468 学融とモード論の心理学　：　人文社会科学における学問融合をめざして サトウタツヤ 新曜社 201203 4788512858 哲学・心理学・宗教 心理
469 詩歌療法　：　詩・連詩・俳句・連句による心理療法 小山田隆明 新曜社 201205 4788512939 哲学・心理学・宗教 心理
470 二つのこころと一つの世界　：　心理学と脳科学の新たな視角 坂野　登 新曜社 201209 4788512998 哲学・心理学・宗教 心理
471 心理面接の方法　：　見立てと心理支援のすすめ方 永井　撤 新曜社 201304 4788513323 哲学・心理学・宗教 心理
472 質的心理学の展望 サトウタツヤ 新曜社 201305 4788513439 哲学・心理学・宗教 心理
473 損傷したシステムはいかに創発・再生するか　：　オートポイエーシスの第五領域 河本英夫 新曜社 201403 4788513706 哲学・心理学・宗教 心理
474 ヴィゴツキーの思想世界　：　その形成と研究の交流 佐藤公治 新曜社 201505 4788514281 哲学・心理学・宗教 心理
475 心理学で文学を読む　：　困難を乗り越える力を育む 山岸明子 新曜社 201505 4788514354 哲学・心理学・宗教 心理
476 性格はどのようにして決まるのか　：　遺伝子、環境、エピジェネティックス 土屋廣幸 新曜社 201505 4788514362 哲学・心理学・宗教 心理
477 日本人は論理的に考えることが本当に苦手なのか 山　祐嗣 新曜社 201511 4788514524 哲学・心理学・宗教 心理
478 妊娠期から乳幼児期における親への移行　：　親子のやりとりを通して発達する親 岡本依子 新曜社 201602 478851463X 哲学・心理学・宗教 心理
479 心理学研究法　：　発達　．　４ 大山正【監修】　：　山口真美　：　金沢創【編著】 誠信書房 201108 9784414301847 哲学・心理学・宗教 心理
480 心理学研究法　：　感覚・知覚　．　１ 大山正【監修】　：　村上郁也【編著】 誠信書房 201109 9784414301816 哲学・心理学・宗教 心理
481 心理学研究法　：　学習・動機・情動　．　３ 大山正【監修】　：　廣中直行【編著】 誠信書房 201111 9784414301830 哲学・心理学・宗教 心理
482 心理学研究法　：　社会　．　５ 大山正【監修】　：　岡隆【編著】 誠信書房 201203 9784414301854 哲学・心理学・宗教 心理
483 心理学研究法　：　認知　．　２ 大山正【監修】　：　箱田裕司【編著】 誠信書房 201204 9784414301823 哲学・心理学・宗教 心理
484 心理学のための統計学入門　：　ココロのデータ分析 川端一光　：　荘島宏二郎 誠信書房 201408 9784414301878 哲学・心理学・宗教 心理
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485 パーソナリティ心理学のための統計学　：　構造方程式とモデリング 尾崎幸謙　：　荘島宏二郎 誠信書房 201409 9784414301922 哲学・心理学・宗教 心理
486 発達心理学のための統計学　：　縦断データの分析 宇佐美慧　：　荘島宏二郎 誠信書房 201502 9784414301939 哲学・心理学・宗教 心理
487 心理学研究法　：　計量・数理　．　６ 大山正【監修】　：　宮埜壽夫【編著】 誠信書房 201509 9784414301861 哲学・心理学・宗教 心理
488 実験心理学のための統計学　：　ｔ検定と分散分析 橋本貴充　：　荘島宏二郎 誠信書房 201607 9784414301885 哲学・心理学・宗教 心理
489 日本のありふれた心理療法　：　ローカルな日常臨床のための心理学と医療人類学 東畑開人 誠信書房 201702 9784414416237 哲学・心理学・宗教 心理
490 SNSカウンセリング・ケースブック 杉原保史【監修】 誠信書房 202009 9784414416701 哲学・心理学・宗教 心理
491 河合隼雄と箱庭療法 日本箱庭療法学会編集委員会【編】　：　松岡和子　：　茂木健一郎 創元社 200902 4422114174 哲学・心理学・宗教 心理
492 いのちの営みに添う心理臨床　：　人が出会い、共に生きるということ 竹村洋子 創元社 201107 9784422115085 哲学・心理学・宗教 心理
493 コッホの『バウムテスト［第三版］』を読む 山中康裕　：　岸本寛史 創元社 201109 9784422115139 哲学・心理学・宗教 心理
494 心とは何か　：　カウンセリングと他ならぬ自分 氏原寛 創元社 201204 9784422115276 哲学・心理学・宗教 心理
495 人間性心理学ハンドブック 日本人間性心理学会 創元社 201209 9784422115498 哲学・心理学・宗教 心理
496 五感の力　：　未来への扉を開く グラバア俊子 創元社 201305 9784422115641 哲学・心理学・宗教 心理
497 赤の書［テキスト版］ カール・グスタフ・ユング【著】 創元社 201408 9784422115771 哲学・心理学・宗教 心理
498 プロカウンセラーの共感の技術 杉原保史 創元社 201501 9784422115801 哲学・心理学・宗教 心理
499 重度情緒障害児への箱庭療法　：　７人の子どもたちの事例をもとに リース・滝幸子 創元社 201502 9784422115825 哲学・心理学・宗教 心理
500 カウンセリングと人間性 河合隼雄 創元社 201503 9784422000510 哲学・心理学・宗教 心理
501 カウンセリングを考える 河合隼雄 創元社 201503 9784422000527 哲学・心理学・宗教 心理
502 カウンセリングを考える 河合隼雄 創元社 201503 9784422000534 哲学・心理学・宗教 心理
503 生い立ちと業績から学ぶ精神分析入門　：　２２人のフロイトの後継者たち 乾吉佑【監修】　：　横川滋章　：　橋爪龍太郎【編著】 創元社 201511 9784422116129 哲学・心理学・宗教 心理
504 こころ学への挑戦 吉川左紀子　：　河合俊雄【編】 創元社 201603 9784422112282 哲学・心理学・宗教 心理
505 自己愛のトランスレーショナル・リサーチ　：　理論研究・混合研究法・臨床実践研究による包括的検討 成田慶一 創元社 201603 9784422116143 哲学・心理学・宗教 心理
506 異常性格の世界 西丸四方 創元社 201606 9784422000596 哲学・心理学・宗教 心理
507 心理学ビジュアル百科　：　基本から研究の最前線まで 越智啓太【編】 創元社 201609 4422116223 哲学・心理学・宗教 心理
508 共感と自己愛の心理臨床　：　コフート理論から現代自己心理学まで 安村直己 創元社 201609 4422116266 哲学・心理学・宗教 心理
509 ＩＣＢＴインターネット認知行動療法ガイドブック ゲルハルト・アンダーソン　：　長江信和【訳】 創元社 201612 4422116304 哲学・心理学・宗教 心理
510 統計嫌いのための心理統計の本　：　統計のキホンと統計手法の選び方 白井祐浩 創元社 201701 4422116258 哲学・心理学・宗教 心理
511 マンダラ・アートセラピー　：　密教とユング心理学をつなぐ臨床技法 黒木賢一 創元社 201702 9784422116426 哲学・心理学・宗教 心理
512 十二支読本 稲田義行 創元社 201709 9784422390024 哲学・心理学・宗教 心理
513 心理療法の未来　：　その自己展開と終焉について 田中康裕 創元社 201710 4422116703 哲学・心理学・宗教 心理
514 自己愛的（ナル）な人たち 岡野憲一郎 創元社 201711 4422116401 哲学・心理学・宗教 心理
515 ユング派精神療法の実践　：　西洋人との夢分析の一事例を中心として 武野俊弥 創元社 201711 4422116711 哲学・心理学・宗教 心理
516 赤の書［図版版］ カール・グスタフ・ユング 創元社 201801 9784422116754 哲学・心理学・宗教 心理
517 3つの自分で人づきあいがラクになる 杉田峰康 創元社 201801 9784422116747 哲学・心理学・宗教 心理
518 心が落ち着き、集中力がグングン高まる！　子どものためのマインドフルネス キラ・ウィリー【著】 創元社 201809 9784422116853 哲学・心理学・宗教 心理
519 意識的な行動の無意識的な理由　：　心理学ビジュアル百科認知心理学編 越智啓太【編】 創元社 201810 9784422116846 哲学・心理学・宗教 心理
520 東洋的瞑想の心理学 Ｃ・Ｇ・ユング【著】　：　湯浅泰雄　：　黒木幹夫【訳】 創元社 201901 9784422114897 哲学・心理学・宗教 心理
521 心理療法の光と影　：　援助専門家の《力》 アードルフ・グッゲンビュール・クレイグ【著】　：　樋口和彦　：　安溪真一【訳】 創元社 201901 9784422114903 哲学・心理学・宗教 心理
522 心の援助にいかす　精神分析の治療ポイント　：　波長合わせと共同作業、治療実践の視点から 平井孝男 創元社 201901 9784422116983 哲学・心理学・宗教 心理
523 分析心理学セミナー1925 カール・グスタフ・ユング【著】 創元社 201906 9784422117089 哲学・心理学・宗教 心理
524 時間のかかる営みを、時間をかけて学ぶための心理療法入門 小松貴弘 創元社 201908 9784422117218 哲学・心理学・宗教 心理
525 ひと目でわかる　心のしくみとはたらき図鑑 黒木俊秀【監修】 創元社 201908 9784422117065 哲学・心理学・宗教 心理
526 夢分析の治療ポイント 平井孝男 創元社 202006 9784422117423 哲学・心理学・宗教 心理
527 近代心理学の歴史 カール・グスタフ・ユング【著】 創元社 202008 9784422117331 哲学・心理学・宗教 心理
528 聖別された肉体　増補 横山茂雄 創元社 202008 9784422202945 哲学・心理学・宗教 心理
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529 治療的面接の工夫と手順 増井武士 創元社 202008 9784422117416 哲学・心理学・宗教 心理
530 エゴグラム ジョン・Ｍ．デュセイ【著】 創元社 202010 9784422117447 哲学・心理学・宗教 心理
531 New 〈こころ〉とアーティフィシャル・マインド 河合俊雄 創元社 202102 9784422117577 哲学・心理学・宗教 心理
532 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 201805 4864295239 哲学・心理学・宗教 心理
533 福祉現場で役立つ　動機づけ面接入門 須藤昌寛 中央法規出版 201906 9784805859032 哲学・心理学・宗教 心理
534 臨床心理学 名嘉幸一【編】 中外医学社 200605 9784498076266 哲学・心理学・宗教 心理
535 スティーブ・ジョブズ　：　アップル３とリサの蹉跌　．　２ 脇英世 東京電機大学出版局 201704 4501555300 哲学・心理学・宗教 心理
536 スティーブ・ジョブズ　：　マッキントッシュの栄光と悲惨　．　３ 脇英世 東京電機大学出版局 201704 4501555408 哲学・心理学・宗教 心理
537 その心理臨床、大丈夫？ 遠藤裕乃 日本評論社 201809 9784535563520 哲学・心理学・宗教 心理
538 布コラージュ法の世界 藤井智美 日本評論社 201811 9784535563728 哲学・心理学・宗教 心理
539 New 今日から始まるナラティヴ・セラピー 坂本真佐哉 日本評論社 201908 9784535563476 哲学・心理学・宗教 心理
540 セラピストの技法　新版　 東豊 日本評論社 201911 9784535563810 哲学・心理学・宗教 心理
541 子育てに苦しむ母との心理臨床 大河原美以 日本評論社 201912 9784535563803 哲学・心理学・宗教 心理
542 トラウマインフォームドケア 野坂祐子 日本評論社 201912 9784535563827 哲学・心理学・宗教 心理
543 超常現象の心理学　：　人はなぜオカルトにひかれるのか 菊池聡 平凡社 199912 4582850286 哲学・心理学・宗教 心理
544 赤ちゃんは世界をどう見ているのか 山口真美 平凡社 200605 4582853234 哲学・心理学・宗教 心理
545 中高年がキレる理由 榎本博明 平凡社 201603 4582858066 哲学・心理学・宗教 心理
546 顔の読み方 丁宗鐵 平凡社 201904 9784582859102 哲学・心理学・宗教 心理
547 出生外傷 オットー・ランク【著】　：　細澤仁　：　安立奈歩 みすず書房 201308 9784622077824 哲学・心理学・宗教 心理
548 精神分析を語る 藤山直樹　：　松木邦裕　：　細澤仁 みすず書房 201311 9784622077909 哲学・心理学・宗教 心理
549 意味としての心　：　「私」の精神分析用語辞典 北山修 みすず書房 201402 9784622077855 哲学・心理学・宗教 心理
550 フロイトとアンナ・Ｏ　：　最初の精神分析は失敗したのか リチャード・Ａ．スクーズ　：　岡元彩子 みすず書房 201510 4622079380 哲学・心理学・宗教 心理
551 ユング　夢分析論 Ｃ・Ｇ・ユング【著】　：　横山博【監訳】　：　大塚紳一郎【訳】 みすず書房 201608 9784622085171 哲学・心理学・宗教 心理
552 精神分析再考　：　アタッチメント理論とクライエント中心療法の経験から 林もも子 みすず書房 201705 9784622085324 哲学・心理学・宗教 心理
553 「内なる外国人」　：　Ａ病院症例記録 北山修【編著】　：　飯島みどり　：　大森智恵【解説】 みすず書房 201711 9784622086598 哲学・心理学・宗教 心理
554 心理学・入門 サトウタツヤ 有斐閣 201104 9784641124301 哲学・心理学・宗教 心理
555 問いからはじめる 発達心理学 坂上裕子 有斐閣 201412 9784641150133 哲学・心理学・宗教 心理
556 続・心理統計学の基礎 南風原朝和 有斐閣 201412 9784641220416 哲学・心理学・宗教 心理
557 臨床心理学 丹野義彦 有斐閣 201504 9784641053793 哲学・心理学・宗教 心理
558 ことわざと心理学 今田寛 有斐閣 201508 9784641174122 哲学・心理学・宗教 心理
559 ゼロからはじめる心理学・入門 金沢創 有斐閣 201509 9784641150225 哲学・心理学・宗教 心理
560 基礎から学ぶ認知心理学 服部雅史 有斐閣 201509 9784641150270 哲学・心理学・宗教 心理
561 幸福（しあわせ）の構造 島井哲志 有斐閣 201509 9784641174146 哲学・心理学・宗教 心理
562 コミュ力ゼロからの「新社会人」入門 : 仕事の不安がスッキリ解消! 厳選メソッド49 渡瀬謙 インプレス 201901 9784295005506 哲学・心理学・宗教 哲学
563 はたらくを、しあわせに。 近藤悦康 クロスメディア・パブリッシング 201909 9784295403098 哲学・心理学・宗教 哲学
564 新しい時代の価値観　：　平和共存への途 藤川吉美　：　周暁燕 慶應義塾大学出版会 199209 9784766405149 哲学・心理学・宗教 哲学
565 新しい時代の社会像　：　博愛主義の世紀 藤川吉美　：　周暁燕 慶應義塾大学出版会 199304 9784766405262 哲学・心理学・宗教 哲学
566 統治と功利　：　功利主義リベラリズムの擁護 安藤馨 勁草書房 200705 4326101695 哲学・心理学・宗教 哲学
567 功利と直観　：　英米倫理思想史入門 児玉聡 勁草書房 201011 4326154136 哲学・心理学・宗教 哲学
568 倫理学は科学になれるのか　：　自然主義的メタ倫理説の擁護 蝶名林亮 勁草書房 201609 432610256X 哲学・心理学・宗教 哲学
569 大人の道徳　：　西洋近代思想を問い直す 古川雄嗣 東洋経済新報社 201808 4492223835 哲学・心理学・宗教 哲学
570 新訳 蜂の寓話 バ－ナ－ド・マンデヴィル【著】 日本経済評論社 201911 9784818825482 哲学・心理学・宗教 哲学
571 幸福論 アラン【著】　：　串田孫一　：　中村雄二郎【訳】 白水社 200811 4560720983 哲学・心理学・宗教 哲学
572 処世の智恵　：　賢く生きるための３００の箴言 バルタサール・グラシアン　：　東谷穎人【訳】 白水社 201110 4560081700 哲学・心理学・宗教 哲学
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573 上機嫌のすすめ 武田双雲 平凡社 201005 458285527X 哲学・心理学・宗教 哲学
574 国体はどのように語られてきたか 小林敏男 勉誠出版 201902 9784585222286 哲学・心理学・宗教 哲学
575 正義の境界 オノラ・オニール　：　神島裕子 みすず書房 201602 4622079550 哲学・心理学・宗教 哲学
576 福澤諭吉の宗教観 小泉仰 慶應義塾大学出版会 200208 9784766409338 哲学・心理学・宗教 宗教
577 西王母の原像　：　比較神話学試論 森雅子 慶應義塾大学出版会 200510 9784766411782 哲学・心理学・宗教 宗教
578 神女列伝　：　比較神話学試論２ 森雅子 慶應義塾大学出版会 201311 9784766420906 哲学・心理学・宗教 宗教
579 宗教と社会のフロンティア　：　宗教社会学からみる現代日本 高橋典史　：　塚田穂高　：　岡本亮輔【編著】 勁草書房 201208 4326602422 哲学・心理学・宗教 宗教
580 宗教の見方　：　人はなぜ信じるのか 宇都宮輝夫 勁草書房 201209 9784326102204 哲学・心理学・宗教 宗教
581 ギリシア神話の森 丹羽隆子 彩流社 201604 9784779122316 哲学・心理学・宗教 宗教
582 「孝」思想の宗教学的研究　：　古代中国における祖先崇拝の思想的発展 池沢優 東京大学出版会 200201 4130104047 哲学・心理学・宗教 宗教
583 教養としての宗教学 島田裕巳 日本評論社 201902 9784535563667 哲学・心理学・宗教 宗教
584 北アフリカ・イスラーム主義運動の歴史 私市正年 白水社 200412 9784560026014 哲学・心理学・宗教 宗教
585 この世界のはじまりの物語 松村一男 白水社 200806 4560031851 哲学・心理学・宗教 宗教
586 革命宗教の起源 アルベール・マティエ【著】　：　杉本隆司【訳】 白水社 201207 9784560096079 哲学・心理学・宗教 宗教
587 中国の神さま　：　神仙人気者列伝 二階堂善弘 平凡社 200203 4582851304 哲学・心理学・宗教 宗教
588 イスラームの善と悪 水谷周 平凡社 201205 4582856403 哲学・心理学・宗教 宗教
589 イスラーム化する世界　：　グローバリゼーション時代の宗教 大川玲子 平凡社 201305 4582856829 哲学・心理学・宗教 宗教
590 人類の起源、宗教の誕生 山極寿一 平凡社 201905 9784582859133 哲学・心理学・宗教 宗教
591 日本人は本当に無宗教なのか 礫川全次 平凡社 201910 9784582859249 哲学・心理学・宗教 宗教
592 宗教は現代人を救えるか 佐々木閑 平凡社 202004 9784582859393 哲学・心理学・宗教 宗教
593 世界神話入門 篠田知和基 勉誠出版 201705 4585221654 哲学・心理学・宗教 宗教
594 フランスの神話と伝承 篠田知和基 勉誠出版 201806 4585234063 哲学・心理学・宗教 宗教
595 宗教事象事典 レジーヌ・アズリア みすず書房 201905 9784622087984 哲学・心理学・宗教 宗教
596 日本人の他界観 久野昭 吉川弘文館 201710 9784642754071 哲学・心理学・宗教 宗教
597 アニミズムの世界 村武精一 吉川弘文館 201710 9784642754163 哲学・心理学・宗教 宗教
598 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 201604 4657160117 哲学・心理学・宗教 宗教
599 六朝江南道教の研究　：　陸修静の霊宝経観と古霊宝経 林佳恵 早稲田大学出版部 201903 9784657198013 哲学・心理学・宗教 宗教
600 伊勢と出雲　：　古代朝鮮の神々と鉄 岡谷公二 平凡社 201608 458285821X 哲学・心理学・宗教 宗教
601 古代の神社と祭り 三宅和朗 吉川弘文館 200102 9784642055116 哲学・心理学・宗教 宗教
602 神道の形成と中世神話 伊藤聡 吉川弘文館 201610 4642029338 哲学・心理学・宗教 宗教
603 古代の神社と神職　：　神をまつる人びと 加瀬直弥 吉川弘文館 201806 9784642058674 哲学・心理学・宗教 宗教
604 仏教の底力 大菅俊幸【編著】 明石書店 202005 9784750350349 哲学・心理学・宗教 宗教
605 空海の座標　：　存在とコトバの深秘学 高木〓元 慶應義塾大学出版会 201603 4766423097 哲学・心理学・宗教 宗教
606 源信 小原仁 創元社 201605 9784422800707 哲学・心理学・宗教 宗教
607 中世東国日蓮宗寺院の研究 佐藤博信 東京大学出版会 200311 4130262041 哲学・心理学・宗教 宗教
608 中世寺院の僧団・法会・文書 山岸常人 東京大学出版会 200402 413026205X 哲学・心理学・宗教 宗教
609 いまを生きるための歎異抄入門 佐々木正 平凡社 200101 4582850707 哲学・心理学・宗教 宗教
610 チベット　生と死の知恵 松本栄一 平凡社 200201 458285124X 哲学・心理学・宗教 宗教
611 お遍路さん　：　美人をたずねて三百里 加賀山耕一 平凡社 200611 4582853501 哲学・心理学・宗教 宗教
612 今を生きるための仏教100話 植木雅俊 平凡社 201911 9784582859270 哲学・心理学・宗教 宗教
613 『無門関』の出世双六 ディディエ・ダヴァン 平凡社 202003 9784582364637 哲学・心理学・宗教 宗教
614 時空を翔ける中将姫 日沖敦子 平凡社 202003 9784582364620 哲学・心理学・宗教 宗教
615 親鸞 平松令三 吉川弘文館 199804 9784642054379 哲学・心理学・宗教 宗教
616 平泉中尊寺　：　金色堂と経の世界 佐々木邦世 吉川弘文館 199902 9784642754590 哲学・心理学・宗教 宗教



　※　2021.11　追加タイトル：Newの表示あり　 ebook list <KinoDen> 15/140

No. 書名 著者名 出版社名 出版年月 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分)

617 捨聖　一遍 今井雅晴 吉川弘文館 199903 9784642754613 哲学・心理学・宗教 宗教
618 悲運の遣唐僧　：　円載の数奇な生涯 佐伯有清 吉川弘文館 199904 9784642754637 哲学・心理学・宗教 宗教
619 幕末民衆文化異聞　：　真宗門徒の四季 奈倉哲三 吉川弘文館 199911 9784642754798 哲学・心理学・宗教 宗教
620 町火消たちの近代　：　東京の消防史 鈴木淳 吉川弘文館 199911 9784642754804 哲学・心理学・宗教 宗教
621 役行者と修験道の歴史 宮家準 吉川弘文館 200007 9784642054980 哲学・心理学・宗教 宗教
622 読経の世界　：　能読の誕生 清水眞澄 吉川弘文館 200107 9784642755214 哲学・心理学・宗教 宗教
623 日蓮 中尾堯 吉川弘文館 200111 9784642755306 哲学・心理学・宗教 宗教
624 一休とは何か 今泉淑夫 吉川弘文館 200712 9784642056441 哲学・心理学・宗教 宗教
625 観音浄土に船出した人びと 根井浄 吉川弘文館 200803 9784642056502 哲学・心理学・宗教 宗教
626 神君家康の誕生 曽根原理 吉川弘文館 200806 9784642056564 哲学・心理学・宗教 宗教
627 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 201612 4642046348 哲学・心理学・宗教 宗教
628 世界文化遺産法隆寺 高田良信 吉川弘文館 201710 9784642754064 哲学・心理学・宗教 宗教
629 蓮如 金龍静 吉川弘文館 201710 9784642754217 哲学・心理学・宗教 宗教
630 宗教社会史の構想　：　真宗門徒の信仰と生活 有元正雄 吉川弘文館 201710 9784642754309 哲学・心理学・宗教 宗教
631 地獄と極楽　：　『往生要集』と貴族社会 速水侑 吉川弘文館 201710 9784642754514 哲学・心理学・宗教 宗教
632 密教の思想 立川武蔵 吉川弘文館 201710 9784642754521 哲学・心理学・宗教 宗教
633 比叡山延暦寺　：　世界文化遺産 渡辺守順 吉川弘文館 201710 9784642754552 哲学・心理学・宗教 宗教
634 日本の奇僧・快僧 今井　雅晴 吉川弘文館 201711 4642067558 哲学・心理学・宗教 宗教
635 畜生・餓鬼・地獄の中世仏教史　：　因果応報と悪道 生駒哲郎 吉川弘文館 201802 9784642058605 哲学・心理学・宗教 宗教
636 観音・地蔵・不動 速水侑 吉川弘文館 201805 9784642067621 哲学・心理学・宗教 宗教
637 ユニテリアンと福澤諭吉　：　Ｕｎｉｔａｒｉａｎ＝自由キリスト教 土屋博政 慶應義塾大学出版会 200410 9784766411157 哲学・心理学・宗教 キリスト教
638 フランス・ユダヤの歴史　：　古代からドレフュス事件まで　．　上 菅野賢治 慶應義塾大学出版会 201608 4766423607 哲学・心理学・宗教 キリスト教
639 フランス・ユダヤの歴史　：　二〇世紀から今日まで　．　下 菅野賢治 慶應義塾大学出版会 201608 4766423615 哲学・心理学・宗教 キリスト教
640 ジャン＝ジョゼフ・スュラン　：　一七世紀フランス神秘主義の光芒 渡辺優 慶應義塾大学出版会 201610 4766423682 哲学・心理学・宗教 キリスト教
641 ジャンセニスム　生成する異端 御園敬介 慶應義塾大学出版会 202002 9784766426533 哲学・心理学・宗教 キリスト教
642 近代ヨーロッパとキリスト教　：　カトリシズムの社会史 中野智世　：　前田更子　：　渡邊千秋 勁草書房 201610 4326200553 哲学・心理学・宗教 キリスト教
643 修道院の歴史　：　聖アントニオスからイエズス会まで 杉崎泰一郎 創元社 201505 4422203398 哲学・心理学・宗教 キリスト教
644 名木田薫 著作集　：　経済「合理」化 名木田　薫 大学教育出版 201803 哲学・心理学・宗教 キリスト教
645 名木田薫 著作集　：　人が上がるか神が降りるか 名木田　薫 大学教育出版 201803 哲学・心理学・宗教 キリスト教
646 名木田薫 著作集　：　無碍・良心・人 名木田　薫 大学教育出版 201803 哲学・心理学・宗教 キリスト教
647 名木田薫 著作集　：　無碍即良心へ　：　キリスト信仰 名木田　薫 大学教育出版 201803 哲学・心理学・宗教 キリスト教
648 名木田薫 著作集　：　聖書に示す罪と赦し　．　上 名木田　薫 大学教育出版 201803 哲学・心理学・宗教 キリスト教
649 名木田薫 著作集　：　聖書に示す罪と赦し　．　下 名木田　薫 大学教育出版 201803 哲学・心理学・宗教 キリスト教
650 名木田薫 著作集　：　神の名ヤハウェと終末信仰 名木田　薫 大学教育出版 201803 哲学・心理学・宗教 キリスト教
651 名木田薫 著作集　：　新約・旧約両聖書の一体性 名木田　薫 大学教育出版 201803 哲学・心理学・宗教 キリスト教
652 名木田薫 著作集　：　信仰詩想１　主題　主なる神 名木田　薫 大学教育出版 201803 哲学・心理学・宗教 キリスト教
653 名木田薫 著作集　：　信仰詩想２　主題　人なる生命 名木田　薫 大学教育出版 201803 哲学・心理学・宗教 キリスト教
654 名木田薫 著作集　：　信仰詩想３　主題　イエスへの信 名木田　薫 大学教育出版 201803 哲学・心理学・宗教 キリスト教
655 名木田薫 著作集　：　信仰詩想４　主題　間にある 名木田　薫 大学教育出版 201803 哲学・心理学・宗教 キリスト教
656 名木田薫 著作集　：　イエス信日記　．　１ 名木田　薫 大学教育出版 201803 哲学・心理学・宗教 キリスト教
657 名木田薫 著作集　：　イエス信日記　．　２ 名木田　薫 大学教育出版 201803 哲学・心理学・宗教 キリスト教
658 名木田薫 著作集　：　イエス信日記　．　３ 名木田　薫 大学教育出版 201803 哲学・心理学・宗教 キリスト教
659 ローマ書講解 カール・バルト　：　岩波哲男【訳】　：　小川圭治【訳】 平凡社 200106 4582763960 哲学・心理学・宗教 キリスト教
660 黄金伝説　１　．　１ ヤコブス・デ・ウォラギネ　：　前田敬作【訳】　：　今村孝【訳】 平凡社 200605 4582765742 哲学・心理学・宗教 キリスト教
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661 黄金伝説　２　．　２ ヤコブス・デ・ウォラギネ　：　前田敬作【訳】　：　山口裕【訳】 平凡社 200606 4582765785 哲学・心理学・宗教 キリスト教
662 黄金伝説　３　．　３ ヤコブス・デ・ウォラギネ　：　前田敬作【訳】　：　西井武【訳】 平凡社 200608 4582765823 哲学・心理学・宗教 キリスト教
663 黄金伝説　４　．　４ ヤコブス・デ・ウォラギネ　：　前田敬作【訳】　：　山中知子【訳】 平凡社 200610 4582765920 哲学・心理学・宗教 キリスト教
664 教皇フランシスコ 乗浩子 平凡社 201903 9784582859072 哲学・心理学・宗教 キリスト教
665 ヤン・フスの宗教改革 佐藤優 平凡社 202007 9784582859478 哲学・心理学・宗教 キリスト教
666 上海におけるプロテスタント 村上志保 勉誠出版 202005 9784585210559 哲学・心理学・宗教 キリスト教
667 明治知識人としての内村鑑三　：　その批判精神と普遍主義の展開 柴田真希都 みすず書房 201609 9784622085331 哲学・心理学・宗教 キリスト教
668 ザビエルの同伴者　アンジロー　：　戦国時代の国際人 岸野久 吉川弘文館 200109 9784642055260 哲学・心理学・宗教 キリスト教
669 カクレキリシタンの実像 宮崎賢太郎 吉川弘文館 201402 9784642081009 哲学・心理学・宗教 キリスト教
670 キリシタン信仰史の研究 五野井隆史 吉川弘文館 201707 464203479X 哲学・心理学・宗教 キリスト教
671 踏絵を踏んだキリシタン 安高啓明 吉川弘文館 201807 9784642058698 哲学・心理学・宗教 キリスト教
672 増野悦興研究 滝澤民夫 六花出版 201909 9784866170787 哲学・心理学・宗教 キリスト教
673 歴史／修正主義 高橋哲哉 岩波書店 200101 9784000264341 歴史・地理 歴史一般
674 歴史学 佐藤卓己 岩波書店 200905 9784000283229 歴史・地理 歴史一般
675 世界戦争 山室信一　：　岡田暁生　：　小関隆 岩波書店 201404 9784000287111 歴史・地理 歴史一般
676 総力戦 山室信一　：　岡田暁生　：　小関隆 岩波書店 201405 9784000287128 歴史・地理 歴史一般
677 精神の変容 山室信一　：　岡田暁生　：　小関隆 岩波書店 201406 9784000287135 歴史・地理 歴史一般
678 遺産 山室信一　：　岡田暁生　：　小関隆 岩波書店 201407 9784000287142 歴史・地理 歴史一般
679 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 201404 487259469X 歴史・地理 歴史一般
680 歴史科学の思想と運動 歴史科学協議会【編】 大月書店 201912 9784272510122 歴史・地理 歴史一般
681 第二次世界大戦の政治と戦略 赤木完爾 慶應義塾大学出版会 199707 9784766406658 歴史・地理 歴史一般
682 歴史学との出会い 速水融 慶應義塾大学出版会 201006 9784766417432 歴史・地理 歴史一般
683 ブラックアース　：　ホロコーストの歴史と警告　．　上 ティモシー・スナイダー　：　池田年穂 慶應義塾大学出版会 201607 476642350X 歴史・地理 歴史一般
684 ブラックアース　：　ホロコーストの歴史と警告　．　下 ティモシー・スナイダー　：　池田年穂 慶應義塾大学出版会 201607 4766423518 歴史・地理 歴史一般
685 世界史のなかの近世 青木敦【編】 慶應義塾大学出版会 201703 9784766424096 歴史・地理 歴史一般
686 第一次世界大戦への道　：　破局は避けられなかったのか ウィリアム・マリガン【著】　：　赤木完爾　：　今野茂充【訳】 慶應義塾大学出版会 201708 476642445X 歴史・地理 歴史一般
687 「知」とグローバル化　：　中世ヨーロッパから見た現代世界 高山博 勁草書房 200309 4326248335 歴史・地理 歴史一般
688 ムカシのミライ　：　プロセス考古学とポストプロセス考古学の対話 阿子島香　：　溝口孝司【監修】 勁草書房 201810 9784326248490 歴史・地理 歴史一般
689 New 新たな和解の創出 馬暁華【編】 彩流社 202008 9784779126932 歴史・地理 歴史一般
690 歴史の歴史 樺山紘一 千倉書房 201412 9784805110348 歴史・地理 歴史一般
691 人類一万年の文明論　：　環境考古学からの警鐘 安田喜憲 東洋経済新報社 201710 4492223797 歴史・地理 歴史一般
692 スクエア・アンド・タワー ニーアル・ファーガソン【著】 東洋経済新報社 201912 9784492371268 歴史・地理 歴史一般
693 スクエア・アンド・タワー ニーアル・ファーガソン【著】 東洋経済新報社 201912 9784492371275 歴史・地理 歴史一般
694 教養としての歴史問題 前川一郎【編著】 東洋経済新報社 202008 9784492062135 歴史・地理 歴史一般
695 考古学のための法律 久末弥生 日本評論社 201712 9784535523005 歴史・地理 歴史一般
696 ビザンツ皇妃列伝　：　憧れの都に咲いた花 井上浩一 白水社 200912 4560721092 歴史・地理 歴史一般
697 対談　中世の再発見　：　市・贈与・宴会 網野善彦　：　阿部謹也 平凡社 199408 458276066X 歴史・地理 歴史一般
698 戦争の世紀　：　第１次世界大戦と精神の危機 桜井哲夫 平凡社 199911 4582850235 歴史・地理 歴史一般
699 英雄が語るトロイア戦争 ピロストラトス　：　内田次信【訳】 平凡社 200810 4582766528 歴史・地理 歴史一般
700 近代の呪い 渡辺京二 平凡社 201310 4582857000 歴史・地理 歴史一般
701 海を渡った日本書籍 ピーター・コーニツキー 平凡社 201808 9784582364545 歴史・地理 歴史一般
702 完全版　昭和・平成史年表 平凡社【編】 平凡社 201907 9784582485424 歴史・地理 歴史一般
703 ミクロストリアと世界史　：　歴史家の仕事について カルロ・ギンズブルグ【著】　：　上村忠男【編訳】 みすず書房 201609 9784622085454 歴史・地理 歴史一般
704 歴史家の展望鏡 山内昌之 みすず書房 201712 9784622085607 歴史・地理 歴史一般
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705 第二次世界大戦　：　現代世界への転換点 木畑洋一 吉川弘文館 200103 9784642755146 歴史・地理 歴史一般
706 江戸東京歳時記 長沢利明 吉川弘文館 200104 9784642755153 歴史・地理 歴史一般
707 骨が語る古代の家族 田中良之 吉川弘文館 200804 9784642056526 歴史・地理 歴史一般
708 物部氏と石上神宮の古代史 平林章仁 和泉書院 201905 9784757609105 歴史・地理 日本史
709 律令国家と古代の社会 吉田孝 岩波書店 198312 9784000024389 歴史・地理 日本史
710 宗教と国家 安丸良夫【校注】　：　宮地正人【校注】 岩波書店 198801 4002300056 歴史・地理 日本史
711 天皇と華族 遠山茂樹【校注】 岩波書店 198805 4002300021 歴史・地理 日本史
712 学問と知識人 松本三之介【校注】　：　山室信一【校注】 岩波書店 198806 4002300102 歴史・地理 日本史
713 芸能 倉田喜弘【校注】 岩波書店 198807 4002300188 歴史・地理 日本史
714 経済構想 中村政則【校注】　：　石井寛治【校注】　：　春日豊【校注】 岩波書店 198810 4002300080 歴史・地理 日本史
715 対外観 芝原拓自【校注】　：　猪飼隆明【校注】　：　池田正博【校注】 岩波書店 198811 4002300129 歴史・地理 日本史
716 文体 加藤周一【校注】　：　前田愛【校注】 岩波書店 198901 4002300161 歴史・地理 日本史
717 軍隊　兵士 由井正臣【校注】　：　藤原彰【校注】　：　吉田裕【校注】 岩波書店 198904 4002300048 歴史・地理 日本史
718 美術 青木茂【校注】　：　酒井忠康【校注】 岩波書店 198906 400230017X 歴史・地理 日本史
719 憲法構想 江村栄一【校注】 岩波書店 198907 4002300099 歴史・地理 日本史
720 家と村 海野福寿【校注】　：　大島美津子【校注】 岩波書店 198909 400230020X 歴史・地理 日本史
721 民衆運動 安丸良夫【校注】　：　深谷克己【校注】 岩波書店 198911 4002300218 歴史・地理 日本史
722 教育の体系 山住正己【校注】 岩波書店 199001 4002300064 歴史・地理 日本史
723 差別の諸相 ひろたまさき【校注】 岩波書店 199003 4002300226 歴史・地理 日本史
724 言論とメディア 松本三之介【校注】　：　山室信一【校注】 岩波書店 199005 4002300110 歴史・地理 日本史
725 風俗　性 小木新造【校注】　：　熊倉功夫【校注】　：　上野千鶴子【校注】 岩波書店 199009 4002300234 歴史・地理 日本史
726 官僚制　警察 由井正臣【校注】　：　大日方純夫【校注】 岩波書店 199011 400230003X 歴史・地理 日本史
727 開国 田中彰【校注】 岩波書店 199101 4002300013 歴史・地理 日本史
728 歴史認識 田中彰【校注】　：　宮地正人【校注】 岩波書店 199104 4002300137 歴史・地理 日本史
729 翻訳の思想 加藤周一【校注】　：　丸山真男【校注】 岩波書店 199109 4002300153 歴史・地理 日本史
730 法と秩序 石井紫郎【校注】　：　水林彪【校注】 岩波書店 199201 4002300072 歴史・地理 日本史
731 近代史料解説・総目次・索引 岩波書店編集部【編】 岩波書店 199204 4002300242 歴史・地理 日本史
732 ポストコロニアル 小森陽一 岩波書店 200104 9784000264358 歴史・地理 日本史
733 日本陸軍とアジア政策 宇都宮太郎 岩波書店 200704 9784000242455 歴史・地理 日本史
734 日本陸軍とアジア政策 宇都宮太郎 岩波書店 200707 9784000242462 歴史・地理 日本史
735 日本陸軍とアジア政策 宇都宮太郎 岩波書店 200711 9784000242479 歴史・地理 日本史
736 岩波講座日本歴史　：　原始・古代　１　．　第１巻 大津透【編】　：　桜井英治【編】　：　藤井譲治【編】 岩波書店 201311 4000113216 歴史・地理 日本史
737 岩波講座日本歴史　：　中世　１　．　第６巻 大津透【編】　：　桜井英治【編】　：　藤井譲治【編】 岩波書店 201312 4000113267 歴史・地理 日本史
738 岩波講座日本歴史　：　近世　１　．　第１０巻 大津透【編】　：　桜井英治【編】　：　藤井譲治【編】 岩波書店 201401 4000113305 歴史・地理 日本史
739 岩波講座日本歴史　：　近現代　１　．　第１５巻 大津透【編】　：　桜井英治【編】　：　藤井譲治【編】 岩波書店 201402 4000113356 歴史・地理 日本史
740 岩波講座日本歴史　：　古代　２　．　第２巻 大津透【編】　：　桜井英治【編】　：　藤井譲治【編】 岩波書店 201403 4000113224 歴史・地理 日本史
741 岩波講座日本歴史　：　中世　２　．　第７巻 大津透【編】　：　桜井英治【編】　：　藤井譲治【編】 岩波書店 201404 4000113275 歴史・地理 日本史
742 岩波講座日本歴史　：　近世　２　．　第１１巻 大津透【編】　：　桜井英治【編】　：　藤井譲治【編】 岩波書店 201405 4000113313 歴史・地理 日本史
743 岩波講座日本歴史　：　近現代　２　．　第１６巻 大津透【編】　：　桜井英治【編】　：　藤井譲治【編】 岩波書店 201406 4000113364 歴史・地理 日本史
744 岩波講座日本歴史　：　中世　３　．　第８巻 大津透【編】　：　桜井英治【編】　：　藤井譲治【編】 岩波書店 201408 4000113283 歴史・地理 日本史
745 岩波講座日本歴史　：　古代　３　．　第３巻 大津透【編】　：　桜井英治【編】　：　藤井譲治【編】 岩波書店 201409 4000113232 歴史・地理 日本史
746 岩波講座日本歴史　：　地域論　．　第２０巻 大津透【編】　：　桜井英治【編】　：　藤井譲治【編】 岩波書店 201410 4000113402 歴史・地理 日本史
747 岩波講座日本歴史　：　近世　３　．　第１２巻 大津透【編】　：　桜井英治【編】　：　藤井譲治【編】 岩波書店 201411 4000113321 歴史・地理 日本史
748 岩波講座日本歴史　：　近現代　３　．　第１７巻 大津透【編】　：　桜井英治【編】　：　藤井譲治【編】 岩波書店 201412 4000113372 歴史・地理 日本史
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749 岩波講座日本歴史　：　古代　４　．　第４巻 大津透【編】　：　桜井英治【編】　：　藤井譲治【編】 岩波書店 201501 4000113240 歴史・地理 日本史
750 岩波講座日本歴史　：　中世　４　．　第９巻 大津透【編】　：　桜井英治【編】　：　藤井譲治【編】 岩波書店 201502 4000113291 歴史・地理 日本史
751 岩波講座日本歴史　：　近世　４　．　第１３巻 大津透【編】　：　桜井英治【編】　：　藤井譲治【編】 岩波書店 201503 400011333X 歴史・地理 日本史
752 岩波講座日本歴史　：　近現代　４　．　第１８巻 大津透【編】　：　桜井英治【編】　：　藤井譲治【編】 岩波書店 201505 4000113380 歴史・地理 日本史
753 岩波講座日本歴史　：　古代　５　．　第５巻 大津透【編】　：　桜井英治【編】　：　藤井譲治【編】 岩波書店 201506 4000113259 歴史・地理 日本史
754 岩波講座日本歴史　：　近世　５　．　第１４巻 大津透【編】　：　桜井英治【編】　：　藤井譲治【編】 岩波書店 201508 4000113348 歴史・地理 日本史
755 岩波講座日本歴史　：　近現代　５　．　第１９巻 大津透【編】　：　桜井英治【編】　：　藤井譲治【編】 岩波書店 201510 4000113399 歴史・地理 日本史
756 世界史のなかの台湾植民地支配 駒込武 岩波書店 201510 9784000610735 歴史・地理 日本史
757 岩波講座日本歴史　：　史料論　（テーマ巻２）　．　第２１巻 大津透　：　桜井英治ほか【編集】 岩波書店 201512 4000113410 歴史・地理 日本史
758 岩波講座日本歴史　：　歴史学の現在　．　第２２巻 大津透【編】　：　桜井英治【編】　：　藤井譲治【編】 岩波書店 201602 4000113429 歴史・地理 日本史
759 日本近世村落論 渡辺尚志 岩波書店 202002 9784000613958 歴史・地理 日本史
760 古墳時代の埋葬原理と親族構造 清家　章 大阪大学出版会 201001 4872593561 歴史・地理 日本史
761 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 201706 4272510118 歴史・地理 日本史
762 「慰安婦」問題と未来への責任　：　日韓「合意」に抗して 中野敏男【編】　：　板垣竜太【編】　：　金　昌禄【編】 大月書店 201712 4272521098 歴史・地理 日本史
763 「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 大月書店 201902 9784272521104 歴史・地理 日本史
764 西南戦争と自由民権 小川原正道 慶應義塾大学出版会 201707 4766424344 歴史・地理 日本史
765 日本帝国の崩壊　：　人の移動と地域社会の変動 編著：柳沢遊　：　倉沢愛子 慶應義塾大学出版会 201707 4766424301 歴史・地理 日本史
766 『写真週報』とその時代　：　戦時日本の国民生活　．　上 玉井清【編著】 慶應義塾大学出版会 201707 4766424352 歴史・地理 日本史
767 『写真週報』とその時代　：　戦時日本の国防・対外意識　．　下 玉井清【編著】 慶應義塾大学出版会 201707 4766424360 歴史・地理 日本史
768 好古の瘴気　：　近代奈良の蒐集家と郷土研究 黒岩康博 慶應義塾大学出版会 201711 4766424808 歴史・地理 日本史
769 万葉の史的世界 川〓晃 慶應義塾大学出版会 201807 9784766425291 歴史・地理 日本史
770 近代大礼関係の基本史料集成 所功 国書刊行会 201808 9784336062666 歴史・地理 日本史
771 『記・紀』解体 近江雅和 彩流社 199302 9784882022480 歴史・地理 日本史
772 八幡大神の神託 清輔道生 彩流社 199510 9784882023661 歴史・地理 日本史
773 沖縄戦 米兵は何を見たか 吉田健正 彩流社 199608 9784882024071 歴史・地理 日本史
774 図説　縄文人の知られざる数学 大谷幸市 彩流社 201707 9784779123337 歴史・地理 日本史
775 焦土の記憶　：　沖縄・広島・長崎に映る戦後 福間良明 新曜社 201107 4788512432 歴史・地理 日本史
776 戦後史の正体 孫崎享 創元社 201208 9784422300511 歴史・地理 日本史
777 古地図が語る大災害 本渡章 創元社 201412 9784422250786 歴史・地理 日本史
778 軍艦島の生活＜１９５２／１９７０＞　：　住宅学者西山夘三の端島住宅調査レポート 西山夘三記念すまい・まちづくり文庫【編】　：　松本滋【編集代表】 創元社 201506 9784422700991 歴史・地理 日本史
779 明治維新とは何だったのか 一坂太郎 創元社 201711 9784422201597 歴史・地理 日本史
780 橋爪節也の大阪百景 橋爪節也 創元社 202002 9784422250885 歴史・地理 日本史
781 大阪万博の戦後史 橋爪紳也 創元社 202002 9784422250892 歴史・地理 日本史
782 百舌鳥古墳群をあるく　増補改訂第2版 久世仁士 創元社 202005 9784422201641 歴史・地理 日本史
783 古市古墳群をあるく　増補改訂第2版 久世仁士 創元社 202005 9784422201658 歴史・地理 日本史
784 織豊系城郭の形成 千田嘉博 東京大学出版会 200002 4130201239 歴史・地理 日本史
785 日本封建社会論　新装版 永原慶二 東京大学出版会 200105 4130263048 歴史・地理 日本史
786 日本現代史　新装版　：　明治維新　．　１ 井上清 東京大学出版会 200105 4130263056 歴史・地理 日本史
787 日本近代史への視座 大石嘉一郎 東京大学出版会 200308 4130201379 歴史・地理 日本史
788 『鎌倉遺文』の研究 瀬野精一郎 東京堂出版 201104 9784490207323 歴史・地理 日本史
789 近世日本とルソン 清水有子 東京堂出版 201203 9784490207668 歴史・地理 日本史
790 徳川日本の個性を考える ピーター・ノスコ【著】 東京堂出版 201805 9784490209877 歴史・地理 日本史
791 実は科学的!?　江戸時代の生活百景 西田知己 東京堂出版 201809 9784490209914 歴史・地理 日本史
792 明治維新とは何か？ 小路田泰直 東京堂出版 201812 9784490210002 歴史・地理 日本史
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793 戦国古文書用語辞典 小和田哲男【監修】 東京堂出版 201908 9784490109115 歴史・地理 日本史
794 私の天皇論 小路田泰直 東京堂出版 202003 9784490210279 歴史・地理 日本史
795 イノベーターたちの日本史　：　近代日本の創造的対応 米倉誠一郎 東洋経済新報社 201705 4492371206 歴史・地理 日本史
796 中村政則の歴史学 浅井良夫　：　大門正克　：　吉川容 日本経済評論社 201811 9784818825031 歴史・地理 日本史
797 北海道・鹿児島・沖縄の歴史と経済 桑原真人　：　衣川恵　：　前泊博盛【編】 日本経済評論社 201903 9784818825239 歴史・地理 日本史
798 地図で読む戦争の時代　：　描かれた日本、描かれなかった日本 今尾恵介 白水社 201103 4560081182 歴史・地理 日本史
799 地図で読む昭和の日本　：　定点観測でたどる街の風景 今尾恵介 白水社 201209 4560082448 歴史・地理 日本史
800 帝都東京を中国革命で歩く 譚〓美【著】 白水社 201607 4560092508 歴史・地理 日本史
801 日本史からの問い 三谷博 白水社 202003 9784560097458 歴史・地理 日本史
802 日本の歴史を解きほぐす 地方史研究協議会【編】 文学通信 202004 9784909658289 歴史・地理 日本史
803 日本人と馬の文化史 久慈勝男 文眞堂 201604 4830948949 歴史・地理 日本史
804 日本残酷物語　５　：　近代の暗黒　．　５ 宮本常一【監修】　：　山本周五郎【監修】　：　揖西光速【監修】 平凡社 199508 4582761127 歴史・地理 日本史
805 増補　無縁・公界・楽 網野善彦 平凡社 199606 9784582761504 歴史・地理 日本史
806 刀と首取り　：　戦国合戦異説 鈴木眞哉 平凡社 200003 4582850367 歴史・地理 日本史
807 容赦なき戦争　：　太平洋戦争における人種差別 ジョン・Ｗ．ダワー【著】　：　斎藤元一【訳】　：　猿谷要【監修】 平凡社 200112 4582764193 歴史・地理 日本史
808 戦国１５大合戦の真相　：　武将たちはどう戦ったか 鈴木眞哉 平凡社 200308 4582851932 歴史・地理 日本史
809 戦国の雄と末裔たち 中嶋繁雄 平凡社 200512 4582853013 歴史・地理 日本史
810 女たちの会津戦争 星亮一 平凡社 200607 4582853323 歴史・地理 日本史
811 名君・暗君　江戸のお殿様 中嶋繁雄 平凡社 200612 4582853552 歴史・地理 日本史
812 〈負け組〉の戦国史 鈴木眞哉 平凡社 200709 4582853919 歴史・地理 日本史
813 昭和史の一級史料を読む 保阪正康　：　広瀬順晧 平凡社 200805 4582854184 歴史・地理 日本史
814 戦国史の怪しい人たち　：　天下人から忍者まで 鈴木眞哉 平凡社 200805 4582854206 歴史・地理 日本史
815 昭和史の深層　：　１５の争点から読み解く 保阪正康 平凡社 201005 4582855253 歴史・地理 日本史
816 ネオ階級社会はここから始まった　：　１９７４年、見過ごされた転換点 葛岡智恭　：　林信吾 平凡社 201009 4582855458 歴史・地理 日本史
817 長崎を識らずして江戸を語るなかれ 松尾龍之介 平凡社 201101 4582855652 歴史・地理 日本史
818 下級武士の米日記　：　桑名・柏崎の仕事と暮らし 加藤淳子 平凡社 201106 4582855911 歴史・地理 日本史
819 増補　大江戸死体考　：　人斬り浅右衛門の時代 氏家幹人 平凡社 201602 4582768377 歴史・地理 日本史
820 日露戦争史　１　．　１ 半藤一利 平凡社 201604 4582768393 歴史・地理 日本史
821 日露戦争史　２　．　２ 半藤一利 平凡社 201605 4582768407 歴史・地理 日本史
822 日露戦争史　３　．　３ 半藤一利 平凡社 201606 4582768423 歴史・地理 日本史
823 日記で読む日本文化史 鈴木貞美 平凡社 201609 4582858252 歴史・地理 日本史
824 松永久秀と下剋上 天野忠幸 平凡社 201806 9784582477399 歴史・地理 日本史
825 有職装束大全 八條忠基 平凡社 201806 9784582124323 歴史・地理 日本史
826 撰銭とビタ一文の戦国史 高木久史 平凡社 201808 9784582477405 歴史・地理 日本史
827 鳥居強右衛門 金子拓 平凡社 201809 9784582477412 歴史・地理 日本史
828 増補　南京事件論争史 笠原十九司 平凡社 201812 9784582768763 歴史・地理 日本史
829 風土記と古代の神々 瀧音能之 平凡社 201901 9784582469127 歴史・地理 日本史
830 今川氏親と伊勢宗瑞 黒田基樹 平凡社 201901 9784582477436 歴史・地理 日本史
831 沖縄の聖地　御嶽 岡谷公二 平凡社 201902 9784582859058 歴史・地理 日本史
832 楽市楽座はあったのか 長澤伸樹 平凡社 201902 9784582477443 歴史・地理 日本史
833 平成史 保阪正康 平凡社 201903 9784582859089 歴史・地理 日本史
834 新宿の迷宮を歩く 橋口敏男 平凡社 201905 9784582859126 歴史・地理 日本史
835 新視点 関ヶ原合戦 白峰旬 平凡社 201908 9784582468236 歴史・地理 日本史
836 信長家臣明智光秀 金子拓 平凡社 201910 9784582859232 歴史・地理 日本史
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837 地図とデータでみる都道府県と市町村の成り立ち 齊藤忠光 平凡社 202004 9784582859409 歴史・地理 日本史
838 水軍と海賊の戦国史 小川雄 平凡社 202004 9784582477429 歴史・地理 日本史
839 天下人と二人の将軍 黒嶋敏 平凡社 202005 9784582477481 歴史・地理 日本史
840 平安貴族 橋本義彦 平凡社 202005 9784582769012 歴史・地理 日本史
841 幕末政治と開国 奥田晴樹 勉誠出版 201810 9784585222217 歴史・地理 日本史
842 近世豪商・豪農の〈家〉経営と書物受容 鈴木淳世 勉誠出版 202002 9784585222651 歴史・地理 日本史
843 日本近世社会と町役人 望月良親 勉誠出版 202002 9784585222668 歴史・地理 日本史
844 日章旗のもとでユダヤ人はいかに生き延びたか メロン・メッツィーニ【著】 勉誠出版 202002 9784585222606 歴史・地理 日本史
845 ニコラエフスクの日本人虐殺 アナトーリー・グートマン【著】 勉誠出版 202004 9784585222743 歴史・地理 日本史
846 日本の建国 安本美典 勉誠出版 202006 9784585222811 歴史・地理 日本史
847 「国譲り神話」の真実 田中英道 勉誠出版 202010 9784585222934 歴史・地理 日本史
848 戦争と平和を考えるNHKドキュメンタリー 日本平和学会【編】 法律文化社 202010 9784589041036 歴史・地理 日本史
849 大隈重信関係文書　．　１（あーいの） 早稲田大学大学史資料センター【編】 みすず書房 200410 9784622082019 歴史・地理 日本史
850 大隈重信関係文書　．　２（いのーおお） 早稲田大学大学史資料センター【編】 みすず書房 200511 9784622082026 歴史・地理 日本史
851 大隈重信関係文書　．　３（おおーかと） 早稲田大学大学史資料センター【編】 みすず書房 200612 9784622082033 歴史・地理 日本史
852 大隈重信関係文書　．　４（かとーくれ） 早稲田大学大学史資料センター【編】 みすず書房 200801 9784622082040 歴史・地理 日本史
853 大隈重信関係文書　．　５（くろーさと） 早稲田大学大学史資料センター【編】 みすず書房 200903 9784622082057 歴史・地理 日本史
854 大隈重信関係文書　．　６（さのーすわ） 早稲田大学大学史資料センター【編】 みすず書房 201001 9784622082064 歴史・地理 日本史
855 大隈重信関係文書　．　７（せいーとく） 早稲田大学大学史資料センター【編】 みすず書房 201102 9784622082071 歴史・地理 日本史
856 大隈重信関係文書　．　８（とくーはっ） 早稲田大学大学史資料センター【編】 みすず書房 201203 9784622082088 歴史・地理 日本史
857 大戦間期の宮中と政治家 黒沢文貴 みすず書房 201302 9784622077466 歴史・地理 日本史
858 大隈重信関係文書　．　９（はとーまつ） 早稲田大学大学史資料センター【編】 みすず書房 201303 9784622082095 歴史・地理 日本史
859 夕凪の島　：　八重山歴史文化誌 大田静男 みすず書房 201308 9784622077350 歴史・地理 日本史
860 大隈重信関係文書　．　１０（まつーよこ） 早稲田大学大学史資料センター【編】 みすず書房 201403 9784622082101 歴史・地理 日本史
861 大隈重信関係文書　．　１１（よこーわら　補遺他） 早稲田大学大学史資料センター【編】 みすず書房 201503 9784622082118 歴史・地理 日本史
862 日本の長い戦後　：　敗戦の記憶・トラウマはどう語り継がれているか 橋本明子【著】　：　山岡由美【訳】 みすず書房 201707 9784622086215 歴史・地理 日本史
863 幕末的思考 野口良平 みすず書房 201711 9784622086529 歴史・地理 日本史
864 網野史学の越え方　—新しい歴史像を求めてー 小路田泰直【編】 ゆまに書房 200304 4843309184 歴史・地理 日本史
865 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 200908 4843332291 歴史・地理 日本史
866 通訳酬酢 田代和生【編著】 ゆまに書房 201710 9784843351673 歴史・地理 日本史
867 弓矢と刀剣　：　中世合戦の実像 近藤好和 吉川弘文館 199708 9784642054201 歴史・地理 日本史
868 浦上キリシタン流配事件　：　キリスト教解禁への道 家近良樹 吉川弘文館 199802 9784642754347 歴史・地理 日本史
869 学徒出陣　：　戦争と青春 蜷川壽惠 吉川弘文館 199808 9784642054430 歴史・地理 日本史
870 大久保利通と明治維新 佐々木克 吉川弘文館 199808 9784642054454 歴史・地理 日本史
871 アジアのなかの琉球王国 高良倉吉 吉川弘文館 199810 9784642054478 歴史・地理 日本史
872 海賊たちの中世 金谷匡人 吉川弘文館 199812 9784642054560 歴史・地理 日本史
873 幕末維新の風刺画 南和男 吉川弘文館 199902 9784642754606 歴史・地理 日本史
874 近世の百姓世界 白川部達夫 吉川弘文館 199906 9784642754699 歴史・地理 日本史
875 源氏物語の風景　：　王朝時代の都の暮らし 朧谷寿 吉川弘文館 199908 9784642754729 歴史・地理 日本史
876 隠居大名の江戸暮らし　：　年中行事と食生活 江後迪子 吉川弘文館 199909 9784642754743 歴史・地理 日本史
877 エトロフ島　：　つくられた国境 菊池勇夫 吉川弘文館 199911 9784642754781 歴史・地理 日本史
878 邪馬台国の考古学 石野博信 吉川弘文館 200103 9784642755139 歴史・地理 日本史
879 神風の武士像　：　蒙古合戦の真実 関幸彦 吉川弘文館 200106 9784642055208 歴史・地理 日本史
880 飛鳥の朝廷と王統譜 篠川賢 吉川弘文館 200107 9784642755221 歴史・地理 日本史
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881 交流する弥生人　：　金印国家群の時代の生活誌 〓倉洋彰 吉川弘文館 200108 9784642055239 歴史・地理 日本史
882 古事記のひみつ 三浦佑之 吉川弘文館 200704 9784642056298 歴史・地理 日本史
883 次男坊たちの江戸時代 松田敬之 吉川弘文館 200801 9784642056465 歴史・地理 日本史
884 日米決戦下の格差と平等 板垣邦子 吉川弘文館 200801 9784642056472 歴史・地理 日本史
885 検証　島原天草一揆 大橋幸泰 吉川弘文館 200807 9784642056595 歴史・地理 日本史
886 それでも江戸は鎖国だったのか 片桐一男 吉川弘文館 200811 9784642056625 歴史・地理 日本史
887 持統女帝と皇位継承 倉本一宏 吉川弘文館 200903 9784642056663 歴史・地理 日本史
888 敵国人抑留 小宮まゆみ 吉川弘文館 200903 9784642056670 歴史・地理 日本史
889 邪馬台国　魏使が歩いた道 丸山雍成 吉川弘文館 200904 9784642056687 歴史・地理 日本史
890 戦国を生きた公家の妻たち 後藤みち子 吉川弘文館 200904 9784642056694 歴史・地理 日本史
891 吾妻鏡の謎 奥富敬之 吉川弘文館 200908 9784642056779 歴史・地理 日本史
892 大江戸八百八町と町名主 片倉比佐子 吉川弘文館 200909 9784642056793 歴史・地理 日本史
893 自由民権運動の系譜 稲田雅洋 吉川弘文館 200910 9784642056816 歴史・地理 日本史
894 幕末日本と対外戦争の危機 保谷徹 吉川弘文館 201002 9784642056892 歴史・地理 日本史
895 Ｏ脚だったかもしれない縄文人 谷畑美帆 吉川弘文館 201004 9784642056939 歴史・地理 日本史
896 昭和天皇側近たちの戦争 茶谷誠一 吉川弘文館 201005 9784642056960 歴史・地理 日本史
897 飛鳥史跡事典 木下正史【編】 吉川弘文館 201602 4642082905 歴史・地理 日本史
898 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 201603 4642034722 歴史・地理 日本史
899 東北近世の胎動 高橋充 吉川弘文館 201603 9784642064965 歴史・地理 日本史
900 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 201603 9784642029308 歴史・地理 日本史
901 古代日本と北の海みち 新野直吉 吉川弘文館 201603 4642065989 歴史・地理 日本史
902 戦時期日本の翼賛政治 官田光史 吉川弘文館 201603 4642038531 歴史・地理 日本史
903 豊臣政権の権力構造 堀越祐一 吉川弘文館 201603 464202929X 歴史・地理 日本史
904 大学でまなぶ日本の歴史 木村茂光【編】　：　小山俊樹　：　戸部良一 吉川弘文館 201604 4642008314 歴史・地理 日本史
905 日本古代・中世都市論 仁木宏【編】 吉川弘文館 201605 4642046291 歴史・地理 日本史
906 現代語訳　小右記　：　道長政権の成立　．　２ 藤原実資【著】　：　倉本一宏【編】 吉川弘文館 201605 4642018174 歴史・地理 日本史
907 島国の原像 水野正好 吉川弘文館 201605 4642067132 歴史・地理 日本史
908 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 201606 4642046305 歴史・地理 日本史
909 モノから見たアイヌ文化史 関根達人 吉川弘文館 201606 4642082956 歴史・地理 日本史
910 豊臣水軍興亡史 山内譲 吉川弘文館 201607 4642082964 歴史・地理 日本史
911 信長軍の合戦史　１５６０－１５８２ 渡邊大門【編】　：　日本史史料研究会【監修】 吉川弘文館 201607 4642082972 歴史・地理 日本史
912 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【編】 吉川弘文館 201608 4642082980 歴史・地理 日本史
913 日本中世の権力と寺院 高橋慎一朗 吉川弘文館 201609 464202932X 歴史・地理 日本史
914 日本海海戦の真実 野村實 吉川弘文館 201609 4642067175 歴史・地理 日本史
915 近世後期の対外政策と軍事・情報 松本英治 吉川弘文館 201609 4642034749 歴史・地理 日本史
916 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 201609 4642082999 歴史・地理 日本史
917 維新と開化 奥田晴樹 吉川弘文館 201610 9784642068123 歴史・地理 日本史
918 現代語訳　小右記　：　長徳の変　．　３ 藤原実資【著】　：　倉本一宏【編】 吉川弘文館 201610 4642018182 歴史・地理 日本史
919 幕藩制国家の政治構造 藤田覚【編】 吉川弘文館 201610 4642034757 歴史・地理 日本史
920 「主権国家」成立の内と外 大日方純夫 吉川弘文館 201611 9784642068130 歴史・地理 日本史
921 平安初期の王権と文化 笹山晴生 吉川弘文館 201611 4642046321 歴史・地理 日本史
922 日清・日露戦争と帝国日本 飯塚一幸 吉川弘文館 201612 9784642068147 歴史・地理 日本史
923 足利義政と東山文化 河合正治 吉川弘文館 201612 4642067205 歴史・地理 日本史
924 日本古代の郡司と天皇 磐下徹 吉川弘文館 201612 464204633X 歴史・地理 日本史
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925 日中戦争と大陸経済建設 白木沢旭児 吉川弘文館 201612 4642038612 歴史・地理 日本史
926 僧兵盛衰記 渡辺守順 吉川弘文館 201701 4642067213 歴史・地理 日本史
927 国際化時代「大正日本」 櫻井良樹 吉川弘文館 201701 9784642068154 歴史・地理 日本史
928 モノと技術の古代史　：　金属編 村上恭通【編】 吉川弘文館 201702 4642017372 歴史・地理 日本史
929 対馬宗氏の中世史 荒木和憲 吉川弘文館 201702 4642083146 歴史・地理 日本史
930 戦争とファシズムの時代へ 河島　真 吉川弘文館 201702 9784642068161 歴史・地理 日本史
931 古代飛鳥の都市構造 相原嘉之 吉川弘文館 201702 4642046356 歴史・地理 日本史
932 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 201702 4642083138 歴史・地理 日本史
933 日朝関係史 関周一【編】 吉川弘文館 201702 4642083081 歴史・地理 日本史
934 江戸鷹場制度の研究 山崎久登 吉川弘文館 201703 4642034773 歴史・地理 日本史
935 総力戦のなかの日本政治 源川真希 吉川弘文館 201703 9784642068178 歴史・地理 日本史
936 現代語訳　小右記　：　敦成親王誕生　．　４ 藤原実資【著】　：　倉本一宏【編】 吉川弘文館 201704 4642018190 歴史・地理 日本史
937 古地図からみた古代日本　：　土地制度と景観 金田章裕 吉川弘文館 201705 4642067256 歴史・地理 日本史
938 覚醒する〈関東〉　：　平安時代 荒井秀規 吉川弘文館 201706 9784642068208 歴史・地理 日本史
939 沖縄の戦争遺跡　：　〈記憶〉を未来につなげる 吉浜忍 吉川弘文館 201707 4642083170 歴史・地理 日本史
940 文明に抗した弥生の人びと 寺前直人 吉川弘文館 201707 9784642058490 歴史・地理 日本史
941 天皇の即位儀礼と神仏 松本郁代 吉川弘文館 201708 4642083219 歴史・地理 日本史
942 出雲の中世　：　地域と国家のはざま 佐伯徳哉 吉川弘文館 201709 9784642058513 歴史・地理 日本史
943 帝都防衛　：　戦争・災害・テロ 土田宏成 吉川弘文館 201709 9784642058520 歴史・地理 日本史
944 古代豪族葛城氏と大古墳 小笠原好彦 吉川弘文館 201709 4642083235 歴史・地理 日本史
945 埋もれた江戸　：　東大の地下の大名屋敷 藤本強 吉川弘文館 201709 4642067299 歴史・地理 日本史
946 モノと技術の古代史　陶芸編 小林正史【編】 吉川弘文館 201710 4642017380 歴史・地理 日本史
947 闘いを記憶する百姓たち　：　江戸時代の裁判学習帳 八鍬　友広 吉川弘文館 201710 9784642058544 歴史・地理 日本史
948 世界史のなかの天正遣欧使節 伊川　健二 吉川弘文館 201710 4642083251 歴史・地理 日本史
949 真田松代藩の財政改革　：　『日暮硯』と恩田杢 笠谷　和比古 吉川弘文館 201710 4642067302 歴史・地理 日本史
950 伊達政宗と南奥の戦国時代 垣内　和孝 吉川弘文館 201710 4642029389 歴史・地理 日本史
951 現代語訳　小右記　５　：　紫式部との交流　．　５ 倉本　一宏　【編】 吉川弘文館 201710 4642018204 歴史・地理 日本史
952 中世の災害予兆　：　あの世からのメッセージ 笹本正治 吉川弘文館 201710 9784642754033 歴史・地理 日本史
953 卑賤観の系譜 神野清一 吉川弘文館 201710 9784642754088 歴史・地理 日本史
954 太平洋戦争と考古学 坂詰秀一 吉川弘文館 201710 9784642754118 歴史・地理 日本史
955 悪党の世紀 新井孝重 吉川弘文館 201710 9784642754170 歴史・地理 日本史
956 江戸の風刺画 南和男 吉川弘文館 201710 9784642754224 歴史・地理 日本史
957 執権時頼と廻国伝説 佐々木馨 吉川弘文館 201710 9784642754293 歴史・地理 日本史
958 災害都市江戸と地下室 小沢詠美子 吉川弘文館 201710 9784642754330 歴史・地理 日本史
959 平安京の都市生活と郊外 古橋信孝 吉川弘文館 201710 9784642754361 歴史・地理 日本史
960 京のオランダ人　：　阿蘭陀宿海老屋の実態 片桐一男 吉川弘文館 201710 9784642754408 歴史・地理 日本史
961 日露戦争の時代 井口和起 吉川弘文館 201710 9784642754415 歴史・地理 日本史
962 中世の奈良　：　都市民と寺院の支配 安田次郎 吉川弘文館 201710 9784642754507 歴史・地理 日本史
963 奈良朝の政変劇　：　皇親たちの悲劇 倉本一宏 吉川弘文館 201710 9784642754538 歴史・地理 日本史
964 日本の中世寺院　：　忘れられた自由都市 伊藤正敏 吉川弘文館 201710 9784642754866 歴史・地理 日本史
965 江戸御留守居役　：　近世の外交官 笠谷和比古 吉川弘文館 201710 9784642754897 歴史・地理 日本史
966 魏志倭人伝を読む　：　邪馬台国への道　．　上 佐伯有清 吉川弘文館 201710 9784642755047 歴史・地理 日本史
967 魏志倭人伝を読む　：　卑弥呼と倭国内乱　．　下 佐伯有清 吉川弘文館 201710 9784642755054 歴史・地理 日本史
968 よみがえる古代の港　：　古地形を復元する 石村　智 吉川弘文館 201711 9784642058551 歴史・地理 日本史
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969 日本文化史講義 大隅　和雄 吉川弘文館 201711 464208326X 歴史・地理 日本史
970 平家政権と荘園制 前田　英之 吉川弘文館 201711 4642029397 歴史・地理 日本史
971 古代地方寺院の造営と景観 梶原　義実 吉川弘文館 201711 4642046380 歴史・地理 日本史
972 近世日本政治史と朝廷 山口　和夫 吉川弘文館 201711 4642034803 歴史・地理 日本史
973 織田信長と戦国の村　：　天下統一のための近江支配 深谷　幸治 吉川弘文館 201712 9784642058575 歴史・地理 日本史
974 古代の天皇祭祀と神宮祭祀 藤森　馨 吉川弘文館 201712 4642046399 歴史・地理 日本史
975 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 201801 9784642083270 歴史・地理 日本史
976 古代国家の地方支配と東北 今泉　〓雄 吉川弘文館 201801 4642046410 歴史・地理 日本史
977 古代国家の土地計画　：　条里プランを読み解く 金田　章裕 吉川弘文館 201801 4642083286 歴史・地理 日本史
978 平安時代の后と王権 東海林亜矢子 吉川弘文館 201802 4642046429 歴史・地理 日本史
979 戊辰戦争の新視点　：　世界・政治　．　上 奈倉哲三　：　保谷徹　：　箱石大【編】 吉川弘文館 201802 4642083294 歴史・地理 日本史
980 古代宮都と関連遺跡の研究 小澤毅 吉川弘文館 201802 9784642046435 歴史・地理 日本史
981 近世の摂家と朝幕関係 長坂良宏 吉川弘文館 201802 9784642034852 歴史・地理 日本史
982 龍馬暗殺 桐野作人 吉川弘文館 201803 9784642058629 歴史・地理 日本史
983 戦国期の村落と領主権力 銭静怡 吉川弘文館 201803 9784642029445 歴史・地理 日本史
984 戊辰戦争の新視点　：　軍事・民衆　．　下 奈倉哲三　：　保谷徹　：　箱石大【編】 吉川弘文館 201803 9784642083300 歴史・地理 日本史
985 十七世紀日本の秩序形成 木村直樹　：　牧原成征【編】 吉川弘文館 201803 9784642034869 歴史・地理 日本史
986 将軍・執権・連署　：　鎌倉幕府権力を考える 日本史史料研究会【編】 吉川弘文館 201803 9784642083317 歴史・地理 日本史
987 墓石が語る江戸時代　：　大名・庶民の墓事情 関根　達人【著】 吉川弘文館 201804 9784642058643 歴史・地理 日本史
988 〈近代都市〉広島の形成 布川弘 吉川弘文館 201804 9784642038737 歴史・地理 日本史
989 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 201804 9784642083324 歴史・地理 日本史
990 古墳時代の国家形成 下垣仁志 吉川弘文館 201804 9784642093521 歴史・地理 日本史
991 宝塚戦略　：　小林一三の生活文化論 津金澤聰廣 吉川弘文館 201804 9784642067607 歴史・地理 日本史
992 現代語訳　小右記　：　三条天皇の信任　．　６ 藤原実資【著】　：　倉本一宏【編】 吉川弘文館 201804 9784642018210 歴史・地理 日本史
993 モノと技術の古代史　木器編 宇野隆夫【編】 吉川弘文館 201805 9784642017398 歴史・地理 日本史
994 埋葬からみた古墳時代　：　女性・親族・王権 清家章 吉川弘文館 201805 9784642058650 歴史・地理 日本史
995 陸軍中野学校と沖縄戦　：　知られざる少年兵「護郷隊」 川満彰 吉川弘文館 201805 9784642058667 歴史・地理 日本史
996 沖縄からの本土爆撃　：　米軍出撃基地の誕生 林博史 吉川弘文館 201806 9784642058681 歴史・地理 日本史
997 日本古代木簡論 馬場基 吉川弘文館 201806 9784642046473 歴史・地理 日本史
998 絵図と徳川社会　：　岡山藩池田家文庫絵図をよむ 倉地克直 吉川弘文館 201806 9784642034876 歴史・地理 日本史
999 アジア・太平洋戦争と石油　：　戦備・戦略・対外政策 岩間敏 吉川弘文館 201806 9784642038768 歴史・地理 日本史

1000 飢餓と戦争の戦国を行く 藤木久志 吉川弘文館 201806 9784642067638 歴史・地理 日本史
1001 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 吉川弘文館 201806 9784642034883 歴史・地理 日本史
1002 古代国府の成立と国郡制 大橋泰夫 吉川弘文館 201806 9784642046497 歴史・地理 日本史
1003 江戸無血開城　：　本当の功労者は誰か？ 岩下哲典 吉川弘文館 201807 9784642058704 歴史・地理 日本史
1004 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 201807 9784642029476 歴史・地理 日本史
1005 細川忠利　：　ポスト戦国世代の国づくり 稲葉継陽 吉川弘文館 201808 9784642058711 歴史・地理 日本史
1006 刀の明治維新　：　「帯刀」は武士の特権か？ 尾脇秀和 吉川弘文館 201808 9784642058728 歴史・地理 日本史
1007 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 201808 9784642083379 歴史・地理 日本史
1008 飛鳥・藤原の宮都を語る　：　「日本国」誕生の軌跡 相原嘉之 吉川弘文館 201809 9784642083386 歴史・地理 日本史
1009 お家相続　：　大名家の苦闘 大森映子 吉川弘文館 201809 9784642067669 歴史・地理 日本史
1010 戦国の城の一生　：　つくる・壊す・蘇る 竹井英文 吉川弘文館 201810 9784642058759 歴史・地理 日本史
1011 中世王権の形成と摂関家 樋口健太郎 吉川弘文館 201810 9784642029483 歴史・地理 日本史
1012 源氏長者　：　武家政権の系譜 岡野友彦 吉川弘文館 201810 9784642083409 歴史・地理 日本史
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1013 はんこと日本人 門田誠一 吉川弘文館 201810 9784642067676 歴史・地理 日本史
1014 現代語訳　小右記　：　後一条天皇即位　．　７ 倉本一宏【編】 吉川弘文館 201810 9784642018227 歴史・地理 日本史
1015 東北の幕末維新　：　米沢藩士の情報・交流・思想 友田昌宏 吉川弘文館 201811 9784642083416 歴史・地理 日本史
1016 城と城下　近江戦国誌 小島道裕 吉川弘文館 201811 9784642067683 歴史・地理 日本史
1017 古墳時代の王権と集団関係 和田晴吾 吉川弘文館 201811 9784642093507 歴史・地理 日本史
1018 日本古代の官司と政務 佐々木恵介 吉川弘文館 201811 9784642046527 歴史・地理 日本史
1019 海底に眠る蒙古襲来　：　水中考古学の挑戦 池田榮史 吉川弘文館 201812 9784642058780 歴史・地理 日本史
1020 江戸城御庭番　：　徳川将軍の耳と目 深井雅海 吉川弘文館 201812 9784642067690 歴史・地理 日本史
1021 平氏が語る源平争乱 永井晋 吉川弘文館 201901 9784642058797 歴史・地理 日本史
1022 近世関東の土豪と地域社会 鈴木直樹 吉川弘文館 201901 9784642034937 歴史・地理 日本史
1023 戦国時代の終焉　：　「北条の夢」と秀吉の天下統一 齋藤慎一 吉川弘文館 201901 9784642067706 歴史・地理 日本史
1024 院政期武士社会と鎌倉幕府 川合康 吉川弘文館 201902 9784642029544 歴史・地理 日本史
1025 日本古代の地域社会と行政機構 山口英男 吉川弘文館 201902 9784642046503 歴史・地理 日本史
1026 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 吉川弘文館 201902 9784642083430 歴史・地理 日本史
1027 中世の東海道をゆく　：　京から鎌倉へ、旅路の風景 榎原雅治 吉川弘文館 201902 9784642071017 歴史・地理 日本史
1028 沖縄戦を知る事典 吉浜忍 吉川弘文館 201906 9784642083522 歴史・地理 日本史
1029 事典　日本の年号 小倉慈司 吉川弘文館 201907 9784642083539 歴史・地理 日本史
1030 室町・戦国期の土倉と酒屋 酒匂由紀子 吉川弘文館 202002 9784642029612 歴史・地理 日本史
1031 戦国末期の足利将軍権力 水野嶺 吉川弘文館 202002 9784642029629 歴史・地理 日本史
1032 武蔵の武士団 安田元久 吉川弘文館 202002 9784642071130 歴史・地理 日本史
1033 敗者たちの中世争乱 関幸彦 吉川弘文館 202003 9784642058957 歴史・地理 日本史
1034 鎌倉時代論 五味文彦 吉川弘文館 202003 9784642083720 歴史・地理 日本史
1035 日本史を学ぶための図書館活用術 浜田久美子 吉川弘文館 202003 9784642083706 歴史・地理 日本史
1036 日本古代の交易と社会 宮川麻紀 吉川弘文館 202003 9784642046589 歴史・地理 日本史
1037 平泉を掘る 菅野成寛【監修】 吉川弘文館 202003 9784642068451 歴史・地理 日本史
1038 New 香港の歴史 ジョン・M・キャロル【著】 明石書店 202007 9784750350172 歴史・地理 アジア史
1039 東アジアのナショナリズムと近代　：　なぜ対立するのか 米原　謙　：　金　鳳珍　：　區　建英 大阪大学出版会 201107 4872593839 歴史・地理 アジア史
1040 中国先史集落の考古地理学研究 王　妙發 大阪大学出版会 201204 4872593987 歴史・地理 アジア史
1041 東南アジアの華人廟と文化交渉 二階堂善弘 関西大学出版部 202002 9784873547138 歴史・地理 アジア史
1042 ヴェトナム戦争の起源　：　アイゼンハワー政権と第一次インドシナ戦争 赤木完爾 慶應義塾大学出版会 199106 9784766404784 歴史・地理 アジア史
1043 近代トルコ見聞録 長場紘 慶應義塾大学出版会 200001 9784766407792 歴史・地理 アジア史
1044 帝国日本の記憶　：　台湾・旧南洋群島における外来政権の重層化と脱植民地 三尾裕子【編】　：　遠藤央【編】　：　植野弘子【編】 慶應義塾大学出版会 201610 4766423593 歴史・地理 アジア史
1045 ブワイフ朝の政権構造　：　イスラーム王朝の支配の正当性と権力基盤 橋爪烈 慶應義塾大学出版会 201610 4766423690 歴史・地理 アジア史
1046 東南アジア地域研究入門　２　：　社会 山本信人 慶應義塾大学出版会 201702 476642395X 歴史・地理 アジア史
1047 東南アジア地域研究入門　３　：　政治 山本信人 慶應義塾大学出版会 201702 4766423968 歴史・地理 アジア史
1048 東南アジア地域研究入門　１　：　環境 山本信人 慶應義塾大学出版会 201702 9784766423945 歴史・地理 アジア史
1049 イスラエルの文化遺産マネジメント　：　遺跡の保護と活用 岡田真弓 慶應義塾大学出版会 201709 4766424514 歴史・地理 アジア史
1050 日中終戦と戦後アジアへの展望 編集：波多野澄雄　：　久保亨　：　中村元哉 慶應義塾大学出版会 201711 9784766424867 歴史・地理 アジア史
1051 インドネシアのイスラーム改革主義運動　：　アラブ人コミュニティの教育活動と社会統合 山口元樹 慶應義塾大学出版会 201805 9784766425178 歴史・地理 アジア史
1052 ビカミング〈ジャパニーズ〉　：　植民地台湾におけるアイデンティティ形成のポリティクス レオ・チン【著】　：　菅野敦志【訳】 勁草書房 201708 9784326200573 歴史・地理 アジア史
1053 日本人の文革認識　：　歴史的転換をめぐる「翻身」 福岡愛子 新曜社 201401 4788513633 歴史・地理 アジア史
1054 清末中国における日本観と西洋観 佐々木揚 東京大学出版会 200012 4130261207 歴史・地理 アジア史
1055 中国の衝撃 溝口雄三 東京大学出版会 200405 4130130226 歴史・地理 アジア史
1056 戦後中国の憲政実施と言論の自由１９４５－４９ 中村元哉 東京大学出版会 200408 4130261231 歴史・地理 アジア史
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1057 覇王と革命　：　中国軍閥史一九一五－二八 杉山祐之【著】 白水社 201211 4560082561 歴史・地理 アジア史
1058 銃弾とアヘン　：　「六四天安門」生と死の記憶 廖亦武【著】　：　土屋昌明　：　鳥本まさき 白水社 201906 9784560096987 歴史・地理 アジア史
1059 六四と一九八九 石井知章 白水社 201912 9784560097403 歴史・地理 アジア史
1060 オホーツクの古代史 菊池俊彦 平凡社 200910 4582854915 歴史・地理 アジア史
1061 日本軍ゲリラ　台湾高砂義勇隊　：　台湾原住民の太平洋戦争 菊池一隆 平凡社 201807 4582858864 歴史・地理 アジア史
1062 世界史のなかの文化大革命 馬場公彦 平凡社 201809 9784582858914 歴史・地理 アジア史
1063 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 勉誠出版 201409 458522095X 歴史・地理 アジア史
1064 中国中世四川地方史論集 中林史朗 勉誠出版 201505 4585221182 歴史・地理 アジア史
1065 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 勉誠出版 201602 4585221433 歴史・地理 アジア史
1066 現代語訳　隋書 中林史朗　：　山口謠司【監修】　：　池田雅典 勉誠出版 201705 4585296115 歴史・地理 アジア史
1067 宋代中国都市の形態と構造 伊原弘 勉誠出版 202006 9784585220695 歴史・地理 アジア史
1068 新羅中古期の史的研究 武田幸男 勉誠出版 202007 9784585222781 歴史・地理 アジア史
1069 新・図説 中国近現代史　改訂版 田中仁 法律文化社 202002 9784589040558 歴史・地理 アジア史
1070 中国の歴史 浜下武志 有斐閣 201503 9784641121911 歴史・地理 アジア史
1071 東アジア近現代史〔新版〕 上原一慶 有斐閣 201512 9784641159457 歴史・地理 アジア史
1072 台湾植民地史の研究 檜山幸夫【編】 ゆまに書房 201503 4843347639 歴史・地理 アジア史
1073 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 201702 4642038647 歴史・地理 アジア史
1074 インド史への招待 中村平治 吉川弘文館 201710 9784642754279 歴史・地理 アジア史
1075 楽園の図像　：　海獣葡萄鏡の誕生 石渡美江 吉川弘文館 201710 9784642754972 歴史・地理 アジア史
1076 渤海国興亡史 濱田耕策 吉川弘文館 201710 9784642755061 歴史・地理 アジア史
1077 古代朝鮮の国家体制と考古学 山本　孝文 吉川弘文館 201711 4642081534 歴史・地理 アジア史
1078 渤海国とは何か 古畑　徹 吉川弘文館 201801 9784642058582 歴史・地理 アジア史
1079 植民地遊廓　：　日本の軍隊と朝鮮半島 金富子　：　金栄 吉川弘文館 201810 9784642038805 歴史・地理 アジア史
1080 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 谷口建速 早稲田大学出版部 201611 4657167057 歴史・地理 アジア史
1081 初期メソポタミア史の研究 前田徹 早稲田大学出版部 201705 465717701X 歴史・地理 アジア史
1082 New フランスの歴史を知るための50章 中野隆生 明石書店 202005 9784750350219 歴史・地理 西洋史
1083 ナチスに抗った障害者 岡典子 明石書店 202007 9784750350370 歴史・地理 西洋史
1084 伝クセノポン「アテーナイ人の国制」の研究 真下英信 慶應義塾大学出版会 200102 9784766408379 歴史・地理 西洋史
1085 宗教改革と農奴制　：　スイスと西南ドイツの人格的支配 野々瀬浩司 慶應義塾大学出版会 201307 9784766420609 歴史・地理 西洋史
1086 ナチズムは夢か　：　ヨーロッパ近代の物語 南利明 勁草書房 201610 4326200561 歴史・地理 西洋史
1087 現代スペインの歴史 碇順治 彩流社 200505 9784882029953 歴史・地理 西洋史
1088 近代ヨーロッパの形成　：　商人と国家の近代世界システム 玉木俊明 創元社 201209 4422203363 歴史・地理 西洋史
1089 歴史の見方　：　西洋史のリバイバル 玉木俊明 創元社 201605 4422203401 歴史・地理 西洋史
1090 ヴィクトリア朝が教えてくれる英国の魅力 イギリスを知る会【監修】 ダイヤモンド社 201909 9784478823170 歴史・地理 西洋史
1091 英国社会史　新装版　．　上 今井登志喜 東京大学出版会 200105 4130263021 歴史・地理 西洋史
1092 英国社会史　新装版　．　下 今井登志喜 東京大学出版会 200105 413026303X 歴史・地理 西洋史
1093 ブリティッシュ・ワールド　：　帝国紐帯の諸相 竹内真人【編著】 日本経済評論社 201902 9784818825222 歴史・地理 西洋史
1094 ノルマン騎士の地中海興亡史 山辺規子 白水社 200904 4560721025 歴史・地理 西洋史
1095 シチリア歴史紀行 小森谷慶子 白水社 200911 4560721084 歴史・地理 西洋史
1096 ヴァイキングの暮らしと文化 レジス・ボワイエ【著】 白水社 201911 9784560097410 歴史・地理 西洋史
1097 ナポレオン戦争 マイク・ラポート【著】 白水社 202006 9784560097809 歴史・地理 西洋史
1098 ガリア戦記 カエサル　：　石垣憲一【訳】 平凡社 200903 4582766641 歴史・地理 西洋史
1099 ルネサンス再入門　：　複数形の文化 澤井繁男 平凡社 201711 4582858597 歴史・地理 西洋史
1100 決定版　パリ五月革命　私論 西川長夫【著】 平凡社 201811 9784582768756 歴史・地理 西洋史
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1101 江戸の古本屋 橋口侯之介 平凡社 201812 9784582468229 歴史・地理 西洋史
1102 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 201501 4585221069 歴史・地理 西洋史
1103 ポーランドと他者　：　文化・レトリック・地図 関口時正 みすず書房 201410 9784622078654 歴史・地理 西洋史
1104 最後のソ連世代　：　ブレジネフからペレストロイカまで アレクセイ・ユルチャク【著】　：　半谷史郎【訳】 みすず書房 201710 9784622086420 歴史・地理 西洋史
1105 ヒトラーのニュルンベルク　：　第三帝国の光と闇 芝健介 吉川弘文館 200004 9784642054904 歴史・地理 西洋史
1106 王宮炎上　：　アレクサンドロス大王とペルセポリス 森谷公俊 吉川弘文館 201710 9784642754880 歴史・地理 西洋史
1107 ファシストの戦争　：　世界史的文脈で読むエチオピア戦争 石田憲 千倉書房 201110 4805109807 歴史・地理 西洋史
1108 実験国家アメリカの履歴書　第２版　：　社会・文化・歴史にみる統合と多元化の軌跡 鈴木透 慶應義塾大学出版会 201612 4766423909 歴史・地理 西洋史
1109 New カオスの社会史 髙橋和雅 彩流社 202102 9784779127397 歴史・地理 西洋史
1110 カウンターカルチャーのアメリカ　第2版 竹林修一 大学教育出版 201910 9784866920412 歴史・地理 西洋史
1111 アメリカ２０世紀史 秋元英一　：　菅英輝 東京大学出版会 200310 4130220209 歴史・地理 西洋史
1112 日本開国の原点 大島正太郎 日本経済評論社 202004 9784818825611 歴史・地理 西洋史
1113 アメリカとは何か 斎藤眞 平凡社 199503 4582760899 歴史・地理 西洋史
1114 アメリカの排外主義 浜本隆三 平凡社 201901 9784582859027 歴史・地理 西洋史
1115 代表的アメリカ人 ウィリアム・カーロス・ウィリアムズ　：　富山英俊 みすず書房 201601 462207947X 歴史・地理 西洋史
1116 インディオ社会史　：　アンデス植民地時代を生きた人々 網野徹哉 みすず書房 201709 9784622086307 歴史・地理 西洋史
1117 ヒストリー　太平洋諸島の歴史を知るための60章 石森大知 明石書店 201912 9784750349091 歴史・地理 西洋史
1118 楽園考古学＋南海文明グランドクルーズ　：　ポリネシアを掘る 荒俣宏　：　篠遠喜彦 平凡社 200001 4582763162 歴史・地理 西洋史
1119 New 第三の性「X」への道 ジェマ・ヒッキー【著】 明石書店 202012 9784750351223 歴史・地理 伝記
1120 憲法九条と幣原喜重郎 笠原十九司 大月書店 202004 9784272521166 歴史・地理 伝記
1121 東西学術研究と文化交渉 吾妻重二【編著】 関西大学出版部 201911 9784873547084 歴史・地理 伝記
1122 福沢諭吉の横顔 西川俊作 慶應義塾大学出版会 199803 9784766406849 歴史・地理 伝記
1123 語り手としての福澤諭吉　：　ことばを武器として 松崎欣一 慶應義塾大学出版会 200508 9784766411706 歴史・地理 伝記
1124 福澤諭吉と女性 西沢直子 慶應義塾大学出版会 201112 9784766419078 歴史・地理 伝記
1125 監獄行政官僚と明治日本　：　小河滋次郎研究 小野修三 慶應義塾大学出版会 201202 9784766419146 歴史・地理 伝記
1126 公智と実学 猪木武徳 慶應義塾大学出版会 201210 9784766419689 歴史・地理 伝記
1127 伝記小泉信三 神吉創二 慶應義塾大学出版会 201407 9784766421590 歴史・地理 伝記
1128 ユリアヌスの信仰世界　：　万華鏡のなかの哲人皇帝 中西恭子 慶應義塾大学出版会 201610 4766423828 歴史・地理 伝記
1129 南方熊楠　：　複眼の学問構想 松居竜五 慶應義塾大学出版会 201612 4766423623 歴史・地理 伝記
1130 井筒俊彦の学問遍路　：　同行二人半 井筒豊子 慶應義塾大学出版会 201709 4766424654 歴史・地理 伝記
1131 杉田玄白　晩年の世界　：　『〓斎日録』を読む 松崎欣一 慶應義塾大学出版会 201711 476642249X 歴史・地理 伝記
1132 南方熊楠のロンドン 志村真幸 慶應義塾大学出版会 202002 9784766426502 歴史・地理 伝記
1133 ガバナンスの探求　：　蝋山政道を読む 今村都南雄 勁草書房 200902 9784326351466 歴史・地理 伝記
1134 チューリングを受け継ぐ　：　論理と生命と死 星野力 勁草書房 200908 4326154063 歴史・地理 伝記
1135 天才カルダーノの肖像　：　ルネサンスの自叙伝、占星術、夢解釈 榎本恵美子【著】　：　ヒロ・ヒライ【編集】　：　坂本邦暢【解説】 勁草書房 201307 9784326148264 歴史・地理 伝記
1136 チャールズ皇太子の地球環境戦略 君塚直隆 勁草書房 201307 9784326248438 歴史・地理 伝記
1137 エニグマ　アラン・チューリング伝　．　上 アンドルー・ホッジス【著】　：　土屋俊ほか【訳】 勁草書房 201502 4326750537 歴史・地理 伝記
1138 エニグマ　アラン・チューリング伝　．　下 アンドルー・ホッジス【著】　：　土屋俊ほか【訳】 勁草書房 201508 4326750545 歴史・地理 伝記
1139 前川國男・弟子たちは語る 前川國男建築設計事務所ＯＢ会有志【著】　：　建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200903 9784874609026 歴史・地理 伝記
1140 社会福祉の先駆者 安達憲忠 内藤二郎 彩流社 199302 9784882022435 歴史・地理 伝記
1141 アメリカの奴隷制を生きる フレデリック・ダグラス【著】 彩流社 201601 9784779121944 歴史・地理 伝記
1142 メアリー・シーコール自伝 メアリー・シーコール【著】 彩流社 201706 9784779123290 歴史・地理 伝記
1143 天才を生んだ孤独な少年期　：　ダ・ヴィンチからジョブズまで 熊谷高幸 新曜社 201503 4788514249 歴史・地理 伝記
1144 江戸時代の明智光秀 村上紀夫 創元社 202008 9784422204673 歴史・地理 伝記
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1145 柳宗悦　：　時代と思想 中見真理 東京大学出版会 200303 4130100912 歴史・地理 伝記
1146 頼山陽の思想　：　日本における政治学の誕生 濱野靖一郎 東京大学出版会 201402 4130362518 歴史・地理 伝記
1147 ビル・ゲイツ．２　．　２ 脇英世 東京電機大学出版局 201605 4501554207 歴史・地理 伝記
1148 スティーブ・ジョブズ　：　楽園追放とピクサー創立　．　４ 脇英世 東京電機大学出版局 201803 4501556307 歴史・地理 伝記
1149 横山源之助伝　：　下層社会からの叫び声 立花雄一 日本経済評論社 201510 9784818823945 歴史・地理 伝記
1150 ドナルド・キーン　わたしの日本語修行 ドナルド・キーン【著】　：　河路由佳【著】 白水社 201409 456008677X 歴史・地理 伝記
1151 インド独立の志士「朝子」 笠井亮平 白水社 201603 4560084955 歴史・地理 伝記
1152 張作霖　：　爆殺への軌跡一八七五－一九二八 杉山祐之【著】 白水社 201701 4560095345 歴史・地理 伝記
1153 アルシノエ二世　：　ヘレニズム世界の王族女性と結婚 エリザベス・ドネリー・カーニー【著】　：　森谷公俊【訳】 白水社 201901 9784560096673 歴史・地理 伝記
1154 夢酔独言　他 勝部真長 平凡社 200003 4582763332 歴史・地理 伝記
1155 アラビアのロレンス ロバート・グレーヴズ【著】　：　小野忍【訳】 平凡社 200003 4582763340 歴史・地理 伝記
1156 被差別部落のわが半生 山下力 平凡社 200411 4582852513 歴史・地理 伝記
1157 義経伝説と日本人 森村宗冬 平凡社 200502 4582852599 歴史・地理 伝記
1158 人名の世界史　：　由来を知れば文化がわかる 辻原康夫 平凡社 200510 4582852955 歴史・地理 伝記
1159 物語　日本の女帝 小石房子 平凡社 200606 4582853285 歴史・地理 伝記
1160 青年マルクス論 廣松渉 平凡社 200811 4582766544 歴史・地理 伝記
1161 エロティックな大英帝国　：　紳士アシュビーの秘密の生涯 小林章夫 平凡社 201006 4582855296 歴史・地理 伝記
1162 小栗上野介　：　忘れられた悲劇の幕臣 村上泰賢 平凡社 201012 458285561X 歴史・地理 伝記
1163 現代語訳　渋沢栄一自伝　：　「論語と算盤」を道標として 渋沢栄一　：　守屋淳【編訳】 平凡社 201202 4582856284 歴史・地理 伝記
1164 緒方竹虎とＣＩＡ　：　アメリカ公文書が語る保守政治家の実像 吉田則昭 平凡社 201205 458285639X 歴史・地理 伝記
1165 真田四代と信繁 丸島和洋 平凡社 201511 4582857930 歴史・地理 伝記
1166 孫文と陳独秀　：　現代中国への二つの道 横山宏章 平凡社 201702 4582858376 歴史・地理 伝記
1167 論集　福沢諭吉 市村弘正【編】　：　山路愛山　：　丸山眞男 平凡社 201705 4582768555 歴史・地理 伝記
1168 象徴天皇の旅 井上亮 平凡社 201808 9784582858891 歴史・地理 伝記
1169 平賀源内 新戸雅章 平凡社 202007 9784582859492 歴史・地理 伝記
1170 清河八郎伝　：　漢詩にみる幕末維新史 徳田武 勉誠出版 201603 4585221417 歴史・地理 伝記
1171 吉田松陰と学人たち 徳田武 勉誠出版 202010 9784585222910 歴史・地理 伝記
1172 副島種臣伯　．　昭和１１年　１９３６年 丸山幹治 みすず書房 200507 9784622061625 歴史・地理 伝記
1173 馬場辰猪　：　明治３９年（１８９７年） 安永梧郎 みすず書房 200507 9784622061700 歴史・地理 伝記
1174 戦後史の中の英語と私 鳥飼玖美子 みすず書房 201304 9784622077565 歴史・地理 伝記
1175 星野英一先生の想い出 内田貴 有斐閣 201309 9784641125629 歴史・地理 伝記
1176 幕末維新の文人と志士たち 徳田武 ゆまに書房 200807 4843328308 歴史・地理 伝記
1177 植民地期台湾の銀行家・木村 匡 波形昭一 ゆまに書房 201701 9784843351116 歴史・地理 伝記
1178 柳田国男　：　その生涯と思想 川田稔 吉川弘文館 199708 9784642054195 歴史・地理 伝記
1179 ＜聖徳太子＞の誕生 大山誠一 吉川弘文館 199905 9784642054652 歴史・地理 伝記
1180 江戸時代の孝行者　：　「孝義録」の世界 菅野則子 吉川弘文館 199908 9784642754736 歴史・地理 伝記
1181 天皇陵の近代史 外池昇 吉川弘文館 200001 9784642754835 歴史・地理 伝記
1182 スカルノ　：　インドネシア「建国の父」と日本 後藤乾一　：　山〓功 吉川弘文館 200105 9784642755177 歴史・地理 伝記
1183 源　義経 元木泰雄 吉川弘文館 200702 9784642056236 歴史・地理 伝記
1184 北政所と淀殿 小和田哲男 吉川弘文館 200906 9784642056748 歴史・地理 伝記
1185 ある文人代官の幕末日記 保田晴男 吉川弘文館 200911 9784642056830 歴史・地理 伝記
1186 <近代沖縄>の知識人 屋嘉比収 吉川弘文館 201003 9784642056922 歴史・地理 伝記
1187 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 201603 4642082913 歴史・地理 伝記
1188 三浦一族の研究 高橋秀樹 吉川弘文館 201606 4642029311 歴史・地理 伝記
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1189 三条実美　：　孤独の宰相とその一族 刑部芳則 吉川弘文館 201606 4642082948 歴史・地理 伝記
1190 木曽義仲 下出積與 吉川弘文館 201611 4642067191 歴史・地理 伝記
1191 石田三成伝 中野　等 吉川弘文館 201701 4642029346 歴史・地理 伝記
1192 朝倉氏と戦国村一乗谷 松原信之 吉川弘文館 201702 4642067221 歴史・地理 伝記
1193 朝河貫一と日欧中世史研究 海老澤　衷　：　近藤成一　：　甚野尚志【編著】 吉川弘文館 201703 4642029354 歴史・地理 伝記
1194 日本古代の氏族と系譜伝承 鈴木正信 吉川弘文館 201705 4642046364 歴史・地理 伝記
1195 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 吉川弘文館 201706 4642038671 歴史・地理 伝記
1196 伊達政宗の研究〈新装版〉 小林清治 吉川弘文館 201706 4642029370 歴史・地理 伝記
1197 角倉素庵 林屋辰三郎 吉川弘文館 201707 4642067272 歴史・地理 伝記
1198 最後の女帝　孝謙天皇 瀧浪貞子 吉川弘文館 201710 9784642754446 歴史・地理 伝記
1199 宮武外骨　：　民権へのこだわり 吉野孝雄 吉川弘文館 201710 9784642754958 歴史・地理 伝記
1200 北条政子　：　尼将軍の時代 野村育世 吉川弘文館 201710 9784642754996 歴史・地理 伝記
1201 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 201806 9784642083331 歴史・地理 伝記
1202 陸奥伊達一族 高橋富雄 吉川弘文館 201807 9784642067645 歴史・地理 伝記
1203 日本人の名前の歴史 奥富敬之 吉川弘文館 201808 9784642067652 歴史・地理 伝記
1204 室町将軍の御台所　：　日野康子・重子・富子 田端泰子 吉川弘文館 201809 9784642058742 歴史・地理 伝記
1205 中世武士　畠山重忠　：　秩父平氏の嫡流 清水亮 吉川弘文館 201811 9784642058773 歴史・地理 伝記
1206 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 201811 9784642029513 歴史・地理 伝記
1207 陸軍参謀　川上操六　：　日清戦争の作戦指導者 大澤博明 吉川弘文館 201902 9784642058803 歴史・地理 伝記
1208 近代皇室の社会史 森暢平 吉川弘文館 202002 9784642038928 歴史・地理 伝記
1209 天皇家と源氏 奥富敬之 吉川弘文館 202003 9784642071147 歴史・地理 伝記
1210 新訳　ニイルのおバカさん A.S.ニイル【著】 黎明書房 202010 9784654023394 歴史・地理 伝記
1211 藤原頼長　：　「悪左府」の学問と言説 柳川響 早稲田大学出版部 201805 9784657188021 歴史・地理 伝記
1212 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【編】 朝倉書店 201505 9784254163544 歴史・地理 地理
1213 地理学概論　（第２版） 上野和彦　：　椿真智子　：　中村康子【編】 朝倉書店 201510 9784254168198 歴史・地理 地理
1214 サステイナビリティ　：　地球と人類の課題 矢ケ〓典隆　：　森島済　：　横山智【編】 朝倉書店 201803 9784254168839 歴史・地理 地理
1215 ヨーロッパ 加賀美雅弘【編】 朝倉書店 201904 9784254169317 歴史・地理 地理
1216 地誌学概論　第2版 矢ケ﨑典隆 朝倉書店 202002 9784254168204 歴史・地理 地理
1217 郊外からみた都市圏空間　：　郊外化・多核化のゆくえ 石川雄一 海青社 200810 9784860992477 歴史・地理 地理
1218 自然の社会地理 淺野敏久　：　中島弘二【編】 海青社 201303 9784860992750 歴史・地理 地理
1219 生き物文化の地理学 池谷和信【編】 海青社 201309 9784860992729 歴史・地理 地理
1220 資源と生業の地理学 横山智【編】 海青社 201311 9784860992743 歴史・地理 地理
1221 奄美大島の地域性　：　大学生が見た島／シマの素顔 須山聡【編著】 海青社 201403 9784860992996 歴史・地理 地理
1222 自然と人間の環境史 宮本真二　：　野中健一【編】 海青社 201403 9784860992712 歴史・地理 地理
1223 身体と生存の文化生態 池口明子　：　佐藤廉也【編】 海青社 201405 9784860992736 歴史・地理 地理
1224 ジオ・パルＮＥＯ　［第２版］　：　地理学・地域調査便利帖 編著：野間晴雄　：　香川貴志　：　土平　博 海青社 201704 9784860993153 歴史・地理 地理
1225 風土学はなぜ　何のために オギュスタン・ベルク【著】　：　木岡伸夫【訳】 関西大学出版部 201903 9784873546971 歴史・地理 地理
1226 イスタンブル　：　歴史と現代の光と影 長場紘 慶應義塾大学出版会 200509 9784766411959 歴史・地理 地理
1227 バスク物語 狩野美智子 彩流社 199207 9784882022299 歴史・地理 地理
1228 旅を生きる人びと　：　バックパッカーの人類学 大野哲也 世界思想社 201207 9784790715672 歴史・地理 地理
1229 地名の川西史 菅原巖 創元社 201806 9784422201603 歴史・地理 地理
1230 図典「大和名所図会」を読む 本渡章 創元社 202002 9784422250878 歴史・地理 地理
1231 図典「摂津名所図会」を読む 本渡章 創元社 202006 9784422250908 歴史・地理 地理
1232 新版　インドを知る事典 山下博司 東京堂出版 201608 9784490108798 歴史・地理 地理
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1233 日本全国 境界未定地の事典 浅井建爾 東京堂出版 201902 9784490109061 歴史・地理 地理
1234 畑の向こうのヴェネツィア 仙北谷茅戸 白水社 200606 4560027889 歴史・地理 地理
1235 東方見聞録　【完訳】　．　１ マルコ・ポーロ【著】　：　愛后松男【訳】 平凡社 200002 458276326X 歴史・地理 地理
1236 東方見聞録　【完訳】　．　２ マルコ・ポーロ【著】　：　愛后松男【訳】 平凡社 200002 4582763278 歴史・地理 地理
1237 廃墟巡礼　：　人間の芸術と未来を問う旅 宇佐美圭司 平凡社 200003 4582850375 歴史・地理 地理
1238 休日、里川歩きのすすめ 井手彰 平凡社 200107 4582850979 歴史・地理 地理
1239 にっぽんローカル鉄道の旅 野田隆 平凡社 200510 4582852920 歴史・地理 地理
1240 ４７都道府県地名うんちく大全 八幡和郎 平凡社 200611 4582853471 歴史・地理 地理
1241 カラー版　一度は乗りたい絶景路線 野田隆 平凡社 200909 4582854869 歴史・地理 地理
1242 現代語訳　榎本武揚　シベリア日記 榎本武揚　：　諏訪部揚子【編注】　：　中村喜和【編注】 平凡社 201003 4582766978 歴史・地理 地理
1243 世界の国名地名うんちく大全 八幡和郎 平凡社 201012 4582855628 歴史・地理 地理
1244 本好きのためのウォーキング入門　：　川端康成から藤沢周平まで 武村岳男 平凡社 201204 4582856373 歴史・地理 地理
1245 ペーターのドイツ鉄道旅行案内　：　ライン川と七つの街道を行く ペーター・エンダーライン 平凡社 201205 458285642X 歴史・地理 地理
1246 カラー版　東京の花と緑を楽しむ小さな旅 寺本敏子 平凡社 201208 4582856527 歴史・地理 地理
1247 イザベラ・バードのハワイ紀行 イザベラ・バード　：　近藤純夫【訳】 平凡社 201806 4582768687 歴史・地理 地理
1248 多摩学 帝京大学文学部社会学科『多摩学』執筆委員会【編】 学文社 201509 9784762025563 歴史・地理 地理
1249 現代中国を知るための52章　第6版 藤野彰【編著】 明石書店 201811 9784750347516 社会科学 社会
1250 現代ブータンを知るための60章　第2版 平山修一 明石書店 201901 9784750347738 社会科学 社会
1251 現代メキシコを知るための70章　第2版 国本伊代【編著】 明石書店 201901 9784750347745 社会科学 社会
1252 New アイルランドを知るための70章　第3版 海老島均 明石書店 201904 9784750348179 社会科学 社会
1253 ボスニア・ヘルツェゴヴィナを知るための60章 柴宜弘 明石書店 201906 9784750348476 社会科学 社会
1254 チリを知るための60章 細野昭雄 明石書店 201907 9784750348582 社会科学 社会
1255 「黄色いベスト」と底辺からの社会運動 尾上修悟 明石書店 201912 9784750349510 社会科学 社会
1256 現代ドイツを知るための67章　第3版 浜本隆志 明石書店 202002 9784750349664 社会科学 社会
1257 リビアを知るための60章　第2版 塩尻和子【編著】 明石書店 202003 9784750349732 社会科学 社会
1258 リトアニアを知るための60章 櫻井映子【編著】 明石書店 202003 9784750348315 社会科学 社会
1259 マルクス　古き神々と新しき謎 マイク・デイヴィス【著】 明石書店 202007 9784750350400 社会科学 社会
1260 ザンビアを知るための55章 島田周平 明石書店 202008 9784750350622 社会科学 社会
1261 New 現代カナダを知るための60章　第2版 飯野正子 明石書店 202103 9784750351674 社会科学 社会
1262 New 自分探しするアジアの国々 小川忠 明石書店 202103 9784750351742 社会科学 社会
1263 変成する思考 市野川容孝 岩波書店 200508 9784000270144 社会科学 社会
1264 社会 市野川容孝 岩波書店 200610 9784000270069 社会科学 社会
1265 アジア／日本 米谷匡史 岩波書店 200611 9784000270120 社会科学 社会
1266 壊れゆく世界と時代の課題 市野川容孝 岩波書店 200903 9784000228886 社会科学 社会
1267 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 大月書店 201707 427221117X 社会科学 社会
1268 「社会を変えよう」といわれたら 木下ちがや 大月書店 201904 9784272211210 社会科学 社会
1269 グローバルな公共倫理とソーシャル・イノベーション 大阪大学大学院国際公共政策研究科　：　稲盛財団寄附講座企画委員会【編】 金子書房 201803 9784760824175 社会科学 社会
1270 白井聡対話集　：　ポスト「戦後」の進路を問う 白井聡 かもがわ出版 201802 4780309492 社会科学 社会
1271 ２００歳のマルクスならどう新しく共産主義を論じるか 聽濤弘 かもがわ出版 201809 4780309832 社会科学 社会
1272 現代中東情報探索ガイド 長場紘 慶應義塾大学出版会 200605 9784766412574 社会科学 社会
1273 中国の公共性と国家権力　：　その歴史と現在 編著：小嶋華津子　：　島田美和 慶應義塾大学出版会 201704 9784766424065 社会科学 社会
1274 収縮経済下の公共政策 四方理人　：　宮〓雅人　：　田中聡一郎【編著】 慶應義塾大学出版会 201803 9784766425017 社会科学 社会
1275 大正デモクラットの精神史 武藤秀太郎 慶應義塾大学出版会 202002 9784766426465 社会科学 社会
1276 等身大の中国 天児慧 勁草書房 200301 9784326351305 社会科学 社会
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1277 社会科学系のための「優秀論文」作成術　：　プロの学術論文から卒論まで 川崎剛 勁草書房 201004 4326000341 社会科学 社会
1278 規範の造成学　：　「造られる」規範と「政策」のはざま 重森臣広【編】　：　田林葉【編】　：　宮脇昇【編】 勁草書房 201403 9784326302291 社会科学 社会
1279 文化を実験する　：　社会行動の文化・制度的基盤 山岸俊男【編著】　：　西條辰義【監修】 勁草書房 201410 9784326349173 社会科学 社会
1280 ２０２５年の日本　：　破綻か復活か 駒村康平【編著】 勁草書房 201609 4326550740 社会科学 社会
1281 「日本人」は変化しているのか　：　価値観・ソーシャルネットワーク・民主主義 池田謙一【編著】 勁草書房 201801 9784326251247 社会科学 社会
1282 マルチエージェントのためのデータ解析 和泉潔 コロナ社 201708 9784339028126 社会科学 社会
1283 ストリートの精霊たち 川瀬慈 世界思想社 201804 9784790717171 社会科学 社会
1284 ブータン　：　国民の幸せをめざす王国 熊谷誠慈　【編著】 創元社 201707 4422360027 社会科学 社会
1285 アメリカは正気を取り戻せるか アレン・フランセス【著】 創元社 202010 9784422360133 社会科学 社会
1286 Ｓｏｃｉａｌ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　Ｓｃａｌｉｎｇ　Ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ　ｉｎ　Ｅａｓｔ　Ａｓｉａ　：　Ｂｒｉｄｇｉｎｇ　ｔｈｅ　ｇａｐｓ　ｂ 青尾謙 大学教育出版 201905 9784866920252 社会科学 社会
1287 賢者たちのダイアローグ　：　「トポス会議」の実践知 野中郁次郎　：　紺野登【編著】 千倉書房 201905 9784805111727 社会科学 社会
1288 概説日本の公共政策 新藤宗幸 東京大学出版会 200402 4130322060 社会科学 社会
1289 格差と分断のアメリカ 西山隆行 東京堂出版 202002 9784490210262 社会科学 社会
1290 新版　北朝鮮入門 礒崎敦仁 東洋経済新報社 201701 9784492212295 社会科学 社会
1291 ガラパゴス・クール　：　日本再発見のための１１のプログラム 船橋洋一【編著】 東洋経済新報社 201702 4492223762 社会科学 社会
1292 いまこそ税と社会保障の話をしよう！ 井手英策 東洋経済新報社 201912 9784492701515 社会科学 社会
1293 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 202001 9784492961742 社会科学 社会
1294 韓国の社会はいかに形成されたか　：　韓国社会経済論断章 水野邦彦 日本経済評論社 201904 9784818825253 社会科学 社会
1295 戦後日本の地域形成と社会運動　：　生活・医療・政治 鬼嶋淳 日本経済評論社 201907 9784818825017 社会科学 社会
1296 平田清明著作解題と目録 平田清明記念出版委員会【編】 日本経済評論社 201910 9784818825383 社会科学 社会
1297 公共政策入門 伊藤隆敏 日本評論社 201707 9784535558755 社会科学 社会
1298 「戦後」の思想　：　カントからハーバーマスへ 細見和之 白水社 200911 4560080321 社会科学 社会
1299 幸福立国ブータン　：　小さな国際国家の大きな挑戦 大橋照枝 白水社 201007 4560080879 社会科学 社会
1300 モディが変えるインド　：　台頭するアジア巨大国家の「静かな革命」 笠井亮平 白水社 201706 456009554X 社会科学 社会
1301 沸騰インド：超大国をめざす巨象と日本 貫洞欣寛【著】 白水社 201805 4560096244 社会科学 社会
1302 新インド入門　：　生活と統計からのアプローチ 田中洋二郎 白水社 201907 9784560097076 社会科学 社会
1303 いまこそ経済成長を取り戻せ ダンビサ・モヨ【著】 白水社 201908 9784560097182 社会科学 社会
1304 〈賄賂〉のある暮らし 岡奈津子 白水社 201910 9784560097281 社会科学 社会
1305 〈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【編】 文眞堂 201704 9784830949456 社会科学 社会
1306 〈際〉からの探究：国際研究の多様性 広島市立大学国際学部〈際〉研究フォーラム【編】 文眞堂 201803 9784830949852 社会科学 社会
1307 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 201810 9784830950049 社会科学 社会
1308 グラムシ・セレクション アントニオ・グラムシ【著】　：　片桐薫【編訳】 平凡社 200104 4582763928 社会科学 社会
1309 知っていそうで知らないフランス　：　愛すべきトンデモ民主主義国 安達功 平凡社 200111 4582851142 社会科学 社会
1310 これでもイギリスが好きですか？ 林信吾 平凡社 200302 458285172X 社会科学 社会
1311 中東がわかる８つのキーワード 宮田律 平凡社 200507 4582852823 社会科学 社会
1312 ニッポン不公正社会 斎藤貴男　：　林信吾 平凡社 200603 4582853129 社会科学 社会
1313 マルクスと批判者群像 良知力 平凡社 200902 4582766625 社会科学 社会
1314 エジプト革命　：　アラブ世界変動の行方 長沢栄治 平凡社 201201 4582856225 社会科学 社会
1315 保守の遺言　：　ＪＡＰ．ＣＯＭ衰滅の状況 西部邁 平凡社 201802 4582858724 社会科学 社会
1316 テレビに映らない北朝鮮 鴨下ひろみ 平凡社 201803 4582858708 社会科学 社会
1317 柳田國男民主主義論集 柳田國男【著】 平凡社 202002 9784582768855 社会科学 社会
1318 ２１世紀、大転換期の国際社会　：　いま何が起こっているのか？ 羽場久美子【編】 法律文化社 201901 9784589039835 社会科学 社会
1319 社会はこうやって変える！ マシュー・ボルトン【著】 法律文化社 202009 9784589041043 社会科学 社会
1320 ヨーロッパ学への招待　第２版 加賀美雅弘 学文社 201404 9784762024108 社会科学 社会
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1321 日本無産政党論　附　学生と思想犯　：　昭和４年（１９２９年） 吉野作造 みすず書房 200507 9784622061748 社会科学 社会
1322 アメリカを探る　：　自然と作為 斎藤眞【著】　：　古矢旬　：　久保文明【監修】 みすず書房 201710 9784622086444 社会科学 社会
1323 イングリッシュネス　：　英国人のふるまいのルール ケイト・フォックス【著】　：　北條文緒　：　香川由紀子【訳】 みすず書房 201711 9784622086604 社会科学 社会
1324 シンガポールの奇跡　：　発展の秘訣と新たな課題 坂口可奈 早稲田大学出版部 201703 9784657178015 社会科学 社会
1325 近現代日本の「反知性主義」 芝正身 明石書店 201907 9784750348742 社会科学 政治･行政
1326 在日コリアン弁護士から見た日本社会のヘイトスピーチ 金竜介 明石書店 201910 9784750349060 社会科学 政治･行政
1327 ソーシャルメディア時代の東南アジア政治 見市建 明石書店 202003 9784750349961 社会科学 政治･行政
1328 右翼ポピュリズムに抗する市民性教育 名嶋義直 明石書店 202005 9784750350073 社会科学 政治･行政
1329 つくられる「嫌韓」世論 村山俊夫 明石書店 202006 9784750350394 社会科学 政治･行政
1330 帝国の島 松島泰勝 明石書店 202007 9784750350424 社会科学 政治･行政
1331 談論風発　琉球独立を考える 前川喜平 明石書店 202008 9784750350592 社会科学 政治･行政
1332 New 第二次大戦下リトアニアの難民と杉原千畝 シモナス・ストレルツォーバス【著】 明石書店 202012 9784750351186 社会科学 政治･行政
1333 New 国際水準の人権保障システムを日本に 日本弁護士連合会第62回人権擁護大会シンポジウム第2分科会実行委員会【編】 明石書店 202012 9784750351384 社会科学 政治･行政
1334 New 世界を動かす変革の力 アリシア・ガーザ【著】 明石書店 202101 9784750351155 社会科学 政治･行政
1335 New インターネットとヘイトスピーチ 中川慎二 明石書店 202103 9784750351841 社会科学 政治･行政
1336 New ホワイト・フラジリティ ロビン・ディアンジェロ【著】 明石書店 202106 9784750352060 社会科学 政治･行政
1337 正義 大川正彦 岩波書店 199910 9784000264235 社会科学 政治･行政
1338 原理主義 臼杵陽 岩波書店 199911 9784000264242 社会科学 政治･行政
1339 デモクラシー 千葉眞 岩波書店 200003 9784000264280 社会科学 政治･行政
1340 公共性 齋藤純一 岩波書店 200005 9784000264297 社会科学 政治･行政
1341 権力 杉田敦 岩波書店 200006 9784000264303 社会科学 政治･行政
1342 ナショナリズム 姜尚中 岩波書店 200110 9784000264365 社会科学 政治･行政
1343 思考をひらく 姜尚中 岩波書店 200202 9784000264372 社会科学 政治･行政
1344 リージョナリズム 丸川哲史 岩波書店 200310 9784000270021 社会科学 政治･行政
1345 自由 齋藤純一 岩波書店 200512 9784000270113 社会科学 政治･行政
1346 レイシズム 小森陽一 岩波書店 200609 9784000270137 社会科学 政治･行政
1347 政治学 苅部直 岩波書店 201204 9784000283281 社会科学 政治･行政
1348 理性の両義性 小野紀明　：　川崎修【編集代表】　：　川出良枝 岩波書店 201401 9784000113557 社会科学 政治･行政
1349 国家と社会 小野紀明　：　川崎修【編集代表】　：　川出良枝 岩波書店 201402 9784000113540 社会科学 政治･行政
1350 主権と自由 小野紀明　：　川崎修【編集代表】　：　川出良枝 岩波書店 201403 9784000113519 社会科学 政治･行政
1351 啓蒙・改革・革命 小野紀明　：　川崎修【編集代表】　：　川出良枝 岩波書店 201404 9784000113526 社会科学 政治･行政
1352 近代の変容 小野紀明　：　川崎修【編集代表】　：　川出良枝 岩波書店 201405 9784000113533 社会科学 政治･行政
1353 政治哲学と現代 小野紀明　：　川崎修【編集代表】　：　川出良枝 岩波書店 201406 9784000113564 社会科学 政治･行政
1354 比較議院内閣制論 佐々木毅【編】 岩波書店 201909 9784000245388 社会科学 政治･行政
1355 現代政治のリーダーシップ 高橋直樹 岩波書店 201910 9784000010870 社会科学 政治･行政
1356 日常生活と政治 田村哲樹【編】 岩波書店 201912 9784000613811 社会科学 政治･行政
1357 模索するロシア帝国 竹中浩 大阪大学出版会 201909 9784872596878 社会科学 政治･行政
1358 暴力の政治民族誌 池田光穂 大阪大学出版会 202008 9784872596977 社会科学 政治･行政
1359 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 201601 427233087X 社会科学 政治･行政
1360 つながり、変える　私たちの立憲政治 中野晃一 大月書店 201610 4272211161 社会科学 政治･行政
1361 〈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 大月書店 201708 4272431013 社会科学 政治･行政
1362 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 大月書店 201710 4272530445 社会科学 政治･行政
1363 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 201711 4272211188 社会科学 政治･行政
1364 「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 大月書店 201810 9784272240142 社会科学 政治･行政
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1365 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【編訳】 大月書店 201905 9784272521135 社会科学 政治･行政
1366 だれが日韓「対立」をつくったのか 岡本有佳 大月書店 201912 9784272211227 社会科学 政治･行政
1367 英国の持続可能な地域づくり　：　パートナーシップとローカリゼーション 中島恵理　【著】　：　サスティナブル・コミュニティ研究所【企画】 学芸出版社 200507 9784761523664 社会科学 政治･行政
1368 激変の北東アジア　日本の新国家戦略 塩谷〓英　：　美根慶樹　：　河東哲夫 かもがわ出版 201901 9784780310016 社会科学 政治･行政
1369 若者は社会を変えられるか？ 中西新太郎 かもがわ出版 201908 9784780310405 社会科学 政治･行政
1370 日韓が和解する日 松竹伸幸 かもがわ出版 201911 9784780310597 社会科学 政治･行政
1371 平和のための安全保障論 渡邊隆 かもがわ出版 201912 9784780310634 社会科学 政治･行政
1372 13歳からの天皇制 堀新 かもがわ出版 202002 9784780310764 社会科学 政治･行政
1373 不快な表現をやめさせたい!? 紙屋高雪 かもがわ出版 202004 9784780310849 社会科学 政治･行政
1374 ポピュリズムの現代　：　比較政治学的考察 土倉莞爾 関西大学出版部 201903 9784873546957 社会科学 政治･行政
1375 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 瀬戸洋一 近代科学社 201404 4764904586 社会科学 政治･行政
1376 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 201804 4764905647 社会科学 政治･行政
1377 中国国民党左派の研究 山田辰雄 慶應義塾大学出版会 198006 9784766400564 社会科学 政治･行政
1378 政治学と国家 根岸毅 慶應義塾大学出版会 199003 9784766404463 社会科学 政治･行政
1379 禁衛府の研究　：　幻の皇宮衛士総隊 藤井徳行 慶應義塾大学出版会 199811 9784766407273 社会科学 政治･行政
1380 近代日本人のアメリカ観　：　日露戦争以後を中心に 澤田次郎 慶應義塾大学出版会 199911 9784766407662 社会科学 政治･行政
1381 蒋介石と南京国民政府　：　中国国民党の権力浸透に関する分析 家近亮子 慶應義塾大学出版会 200203 9784766408966 社会科学 政治･行政
1382 原理主義と民主主義 根岸毅 慶應義塾大学出版会 200305 9784766409918 社会科学 政治･行政
1383 リベラリズムの再生　：　可謬主義による政治理論 施光恒 慶應義塾大学出版会 200308 9784766410020 社会科学 政治･行政
1384 太平洋問題調査会の研究　：　戦間期日本ＩＰＲの活動を中心として 片桐庸夫 慶應義塾大学出版会 200310 9784766410334 社会科学 政治･行政
1385 現代中国の政治と官僚制 国分良成 慶應義塾大学出版会 200401 9784766410549 社会科学 政治･行政
1386 昭和戦前期立憲政友会の研究　：　党内派閥の分析を中心に 奥健太郎 慶應義塾大学出版会 200407 9784766410921 社会科学 政治･行政
1387 アメリカ革命とジョン・ロック 大森雄太郎 慶應義塾大学出版会 200504 9784766411607 社会科学 政治･行政
1388 旧ソ連地域と紛争　：　石油・民族・テロをめぐる地政学 廣瀬陽子（政治学） 慶應義塾大学出版会 200509 9784766411928 社会科学 政治･行政
1389 台湾における一党独裁体制の成立 松田康博 慶應義塾大学出版会 200612 9784766413267 社会科学 政治･行政
1390 情報による安全保障　：　ネットワーク時代のインテリジェンス・コミュニティ 土屋大洋 慶應義塾大学出版会 200709 9784766414172 社会科学 政治･行政
1391 インターネットが変える選挙　：　米韓比較と日本の展望 清原聖子　：　前嶋和弘【編著】 慶應義塾大学出版会 201101 9784766417999 社会科学 政治･行政
1392 語られなかった戦後日本外交 池井優 慶應義塾大学出版会 201211 9784766419948 社会科学 政治･行政
1393 中国外交と台湾　：　「一つの中国」原則の起源 福田円 慶應義塾大学出版会 201302 9784766420104 社会科学 政治･行政
1394 世界史の中の近代日韓関係 長田彰文 慶應義塾大学出版会 201307 9784766420586 社会科学 政治･行政
1395 ネット選挙が変える政治と社会　：　日米韓に見る新たな「公共圏」の姿 清原聖子【編著】　：　前嶋和弘【編著】 慶應義塾大学出版会 201309 9784766420678 社会科学 政治･行政
1396 池田政権と高度成長期の日本外交 鈴木宏尚 慶應義塾大学出版会 201310 9784766420692 社会科学 政治･行政
1397 冷戦期日韓安全保障関係の形成 崔慶原 慶應義塾大学出版会 201405 9784766421392 社会科学 政治･行政
1398 アートは地域を変えたか　：　越後妻有大地の芸術祭の十三年　２０００－２０１２ 澤村明【編】 慶應義塾大学出版会 201406 9784766421491 社会科学 政治･行政
1399 元老院の研究 久保田哲 慶應義塾大学出版会 201410 9784766421866 社会科学 政治･行政
1400 秩序変動と日本外交　：　拡大と収縮の七〇年 添谷芳秀 慶應義塾大学出版会 201603 9784766423150 社会科学 政治･行政
1401 カール・クラウスと危機のオーストリア　：　世紀末・世界大戦・ファシズム 高橋義彦 慶應義塾大学出版会 201604 4766423313 社会科学 政治･行政
1402 アジア主義と近代日中の思想的交錯 嵯峨隆 慶應義塾大学出版会 201606 4766423488 社会科学 政治･行政
1403 擬制の論理　自由の不安　：　近代日本政治思想論 松田宏一郎 慶應義塾大学出版会 201606 4766423534 社会科学 政治･行政
1404 迷走するイギリス　：　ＥＵ離脱と欧州の危機 細谷雄一 慶應義塾大学出版会 201610 4766423739 社会科学 政治･行政
1405 中国外交とプラグマティズム　：　一九五〇年代における中国の対英政策 廉舒 慶應義塾大学出版会 201610 4766423763 社会科学 政治･行政
1406 世界と僕のあいだに タナハシ・コーツ【著】　：　池田年穂【訳】 慶應義塾大学出版会 201702 9784766423914 社会科学 政治･行政
1407 中国対外行動の源泉 加茂具樹 慶應義塾大学出版会 201704 9784766424089 社会科学 政治･行政
1408 暴政　：　２０世紀の歴史に学ぶ２０のレッスン ティモシー・スナイダー【著】　：　池田年穂【訳】 慶應義塾大学出版会 201707 4766424387 社会科学 政治･行政
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1409 アーレントと二〇世紀の経験 川崎修　：　萩原能久　：　出岡直也 慶應義塾大学出版会 201709 4766424409 社会科学 政治･行政
1410 ロシアの対日政策　：　帝政ロシアからソ連崩壊まで　．　上 斎藤元秀 慶應義塾大学出版会 201801 4766424247 社会科学 政治･行政
1411 ロシアの対日政策　：　新生ロシアからプーチンまで　．　下 斎藤元秀 慶應義塾大学出版会 201801 4766424255 社会科学 政治･行政
1412 現代中国の政治制度　：　時間の政治と共産党支配 加茂具樹　：　林載桓【編著】 慶應義塾大学出版会 201803 9784766425055 社会科学 政治･行政
1413 選挙干渉と立憲政治 末木孝典 慶應義塾大学出版会 201807 9784766425307 社会科学 政治･行政
1414 戦後国際関係史　：　二極化世界から混迷の時代へ モーリス・ヴァイス【著】　：　細谷雄一　：　宮下雄一郎【監訳】 慶應義塾大学出版会 201808 9784766425345 社会科学 政治･行政
1415 自由なき世界 ティモシー・スナイダー【著】 慶應義塾大学出版会 202003 9784766426656 社会科学 政治･行政
1416 自由なき世界 ティモシー・スナイダー【著】 慶應義塾大学出版会 202003 9784766426663 社会科学 政治･行政
1417 ＡＳＥＡＮレジーム　：　ＡＳＥＡＮにおける会議外交の発展と課題 佐藤考一 勁草書房 200302 4326301473 社会科学 政治･行政
1418 地方政府の構想 山崎正 勁草書房 200607 4326301651 社会科学 政治･行政
1419 入門・国際政治経済の分析　：　ゲーム理論で解くグローバル世界 石黒馨 勁草書房 200704 4326301678 社会科学 政治･行政
1420 サッチャリズムの世紀　新版　：　作用の政治学へ 豊永郁子 勁草書房 201003 9784326301850 社会科学 政治･行政
1421 核拡散の論理　：　主権と国益をめぐる国家の攻防 岩田修一郎 勁草書房 201004 4326351489 社会科学 政治･行政
1422 インド民主主義の発展と現実 広瀬崇子　：　北川将之　：　三輪博樹【編著】 勁草書房 201102 9784326301959 社会科学 政治･行政
1423 日本の対中ＯＤＡ外交　：　利益・パワー・価値のダイナミズム 徐顕芬 勁草書房 201111 9784326348916 社会科学 政治･行政
1424 「大国中国」の崩壊　：　マーシャル・ミッションからアジア冷戦へ 松村史紀 勁草書房 201112 9784326348923 社会科学 政治･行政
1425 「国家主権」という思想　：　国際立憲主義への軌跡 篠田英朗 勁草書房 201205 9784326351602 社会科学 政治･行政
1426 中国の土地政治　：　中央の政策と地方政府 任哲 勁草書房 201206 9784326348930 社会科学 政治･行政
1427 「二つの中国」と日本方式　：　外交ジレンマ解決の起源と応用 平川幸子 勁草書房 201208 9784326348947 社会科学 政治･行政
1428 「中国脅威論」とＡＳＥＡＮ諸国　：　安全保障・経済をめぐる会議外交の展開 佐藤考一 勁草書房 201212 9784326302130 社会科学 政治･行政
1429 リベラル・ナショナリズムと多文化主義　：　イギリスの社会統合とムスリム 安達智史 勁草書房 201312 4326602597 社会科学 政治･行政
1430 グローバルな正義 宇佐美誠【編著】 勁草書房 201410 9784326102389 社会科学 政治･行政
1431 国際関係理論　第２版 吉川直人 勁草書房 201511 9784326302444 社会科学 政治･行政
1432 共存の模索　：　アメリカと「二つの中国」の冷戦史 佐橋亮 勁草書房 201512 4326302461 社会科学 政治･行政
1433 プライバシー保護入門　：　法制度と数理的基礎 中川裕志 勁草書房 201602 4326403152 社会科学 政治･行政
1434 フランス再興と国際秩序の構想　：　第二次世界大戦期の政治と外交 宮下雄一郎 勁草書房 201604 4326302488 社会科学 政治･行政
1435 「平成の大合併」の政治経済学 中澤克佳　：　宮下量久 勁草書房 201606 432630250X 社会科学 政治･行政
1436 イギリスとアメリカ　：　世界秩序を築いた四百年 君塚直隆　：　細谷雄一　【編著】　：　永野隆行　　他 勁草書房 201607 4326351683 社会科学 政治･行政
1437 ロールズと自由な社会のジェンダー　：　共生への対話 金野美奈子 勁草書房 201608 4326654023 社会科学 政治･行政
1438 社会民主主義は生き残れるか　：　政党組織の条件 近藤康史 勁草書房 201609 4326302518 社会科学 政治･行政
1439 最新判例にみるインターネット上のプライバシー・個人情報保護の理論と実務 松尾剛行 勁草書房 201707 9784326403387 社会科学 政治･行政
1440 カントの政治哲学　：　自律・言論・移行 金慧 勁草書房 201708 9784326102648 社会科学 政治･行政
1441 官僚制改革の条件　：　新制度論による日英比較 笠京子 勁草書房 201709 9784326302598 社会科学 政治･行政
1442 権威主義体制と政治制度　：　「民主化」の時代におけるエジプトの一党優位の実証分析 今井真士 勁草書房 201710 9784326302604 社会科学 政治･行政
1443 帝国の遺産と現代国際関係 納家政嗣　：　永野隆行【編】 勁草書房 201711 9784326302635 社会科学 政治･行政
1444 日本政治とカウンター・デモクラシー 岩井奉信　：　岩崎正洋【編著】 勁草書房 201711 9784326302611 社会科学 政治･行政
1445 イスラームは特殊か　：　西アジアの宗教と政治の系譜 柴田大輔　：　中町信孝【編著】 勁草書房 201802 9784326200580 社会科学 政治･行政
1446 ＥＵの揺らぎ 井上典之　：　吉井昌彦【編著】 勁草書房 201802 9784326302659 社会科学 政治･行政
1447 ＥＵ一般データ保護規則 宮下紘 勁草書房 201805 9784326403554 社会科学 政治･行政
1448 アメリカプライバシー法　：　連邦取引委員会の法と政策 クリス・フーフナグル【著】　：　宮下紘　：　板倉陽一郎 勁草書房 201808 9784326403561 社会科学 政治･行政
1449 核のリスクと地域紛争　：　インド・パキスタン紛争の危機と安定 栗田真広 勁草書房 201809 9784326302703 社会科学 政治･行政
1450 保護する責任 政所大輔 勁草書房 202001 9784326302840 社会科学 政治･行政
1451 アメリカ・センサスと「人種」をめぐる境界 菅（七戸）美弥 勁草書房 202001 9784326200597 社会科学 政治･行政
1452 国際関係理論と日本外交史 大矢根聡【編】 勁草書房 202002 9784326302857 社会科学 政治･行政
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1453 習近平の政治思想形成 柴田哲雄 彩流社 201603 9784779170522 社会科学 政治･行政
1454 グローバル・コモンズのための国際関係論 森彰夫 彩流社 202004 9784779126840 社会科学 政治･行政
1455 福祉国家と新自由主義　：　イギリス現代国家の構造とその再編 二宮元 旬報社 201405 9784845113538 社会科学 政治･行政
1456 学校が消える！　：　公共施設の縮小に立ち向かう 安達智則　：　山本由美　【編】 旬報社 201801 9784845115303 社会科学 政治･行政
1457 日本社会党・総評の軌跡と内実　：　２０人のオーラル・ヒストリー 五十嵐仁　：　木下真志　：　法政大学大原社会問題研究所【編】 旬報社 201904 9784845115884 社会科学 政治･行政
1458 五五年体制と政権交代　：　政治学の深化に向けた一考察 木下真志 旬報社 201907 9784845116065 社会科学 政治･行政
1459 政治広告の研究　：　アピール戦略と受容過程 李津娥 新曜社 201103 4788512238 社会科学 政治･行政
1460 現代日本人の中国像　：　日中国交正常化から天安門事件・天皇訪中まで 馬場公彦 新曜社 201405 4788513862 社会科学 政治･行政
1461 欧州各国に於ける国家革新運動　：　「リプリント版」内閣情報部・情報宣伝研究資料第十輯 佐藤卓己【解題】 創元社 201704 4422933744 社会科学 政治･行政
1462 大衆の強奪 セルゲイ・チャコティン【著】 創元社 201911 9784422202938 社会科学 政治･行政
1463 過疎地域再生の戦略　改訂版　：　地方創生から地域再生へ 中藤　康俊 大学教育出版 201803 4864295131 社会科学 政治･行政
1464 Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｅｄｉｔｉｏｎ—Ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　ａｎｄ　Ｊａｐ 竹内　俊隆 大学教育出版 201805 4864295182 社会科学 政治･行政
1465 日本とフィンラント〓の出会いとつなか〓り ユハ・サウナワーラ　：　鈴木大路郎【編】 大学教育出版 201906 9784866920351 社会科学 政治･行政
1466 東アジアの核拡散と欧州の核不拡散のトレード・オフ 芝井清久 大学教育出版 201911 9784866920542 社会科学 政治･行政
1467 アンドリュー・ジャクソン伝記事典　マーティン・ヴァン・ビューレン伝記事典 西川秀和【編著】 大学教育出版 202004 9784866920788 社会科学 政治･行政
1468 日米同盟というリアリズム 信田智人 千倉書房 200709 9784805108840 社会科学 政治･行政
1469 政治的リーダーと文化 筒井清忠【編著】 千倉書房 201106 4805109696 社会科学 政治･行政
1470 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 201212 9784805110072 社会科学 政治･行政
1471 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 201508 9784805110669 社会科学 政治･行政
1472 近代ユーラシア外交史論集　：　日露独中の接近と抗争 三宅正樹 千倉書房 201510 9784805110638 社会科学 政治･行政
1473 分極化するアメリカとその起源　：　共和党中道路線の盛衰 西川賢 千倉書房 201511 9784805110737 社会科学 政治･行政
1474 地方自治体の業績監査 石川恵子 中央経済社 201103 4502435201 社会科学 政治･行政
1475 まちづくりの福祉社会学 杉岡直人 中央法規出版 202003 9784805881071 社会科学 政治･行政
1476 戦後オランダの政治構造　：　ネオ・コーポラティズムと所得政策 水島治郎 東京大学出版会 200102 4130362046 社会科学 政治･行政
1477 講義現代日本の行政 新藤宗幸 東京大学出版会 200103 4130322044 社会科学 政治･行政
1478 カナダ連邦政治　：　多様性と統一への模索 加藤普章 東京大学出版会 200201 4130362070 社会科学 政治･行政
1479 戦後フランス政治の実験　：　第四共和制と「組織政党」１９４４－１９５２年 中山洋平 東京大学出版会 200203 4130362089 社会科学 政治･行政
1480 中国の対外戦略 岡部達味 東京大学出版会 200211 4130301276 社会科学 政治･行政
1481 マックス・ヴェーバーとポーランド問題　：　ヴィルヘルム期ドイツ・ナショナリズム研究序説 今野元 東京大学出版会 200311 4130362208 社会科学 政治･行政
1482 現代日本の選挙政治　：　選挙制度改革を検証する 谷口将紀 東京大学出版会 200312 4130362186 社会科学 政治･行政
1483 戦後政党の発想と文脈 松下圭一 東京大学出版会 200402 4130301314 社会科学 政治･行政
1484 近代東アジア国際関係史 衛藤瀋吉 東京大学出版会 200408 4130322079 社会科学 政治･行政
1485 中国のアジア外交 青山瑠妙 東京大学出版会 201311 4130301594 社会科学 政治･行政
1486 合意形成モデルとしてのＡＳＥＡＮ　：　国際政治における議長国制度 鈴木早苗 東京大学出版会 201402 4130362534 社会科学 政治･行政
1487 未来をはじめる 宇野重規 東京大学出版会 201809 9784130331081 社会科学 政治･行政
1488 プーチンの国家戦略 小泉悠 東京堂出版 201610 9784490209501 社会科学 政治･行政
1489 「帝国」ロシアの地政学 小泉悠 東京堂出版 201906 9784490210132 社会科学 政治･行政
1490 トランプ後の世界秩序　：　激変する軍事・外交・経済 川上高司　：　石澤靖治 東洋経済新報社 201705 4492212329 社会科学 政治･行政
1491 街場の天皇論 内田樹 東洋経済新報社 201710 4492223789 社会科学 政治･行政
1492 図解　ＡＳＥＡＮを読み解く　第２版　：　ＡＳＥＡＮを理解するのに役立つ７０のテーマ みずほ総合研究所 東洋経済新報社 201802 4492093281 社会科学 政治･行政
1493 戦火の欧州・中東関係史　：　収奪と報復の２００年 福富満久 東洋経済新報社 201805 4492444467 社会科学 政治･行政
1494 指定管理者制度　問題解決ハンドブック 宮脇淳【編著】 東洋経済新報社 201910 9784492212394 社会科学 政治･行政
1495 新しい地政学 北岡伸一 東洋経済新報社 202003 9784492444566 社会科学 政治･行政
1496 AI×地方創生 広井良典 東洋経済新報社 202003 9784492396513 社会科学 政治･行政
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1497 自由主義の危機 船橋洋一 東洋経済新報社 202008 9784492444580 社会科学 政治･行政
1498 １９３０年代の「日本型民主主義」　：　高橋財政下の福島県農村 栗原るみ 日本経済評論社 200102 9784818813342 社会科学 政治･行政
1499 地方版エリアマネジメント 上野美咲 日本経済評論社 201807 4818825042 社会科学 政治･行政
1500 近代朝鮮の境界を越えた人びと 木村健二　：　李盛煥　：　宮本正明【編著】 日本経済評論社 201902 9784818825192 社会科学 政治･行政
1501 昭和戦前期の選挙システム　：　千葉県第一区と川島正次郎 車田忠継【編著】 日本経済評論社 201909 9784818825369 社会科学 政治･行政
1502 禁忌の兵器 榎本珠良【編著】 日本経済評論社 202002 9784818825505 社会科学 政治･行政
1503 政党システム 岩崎正洋 日本経済評論社 202002 9784818825550 社会科学 政治･行政
1504 公共施設とライフサイクルコスト 中島洋行 日本経済評論社 202003 9784818825468 社会科学 政治･行政
1505 国連平和構築 長谷川祐弘 日本評論社 201803 9784535587168 社会科学 政治･行政
1506 表現の自由とメディアの現在史 田島泰彦 日本評論社 201906 9784535524354 社会科学 政治･行政
1507 ヘイトスピーチとは何か 法学セミナー編集部【編】 日本評論社 201909 9784535403529 社会科学 政治･行政
1508 ヘイトスピーチに立ち向かう 法学セミナー編集部【編】 日本評論社 201910 9784535403536 社会科学 政治･行政
1509 海賊党の思想　：　フリーダウンロードと液体民主主義 浜本隆志 白水社 201306 4560082901 社会科学 政治･行政
1510 自民党と公務員制度改革 塙和也 白水社 201307 4560083150 社会科学 政治･行政
1511 家族をテロリストにしないために　：　イスラム系セクト感化防止センターの証言 ドゥニア・ブザール　：　児玉しおり【訳】 白水社 201709 4560095779 社会科学 政治･行政
1512 ジハード大陸：「テロ最前線」のアフリカを行く 服部正法【著】 白水社 201802 4560095973 社会科学 政治･行政
1513 丸山眞男と戦後日本の国体 池田信夫 白水社 201807 4560096554 社会科学 政治･行政
1514 新全体主義の思想史　：　コロンビア大学現代中国講義 張博樹【著】　：　石井知章　：　及川淳子 白水社 201905 9784560096994 社会科学 政治･行政
1515 New 〈米中新冷戦〉と中国外交 松本はる香【編著】 白水社 202009 9784560097892 社会科学 政治･行政
1516 ビッグデータから見える韓国　：　政治と既存メディア・ＳＮＳのダイナミズムが織りなす社会 チョ・ファスン　：　ハン・キュソプ　：　キム・ジョンヨン 白桃書房 201710 9784561951384 社会科学 政治･行政
1517 国際関係の論点　：　グローバル・ガバナンスの視点から 馬田啓一　：　小野田欣也　：　西孝【編著】 文眞堂 201502 9784830948572 社会科学 政治･行政
1518 アジア共同体構想と地域協力の展開 朱永浩【編著】 文眞堂 201803 9784830949920 社会科学 政治･行政
1519 知事　：　地方から日本が変わる 橋本大二郎 平凡社 200105 4582850871 社会科学 政治･行政
1520 はじめての政治学　：　子どもと語る政治とのつきあい方 牧野雅彦 平凡社 200305 4582851835 社会科学 政治･行政
1521 丸山眞男セレクション 丸山眞男　：　杉田敦【編】 平凡社 201004 4582767001 社会科学 政治･行政
1522 サンデルの政治哲学　：　〈正義〉とは何か 小林正弥 平凡社 201012 4582855539 社会科学 政治･行政
1523 アーカイブズが社会を変える　：　公文書管理法と情報革命 松岡資明 平凡社 201104 4582855806 社会科学 政治･行政
1524 まるわかり政治語事典　：　目からうろこの精選６００語 塩田潮 平凡社 201106 4582855903 社会科学 政治･行政
1525 「政治主導」の落とし穴　：　立法しない議員、伝えないメディア 清水克彦 平凡社 201109 4582856039 社会科学 政治･行政
1526 中東和平構想の現実　：　パレスチナに「二国家共存」は可能か 森戸幸次 平凡社 201112 4582856179 社会科学 政治･行政
1527 革命論　：　マルチチュードの政治哲学序説 市田良彦 平凡社 201202 4582856276 社会科学 政治･行政
1528 政治と思想１９６０－２０１１ 柄谷行人 平凡社 201203 4582767583 社会科学 政治･行政
1529 集団的自衛権の深層 松竹伸幸 平凡社 201309 4582856969 社会科学 政治･行政
1530 安倍晋三「迷言」録　：　政権・メディア・世論の攻防 徳山喜雄 平凡社 201601 4582858023 社会科学 政治･行政
1531 公文書問題と日本の病理 松岡資明 平凡社 201810 9784582858952 社会科学 政治･行政
1532 自民党という病 佐高信 平凡社 201811 9784582858976 社会科学 政治･行政
1533 内閣総理大臣の沖縄問題 塩田潮 平凡社 201901 9784582858983 社会科学 政治･行政
1534 韓国 内なる分断 池畑修平 平凡社 201907 9784582859171 社会科学 政治･行政
1535 黒い同盟 米国、サウジアラビア、イスラエル 宮田律 平凡社 201909 9784582859218 社会科学 政治･行政
1536 池田大作と宮本顕治 佐高信 平凡社 202008 9784582859515 社会科学 政治･行政
1537 平和をめぐる１４の論点　：　平和研究が問い続けること 日本平和学会【編】 法律文化社 201809 9784589039545 社会科学 政治･行政
1538 「政治改革」の研究　：　選挙制度改革による呪縛 吉田健一 法律文化社 201811 9784589039552 社会科学 政治･行政
1539 安全保障の位相角 川名晋史　：　佐藤史郎【編】 法律文化社 201812 9784589039781 社会科学 政治･行政
1540 政治哲学概説 寺島俊穂 法律文化社 201901 9784589039811 社会科学 政治･行政
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1541 つながる政治学　：　１２の問いから考える 平井一臣　：　土肥勲嗣【編】 法律文化社 201903 9784589039866 社会科学 政治･行政
1542 資料で読み解く国際関係 佐道明広　：　古川浩司　：　小坂田裕子 法律文化社 201903 9784589039972 社会科学 政治･行政
1543 地方自治の法と政策 中川義朗　：　村上英明　：　小原清信【編】 法律文化社 201904 9784589040008 社会科学 政治･行政
1544 人はなぜ戦争をするのか 戸田清 法律文化社 201907 9784589040206 社会科学 政治･行政
1545 ガルトゥング平和学の基礎 ヨハン・ガルトゥング【著】 法律文化社 201909 9784589040275 社会科学 政治･行政
1546 越境する平和学 金敬黙【編著】 法律文化社 201910 9784589040312 社会科学 政治･行政
1547 対立軸でみる公共政策入門 松田憲忠 法律文化社 201910 9784589040374 社会科学 政治･行政
1548 フランスと世界 渡邊啓貴 法律文化社 201911 9784589040343 社会科学 政治･行政
1549 SDGs時代の平和学 佐渡友哲 法律文化社 201912 9784589040459 社会科学 政治･行政
1550 ラテンアメリカ研究入門 松下冽 法律文化社 201912 9784589040473 社会科学 政治･行政
1551 はじめて学ぶEU 井上淳 法律文化社 202003 9784589040602 社会科学 政治･行政
1552 資源地政学 稲垣文昭 法律文化社 202003 9784589040596 社会科学 政治･行政
1553 共生社会の再構築 大賀哲 法律文化社 202003 9784589040220 社会科学 政治･行政
1554 国際平和活動の理論と実践 井上実佳 法律文化社 202004 9784589040848 社会科学 政治･行政
1555 立法学　〔第4版〕 中島誠 法律文化社 202004 9784589040404 社会科学 政治･行政
1556 核のある世界とこれからを考えるガイドブック 中村桂子 法律文化社 202004 9784589040763 社会科学 政治･行政
1557 平和学のいま 平井朗 法律文化社 202007 9784589040961 社会科学 政治･行政
1558 国際行政の新展開 福田耕治 法律文化社 202008 9784589040947 社会科学 政治･行政
1559 ポリティカル・サイエンス入門 坂本治也 法律文化社 202009 9784589041005 社会科学 政治･行政
1560 トクヴィルで考える 松本礼二 みすず書房 201112 9784622076728 社会科学 政治･行政
1561 ボスニア紛争報道　：　メディアの表象と翻訳行為 坪井睦子 みすず書房 201303 9784622077381 社会科学 政治･行政
1562 民主主義の内なる敵 ツヴェタン・トドロフ　：　大谷尚文【訳】 みすず書房 201607 4622085127 社会科学 政治･行政
1563 いかにして民主主義は失われていくのか　：　新自由主義の見えざる攻撃 ウェンディ・ブラウン【著】　：　中井亜佐子【訳】 みすず書房 201705 9784622085690 社会科学 政治･行政
1564 全体主義の起原　新版　：　反ユダヤ主義　．　１ ハンナ・アーレント【著】　：　大久保和郎【訳】 みすず書房 201708 9784622086253 社会科学 政治･行政
1565 全体主義の起原　新版　：　帝国主義　．　２ ハンナ・アーレント【著】　：　大島通義　：　大島かおり【訳】 みすず書房 201708 9784622086260 社会科学 政治･行政
1566 全体主義の起原　新版　：　全体主義　．　３ ハンナ・アーレント【著】　：　大久保和郎　：　大島かおり【訳】 みすず書房 201708 9784622086277 社会科学 政治･行政
1567 戦争文化と愛国心　：　非戦を考える 海老坂武 みすず書房 201803 9784622085188 社会科学 政治･行政
1568 憎しみに抗って　：　不純なものへの賛歌 カロリン・エムケ【著】　：　浅井晶子【訳】 みすず書房 201803 9784622086703 社会科学 政治･行政
1569 特高警察体制史　増補新装版 荻野富士夫 明誠書林 202006 9784909942081 社会科学 政治･行政
1570 新・国会事典　第3版 浅野一郎 有斐閣 201406 9784641131699 社会科学 政治･行政
1571 現代日本政治史 薬師寺克行 有斐閣 201409 9784641149090 社会科学 政治･行政
1572 重層的地域としてのアジア 大庭三枝 有斐閣 201411 9784641149106 社会科学 政治･行政
1573 政治学の方法 加藤淳子 有斐閣 201412 9784641220379 社会科学 政治･行政
1574 ローカルからの再出発 宇野重規 有斐閣 201501 9784641149113 社会科学 政治･行政
1575 アカウンタビリティ改革の政治学 高橋百合子【編】 有斐閣 201503 9784641149120 社会科学 政治･行政
1576 公共マネジメント 田尾雅夫 有斐閣 201503 9784641184237 社会科学 政治･行政
1577 崩壊国家と国際安全保障 遠藤貢 有斐閣 201511 9784641149137 社会科学 政治･行政
1578 第二の「戦後」の形成過程 福永文夫【編】 有斐閣 201512 9784641149144 社会科学 政治･行政
1579 比較政治学の考え方 久保慶一 有斐閣 201603 9784641150317 社会科学 政治･行政
1580 マイナンバー法と情報セキュリティ 宇賀克也 有斐閣 202002 9784641227811 社会科学 政治･行政
1581 ロビイングの政治社会学 原田峻 有斐閣 202003 9784641174559 社会科学 政治･行政
1582 行政学〔新版〕 真渕勝 有斐閣 202006 9784641149359 社会科学 政治･行政
1583 EU政治論 池本大輔 有斐閣 202007 9784641150737 社会科学 政治･行政
1584 政治学の第一歩〔新版〕 砂原庸介 有斐閣 202009 9784641150782 社会科学 政治･行政
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1585 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 200706 4843323810 社会科学 政治･行政
1586 近代日本の地方統治と「島嶼」 高江洲昌哉 ゆまに書房 200911 4843333247 社会科学 政治･行政
1587 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 201004 4843333395 社会科学 政治･行政
1588 人権の思想史 浜林正夫 吉川弘文館 199906 9784642054683 社会科学 政治･行政
1589 明治外交官物語 犬塚孝明 吉川弘文館 200910 9784642056809 社会科学 政治･行政
1590 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 201608 4642038558 社会科学 政治･行政
1591 昭和期の内閣と戦争指導体制 関口哲矢 吉川弘文館 201610 4642038566 社会科学 政治･行政
1592 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 201702 4642083154 社会科学 政治･行政
1593 明治期の地方制度と名望家 飯塚　一幸 吉川弘文館 201710 464203868X 社会科学 政治･行政
1594 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 201802 464203871X 社会科学 政治･行政
1595 帝国日本の外交と民主主義 酒井一臣 吉川弘文館 201806 9784642038775 社会科学 政治･行政
1596 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 吉川弘文館 201810 9784642038782 社会科学 政治･行政
1597 核軍縮の現代史 瀬川高央 吉川弘文館 201911 9784642083621 社会科学 政治･行政
1598 松岡洋右と日米開戦 服部聡 吉川弘文館 202003 9784642058964 社会科学 政治･行政
1599 植民地台湾の自治　：　自律的空間への意思 野口真広 早稲田大学出版部 201712 9784657178077 社会科学 政治･行政
1600 思想の政治学　：　アイザィア・バーリン研究 森達也 早稲田大学出版部 201806 9784657188038 社会科学 政治･行政
1601 ケースで学ぶ　司法犯罪心理学 熊上崇 明石書店 202006 9784750350097 社会科学 法律
1602 法 守中高明 岩波書店 200506 9784000270106 社会科学 法律
1603 法学 中山竜一 岩波書店 200907 9784000283236 社会科学 法律
1604 行政法総論　第四版 大浜啓吉 岩波書店 201910 9784000613705 社会科学 法律
1605 Ｌｅｃｔｕｒｅｓ　ｏｎ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｌａｗ　：　ｆｒｏｍ　ａ　Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ　Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ Ｌｕｉｓ　Ｐｅｄｒｉｚａ 大阪大学出版会 201710 4872596056 社会科学 法律
1606 赤ペンチェック　自民党憲法改正草案　増補版 伊藤　真 大月書店 201609 4272211153 社会科学 法律
1607 社会権　：　人権を実現するもの 竹内章郎　：　吉崎祥司 大月書店 201703 4272431005 社会科学 法律
1608 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 大月書店 201805 4272350439 社会科学 法律
1609 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 201805 4272330934 社会科学 法律
1610 感情や行動をコントロールできない子どもの理解と支援 大原天青 金子書房 201910 9784760824298 社会科学 法律
1611 ９条「加憲」案への対抗軸を探る 伊勢崎賢治　：　伊藤真　：　松竹伸幸 かもがわ出版 201806 4780309689 社会科学 法律
1612 シチリア海法序説 栗田和彦 関西大学出版部 201809 9784873546803 社会科学 法律
1613 インドの憲法　新版　：　「国民国家」の困難性と可能性 孝忠延夫　：　浅野宜之 関西大学出版部 201812 9784873546810 社会科学 法律
1614 New 囚われし者たちの国 バズ・ドライシンガー【著】 紀伊國屋書店 202101 9784314011792 社会科学 法律
1615 律令外古代法の研究 長谷山彰 慶應義塾大学出版会 199004 9784766404531 社会科学 法律
1616 現代国際法 栗林忠男 慶應義塾大学出版会 199911 9784766407747 社会科学 法律
1617 南極条約体制と国際法　：　領土、資源、環境をめぐる利害の調整 池島大策 慶應義塾大学出版会 200011 9784766408218 社会科学 法律
1618 団体訴訟の新展開 宗田貴行 慶應義塾大学出版会 200603 9784766412321 社会科学 法律
1619 民法改正を読む　：　改正論から学ぶ民法 松尾弘（法学） 慶應義塾大学出版会 201209 9784766419542 社会科学 法律
1620 イギリス取引法入門 島田真琴 慶應義塾大学出版会 201404 9784766421125 社会科学 法律
1621 越境的な規範の形成と執行 杉浦章介 慶應義塾大学出版会 201409 9784766421705 社会科学 法律
1622 法典とは何か 岩谷十郎　：　片山直也　：　北居功 慶應義塾大学出版会 201410 9784766421873 社会科学 法律
1623 法学講義ノート　第６版 霞信彦 慶應義塾大学出版会 201604 4766423119 社会科学 法律
1624 大学生が知っておきたい生活のなかの法律 細川幸一 慶應義塾大学出版会 201604 4766423208 社会科学 法律
1625 独仏指図の法理論　：　資金移動取引の基礎理論 隅谷史人 慶應義塾大学出版会 201608 4766423585 社会科学 法律
1626 民法の体系　第６版　：　市民法の基礎 松尾弘（法学） 慶應義塾大学出版会 201610 4766422775 社会科学 法律
1627 未遂犯と実行の着手 佐藤拓磨 慶應義塾大学出版会 201610 4766423798 社会科学 法律
1628 入門講義　会社法［第２版］ 鈴木千佳子 慶應義塾大学出版会 201704 4766424271 社会科学 法律
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1629 戦後法制改革と占領管理体制 出口雄一 慶應義塾大学出版会 201705 4766424336 社会科学 法律
1630 債権法改正を読む　：　改正論から学ぶ新民法 松尾弘 慶應義塾大学出版会 201710 4766424743 社会科学 法律
1631 仮釈放の理論　：　矯正・保護の連携と再犯防止 太田達也 慶應義塾大学出版会 201712 4766424859 社会科学 法律
1632 新・考える民法　１　：　民法総則 平野裕之 慶應義塾大学出版会 201801 9784766424751 社会科学 法律
1633 外国判決の承認 芳賀雅顯 慶應義塾大学出版会 201803 9784766425062 社会科学 法律
1634 国家による権利実現の基礎理論　：　なぜ国家は民法を制定するのか 宮澤俊昭 勁草書房 200807 9784326402472 社会科学 法律
1635 刑法案内 藤木英雄 勁草書房 201101 9784326499311 社会科学 法律
1636 刑法案内 藤木英雄 勁草書房 201101 9784326499328 社会科学 法律
1637 ヨハネス・アルトジウス　：　自然法的国家論の展開及び法体系学説史研究 オットー・フォン・ギールケ【著】　：　笹川紀勝　：　本間信長 勁草書房 201107 9784326402663 社会科学 法律
1638 金融から学ぶ民事法入門　第２版 大垣尚司 勁草書房 201312 9784326402861 社会科学 法律
1639 家事事件の理論と実務　．　第１巻 松原正明　：　道垣内弘人【編】 勁草書房 201602 4326403101 社会科学 法律
1640 家事事件の理論と実務　．　第２巻 松原正明【編】　：　道垣内弘人【編】 勁草書房 201602 432640311X 社会科学 法律
1641 家事事件の理論と実務　．　第３巻 松原正明　：　道垣内弘人【編】 勁草書房 201602 4326403128 社会科学 法律
1642 市民法学の輪郭　：　「市民的徳」と「人権」の法哲学 篠原敏雄 勁草書房 201603 4326403187 社会科学 法律
1643 試練にたつ日本国憲法 杉原泰雄 勁草書房 201604 432645105X 社会科学 法律
1644 個人として尊重　：　「われら国民」のゆくえ 小泉良幸 勁草書房 201605 4326451068 社会科学 法律
1645 生存権の困難　：　フランス革命における近代国家の形成と公的な扶助 波多野敏 勁草書房 201607 4326403233 社会科学 法律
1646 日本国憲法と共に生きる　：　「真理と平和」を求めて 杉原泰雄 勁草書房 201607 4326451084 社会科学 法律
1647 アジアの中の日本国憲法　：　日韓関係と改憲論 李京柱 勁草書房 201707 9784326403400 社会科学 法律
1648 法倫理学探究　：　道徳的実在論／個別主義／汎心論／自由意志論のトポス 増田豊 勁草書房 201708 9784326403370 社会科学 法律
1649 新版　ローマ法案内　：　現代の法律家のために 木庭顕 勁草書房 201710 9784326403424 社会科学 法律
1650 東アジア家族法における当事者間の合意を考える　：　歴史的背景から子の最善の利益をめざす家事調停まで 稲田龍樹【編著】 勁草書房 201710 9784326403431 社会科学 法律
1651 契約責任の多元的制御 笠井修 勁草書房 201712 9784326403462 社会科学 法律
1652 責任と法意識の人間科学 唐沢穣　：　松村良之　：　奥田太郎【編著】 勁草書房 201801 9784326403493 社会科学 法律
1653 損害賠償の法務 喜多村勝〓 勁草書房 201801 9784326403509 社会科学 法律
1654 意思主義をめぐる法的思索 今村与一 勁草書房 201807 9784326403585 社会科学 法律
1655 逐条講義製造物責任法　第２版　：　基本的考え方と裁判例 土庫澄子 勁草書房 201810 9784326403547 社会科学 法律
1656 認知症と民法 小賀野晶一　：　成本迅　：　藤田卓仙【編】 勁草書房 201811 9784326449743 社会科学 法律
1657 契約の法務　第2版 喜多村勝德 勁草書房 201901 9784326403608 社会科学 法律
1658 最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務　第2版 松尾剛行 勁草書房 201902 9784326403622 社会科学 法律
1659 比較民法学の将来像 沖野眞已 勁草書房 202001 9784326403714 社会科学 法律
1660 憲法解釈権力 蟻川恒正 勁草書房 202002 9784326451210 社会科学 法律
1661 国家賠償法コンメンタール　第3版 西埜章 勁草書房 202006 9784326403783 社会科学 法律
1662 会社法　　第２版 〓橋美加　：　笠原武朗　：　久保大作 弘文堂 201803 9784335357534 社会科学 法律
1663 民法がわかる民法総則　　第４版 滝沢昌彦 弘文堂 201803 9784335357480 社会科学 法律
1664 法治行政論 〓木光 弘文堂 201810 9784335315114 社会科学 法律
1665 知れば怖くない！弁護士法７２条の正体 吉岡翔 彩流社 200804 9784779113413 社会科学 法律
1666 インドネシア 島田弦【編著】 旬報社 202006 9784845116393 社会科学 法律
1667 犯罪からの社会復帰を問いなおす 掛川直之 旬報社 202008 9784845116331 社会科学 法律
1668 ここが変わった！ 民法改正の要点がわかる本 有吉尚哉 翔泳社 201706 9784798141954 社会科学 法律
1669 判例にみる詐害行為取消権・否認権 高須順一【編著】 新日本法規出版 201504 9784788279797 社会科学 法律
1670 説明義務の理論と実際 根田正樹【編著】 新日本法規出版 201702 9784788282117 社会科学 法律
1671 犯罪心理学のための統計学　：　犯人のココロをさぐる 松田いづみ　：　荘島宏二郎 誠信書房 201503 9784414301953 社会科学 法律
1672 民法への招待　［第5版］ 池田真朗 税務経理協会 201804 9784419065324 社会科学 法律
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1673 紛争終結後のカンボジア　：　国軍除隊兵士と社会再統合 牧田満知子 世界思想社 201803 9784790717140 社会科学 法律
1674 日本国憲法を生んだ密室の九日間 鈴木昭典 創元社 199505 9784422300283 社会科学 法律
1675 ９条入門 加藤典洋 創元社 201904 9784422300580 社会科学 法律
1676 法と経済の心理学Ⅱ 立石孝夫 大学教育出版 201004 9784887309654 社会科学 法律
1677 国際取引の法と交渉 立石孝夫 大学教育出版 201109 9784864290883 社会科学 法律
1678 法と経済の心理学Ⅲ 立石孝夫 大学教育出版 201404 9784864292597 社会科学 法律
1679 テキスト法学　第４版 中西　俊二 大学教育出版 201804 4864295174 社会科学 法律
1680 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 201808 4864295263 社会科学 法律
1681 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 201903 9784864299985 社会科学 法律
1682 米国法適用下における商取引契約書　：　Ｅｘｐｌａｎａｔｉｏｎｓ　ｏｆ　Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ　Ｃｏｎｔｒａｃｔｓ　ｕｎｄｅｒ　Ｕ．Ｓ．　ｌａｗ 瀬川一真 大学教育出版 201904 9784866920030 社会科学 法律
1683 法律学概要　改訂版 大西斎 大学教育出版 201905 9784866920238 社会科学 法律
1684 ブラジル法概論 阿部博友 大学教育出版 202003 9784866920696 社会科学 法律
1685 比較不能な価値の迷路　：　リベラル・デモクラシーの憲法理論 長谷部恭男 東京大学出版会 200001 4130311662 社会科学 法律
1686 近代個人主義と憲法学　：　公私二元論の限界 中山道子 東京大学出版会 200003 4130361155 社会科学 法律
1687 正犯・共犯論の基礎理論 島田聡一郎 東京大学出版会 200203 4130311743 社会科学 法律
1688 法哲学講義 笹倉秀夫 東京大学出版会 200209 4130323253 社会科学 法律
1689 戦争の法から平和の法へ　：　戦間期のアメリカ国際法学者 篠原初枝 東京大学出版会 200305 413036216X 社会科学 法律
1690 放火罪の理論 星周一郎 東京大学出版会 200402 4130311786 社会科学 法律
1691 例解行政法 原田大樹 東京大学出版会 201310 4130323830 社会科学 法律
1692 演習行政法 原田大樹 東京大学出版会 201403 4130323857 社会科学 法律
1693 村役人のお仕事 山﨑善弘 東京堂出版 201812 9784490209976 社会科学 法律
1694 世界で活躍する仕事１００ : １０代からの国際協力キャリアナビ 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　【編】 東洋経済新報社 201807 9784492046265 社会科学 法律
1695 民事詐欺の違法性と責任 岩本尚禧 日本経済評論社 201903 9784818825246 社会科学 法律
1696 現代検察官論 川崎英明 日本評論社 199709 9784535511026 社会科学 法律
1697 情報化社会の表現の自由 辻雄一郎 日本評論社 201109 9784535518339 社会科学 法律
1698 刑事司法における薬物依存治療プログラムの意義 丸山泰弘 日本評論社 201503 9784535520790 社会科学 法律
1699 伊藤真の民事訴訟法入門　第５版　：　講義再現版 伊藤真 日本評論社 201511 4535521646 社会科学 法律
1700 刑法各論 松原芳博 日本評論社 201603 4535521735 社会科学 法律
1701 リーガル・リサーチ　第5版 いしかわまりこ 日本評論社 201603 9784535521629 社会科学 法律
1702 憲法 渡辺康行 日本評論社 201604 9784535520608 社会科学 法律
1703 憲法 . １ : 総論・統治 新井誠 日本評論社 201607 9784535806764 社会科学 法律
1704 刑法総論　第２版 松原芳博 日本評論社 201703 453552257X 社会科学 法律
1705 日本の法 緒方桂子　：　豊島明子　：　長谷河亜希子 日本評論社 201703 4535521131 社会科学 法律
1706 スタートライン債権法　第６版 池田真朗 日本評論社 201703 4535520828 社会科学 法律
1707 担保物権法 松岡久和 日本評論社 201703 9784535521858 社会科学 法律
1708 民法総則 平野裕之 日本評論社 201709 9784535521599 社会科学 法律
1709 債権総論 平野裕之 日本評論社 201709 9784535522428 社会科学 法律
1710 基本行政法　第3版 中原茂樹 日本評論社 201803 9784535523333 社会科学 法律
1711 債権法 中舎寛樹 日本評論社 201803 9784535523487 社会科学 法律
1712 基本刑法　各論　第2版 大塚裕史 日本評論社 201804 9784535522404 社会科学 法律
1713 破産から新民法がみえる 小林秀之 日本評論社 201806 9784535523302 社会科学 法律
1714 民法総則　第2版 中舎寛樹 日本評論社 201806 9784535523548 社会科学 法律
1715 新・コンメンタール刑事訴訟法　第3版 後藤昭 日本評論社 201807 9784535523340 社会科学 法律
1716 債権各論Ⅰ 平野裕之 日本評論社 201808 9784535522435 社会科学 法律
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1717 シェブロン法理の考察 辻雄一郎 日本評論社 201809 9784535523609 社会科学 法律
1718 債権総論 石田剛 日本評論社 201810 9784535806825 社会科学 法律
1719 民法総則　補訂版 原田昌和 日本評論社 201811 9784535806849 社会科学 法律
1720 物権法　第２版 秋山靖浩　：　伊藤栄寿　：　大場浩之 日本評論社 201901 9784535806832 社会科学 法律
1721 家族法　第２版 本山敦　：　青竹美佳　：　羽生香織 日本評論社 201901 9784535806818 社会科学 法律
1722 比較法学入門 貝瀬幸雄 日本評論社 201902 9784535524088 社会科学 法律
1723 離婚後の共同親権とは何か 梶村太市 日本評論社 201902 9784535523951 社会科学 法律
1724 基本刑法　総論　第3版 大塚裕史 日本評論社 201903 9784535523838 社会科学 法律
1725 ＥＵ法基本判例集　第3版 中村民雄 日本評論社 201903 9784535523463 社会科学 法律
1726 法学の世界　新版 南野森【編】 日本評論社 201903 9784535523685 社会科学 法律
1727 プラスアルファ基本民法 武川幸嗣 日本評論社 201903 9784535522930 社会科学 法律
1728 担保物権法　第２版 田〓寛貴　：　白石大　：　鳥山泰志 日本評論社 201904 9784535806870 社会科学 法律
1729 アメリカ憲法の考え方 丸田隆 日本評論社 201904 9784535523968 社会科学 法律
1730 起訴前・公判前整理・裁判員裁判の弁護実務 日本弁護士連合会刑事調査室【編著】 日本評論社 201905 9784535524279 社会科学 法律
1731 新・コンメンタール憲法　第2版 木下智史 日本評論社 201906 9784535524330 社会科学 法律
1732 コンメンタール借地借家法　第4版 稻本洋之助 日本評論社 201906 9784535523319 社会科学 法律
1733 伝聞法則に強くなる 後藤昭 日本評論社 201907 9784535524248 社会科学 法律
1734 我妻・有泉コンメンタール民法　第6版 我妻榮 日本評論社 201908 9784535524446 社会科学 法律
1735 法律文書作成の基本　第2版 田中豊 日本評論社 201908 9784535523845 社会科学 法律
1736 私たちが国際協力する理由 紀谷昌彦 日本評論社 201908 9784535559455 社会科学 法律
1737 判例から考える行政救済法　第2版 岡田正則 日本評論社 201909 9784535524484 社会科学 法律
1738 ケーススタディ刑法　第5版 井田良 日本評論社 201909 9784535524125 社会科学 法律
1739 刑事訴訟法の思考プロセス 斎藤司 日本評論社 201910 9784535524378 社会科学 法律
1740 債権各論Ⅱ 平野裕之 日本評論社 201912 9784535522442 社会科学 法律
1741 刑事政策学 武内謙治 日本評論社 201912 9784535523807 社会科学 法律
1742 スタートライン債権法　第7版 池田真朗 日本評論社 202003 9784535524552 社会科学 法律
1743 離婚後の子どもをどう守るか 梶村太市 日本評論社 202003 9784535524583 社会科学 法律
1744 サブテクスト国際法 森肇志 日本評論社 202003 9784535524729 社会科学 法律
1745 New 日本の法　第2版 緒方桂子 日本評論社 202004 9784535524958 社会科学 法律
1746 New コリアの法と社会 尹龍澤 日本評論社 202006 9784535522701 社会科学 法律
1747 憲法 渡辺康行 日本評論社 202009 9784535524798 社会科学 法律
1748 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 横山和子 白桃書房 201103 9784561265559 社会科学 法律
1749 行政争訟入門　：　事例で学ぶ個別行政法 神山智美 文眞堂 201803 9784830949777 社会科学 法律
1750 ニッポン監獄事情　：　塀の向うの閉じられた世界 佐藤友之 平凡社 200208 4582851517 社会科学 法律
1751 名誉毀損裁判　：　言論はどう裁かれるのか 浜辺陽一郎 平凡社 200501 4582852564 社会科学 法律
1752 世の中がわかる憲法ドリル 石本伸晃 平凡社 200710 4582853935 社会科学 法律
1753 こんな日弁連に誰がした？ 小林正啓 平凡社 201002 4582855091 社会科学 法律
1754 ルポ　出所者の現実 斎藤充功 平凡社 201011 4582855571 社会科学 法律
1755 江戸の罪と罰 平松義郎 平凡社 201012 9784582767179 社会科学 法律
1756 子どもの連れ去り問題　：　日本の司法が親子を引き裂く コリン・Ｐ．Ａ．ジョーンズ 平凡社 201103 4582855768 社会科学 法律
1757 憲法九条の軍事戦略 松竹伸幸 平凡社 201304 4582856799 社会科学 法律
1758 憲法　近代知の復権へ 樋口陽一 平凡社 201309 4582767958 社会科学 法律
1759 安倍「壊憲」を撃つ 小林節　：　佐高信 平凡社 201509 4582857892 社会科学 法律
1760 江戸の目明し 増川宏一 平凡社 201808 9784582858877 社会科学 法律
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1761 知っておきたい入管法 浅川晃広 平凡社 201903 9784582859065 社会科学 法律
1762 塀の中の事情 清田浩司 平凡社 202005 9784582859416 社会科学 法律
1763 ベーシックスタディ民事訴訟法 越山和広 法律文化社 201804 9784589039187 社会科学 法律
1764 ユーリカ民法　：　債権総論・契約総論　．　３ 田井義信【監修】　：　上田誠一郎【編】 法律文化社 201808 9784589039477 社会科学 法律
1765 家族法の道案内 川村〓子 法律文化社 201809 9784589039484 社会科学 法律
1766 １８歳から考える家族と法 二宮周平 法律文化社 201810 9784589039620 社会科学 法律
1767 過料と不文の原則 須藤陽子 法律文化社 201810 9784589039507 社会科学 法律
1768 組織再編における債権者保護　：　詐害的会社分割における「詐害性」の考察 牧真理子 法律文化社 201810 9784589039613 社会科学 法律
1769 国際法入門　第２版　：　逆から学ぶ 山形英郎【編】 法律文化社 201810 9784589039606 社会科学 法律
1770 新ハイブリッド民法　：　債権総論　．　３ 松尾弘　：　松井和彦　：　古積健三郎 法律文化社 201810 9784589039637 社会科学 法律
1771 法の理論と実務の交錯　：　共栄法律事務所創立２０周年記念論文集 共栄法律事務所【編】 法律文化社 201810 9784589039583 社会科学 法律
1772 いま日本国憲法は　第６版　：　原点からの検証 小林武　：　石埼学【編】 法律文化社 201811 9784589039644 社会科学 法律
1773 民法総則 生田敏康　　：　下田大介　ほか 法律文化社 201811 9784589039590 社会科学 法律
1774 大学生のための法学　：　キャンパスライフで学ぶ法律入門 長沼建一郎 法律文化社 201812 9784589039675 社会科学 法律
1775 商法総則・商行為法 北村雅史【編】 法律文化社 201812 9784589039712 社会科学 法律
1776 ＳＤＧｓを学ぶ　：　国際開発・国際協力入門 高柳彰夫　：　大橋正明【編】 法律文化社 201812 9784589039699 社会科学 法律
1777 商法入門 高橋英治【編】 法律文化社 201812 9784589039750 社会科学 法律
1778 人権法の現代的課題　：　ヨーロッパとアジア 中西優美子【編】 法律文化社 201901 9784589039842 社会科学 法律
1779 保険法 山下典孝【編】 法律文化社 201902 9784589039736 社会科学 法律
1780 現代行政とネットワーク理論 野呂充　：　岡田正則　：　人見剛 法律文化社 201902 9784589039873 社会科学 法律
1781 憲法９条学説の現代的展開　：　戦争放棄規定の原意と道徳的読解 麻生多聞 法律文化社 201903 9784589039897 社会科学 法律
1782 家族法　第２版 中川淳　：　小川富之 法律文化社 201903 9784589039958 社会科学 法律
1783 会社法の基礎 加藤徹　：　伊勢田道仁【編】 法律文化社 201903 9784589039941 社会科学 法律
1784 ゼロからはじめる法学入門　第２版 木俣由美 法律文化社 201903 9784589039934 社会科学 法律
1785 新・法と現代社会　改訂版 三室堯麿【編】 法律文化社 201903 9784589040060 社会科学 法律
1786 プライマリー商法総則・商行為法　第４版 藤田勝利　：　北村雅史【編】 法律文化社 201904 9784589040053 社会科学 法律
1787 レクチャー会社法　第２版 菊地雄介　　：　草間秀樹　ほか 法律文化社 201904 9784589039828 社会科学 法律
1788 フランス刑事法入門 島岡まな　：　井上宜裕　：　末道康之 法律文化社 201904 9784589039767 社会科学 法律
1789 刑事政策がわかる　改訂版 前田忠弘　：　松原英世　：　平山真理 法律文化社 201904 9784589040091 社会科学 法律
1790 会社法 〓本穰【編】 法律文化社 201904 9784589039729 社会科学 法律
1791 新ハイブリッド民法　：　物権・担保物権法　．　２ 本田純一　：　堀田親臣　ほか 法律文化社 201905 9784589040121 社会科学 法律
1792 ユーリカ民法　：　親族・相続　．　５ 田井義信【監修】　：　小川富之【編】 法律文化社 201905 9784589040046 社会科学 法律
1793 現代憲法入門 只野雅人　：　松田浩【編】 法律文化社 201905 9784589040114 社会科学 法律
1794 労働契約論の再構成 淺野高宏 法律文化社 201906 9784589040183 社会科学 法律
1795 「憲法上の権利」入門 井上典之【編】 法律文化社 201906 9784589040169 社会科学 法律
1796 ユーリカ民法 田井義信【監修】 法律文化社 201907 9784589040190 社会科学 法律
1797 人権論入門 奥野恒久 法律文化社 201908 9784589040213 社会科学 法律
1798 18歳からはじめる民法〔第4版〕 潮見佳男 法律文化社 201909 9784589040244 社会科学 法律
1799 「保険化」する社会保障の法政策 伊藤周平 法律文化社 201910 9784589040299 社会科学 法律
1800 正義論 宇佐美誠 法律文化社 201910 9784589040282 社会科学 法律
1801 家族をめぐる法・心理・福祉 村尾泰弘 法律文化社 201911 9784589040305 社会科学 法律
1802 民法入門ノート 渡邊力【編】 法律文化社 201911 9784589040329 社会科学 法律
1803 日本の法学とマルクス主義 大島和夫 法律文化社 201912 9784589040442 社会科学 法律
1804 リベラル・ナショナリズム憲法学 栗田佳泰 法律文化社 202001 9784589040497 社会科学 法律
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1805 精神障害と人権 横藤田誠 法律文化社 202001 9784589040503 社会科学 法律
1806 民法改正と売買における契約不適合給付 古谷貴之 法律文化社 202001 9784589040466 社会科学 法律
1807 法学への招待　第2版 髙橋明弘 法律文化社 202002 9784589040589 社会科学 法律
1808 新プリメール民法5　家族法〔第2版〕 床谷文雄 法律文化社 202003 9784589040657 社会科学 法律
1809 WTO・FTA法入門〔第2版〕 小林友彦 法律文化社 202003 9784589040626 社会科学 法律
1810 憲法入門！　市民講座 大久保卓治 法律文化社 202003 9784589040688 社会科学 法律
1811 不公正な取引方法と私法理論 カライスコス・アントニオス 法律文化社 202003 9784589040749 社会科学 法律
1812 新プリメール民法1　民法入門・総則〔第2版〕 中田邦博 法律文化社 202004 9784589040619 社会科学 法律
1813 新プリメール民法3　債権総論〔第2版〕 松岡久和 法律文化社 202004 9784589040633 社会科学 法律
1814 アソシエイト法学　第2版 大橋憲広 法律文化社 202004 9784589040565 社会科学 法律
1815 新プリメール民法4　債権各論〔第2版〕 青野博之 法律文化社 202004 9784589040640 社会科学 法律
1816 新・消費者法 これだけは〔第3版〕 杉浦市郎【編】 法律文化社 202004 9784589040725 社会科学 法律
1817 ハイブリッド刑法総論〔第3版〕 松宮孝明【編】 法律文化社 202004 9784589040732 社会科学 法律
1818 新・ケースで学ぶ国際私法 野村美明 法律文化社 202004 9784589040770 社会科学 法律
1819 アクチュアル行政法〔第3版〕 市橋克哉 法律文化社 202004 9784589040824 社会科学 法律
1820 入門　憲法学 京都憲法会議【監修】 法律文化社 202004 9784589040817 社会科学 法律
1821 リーガルリテラシー法学・憲法入門 浅川千尋 法律文化社 202004 9784589040794 社会科学 法律
1822 日本近代家族法史論 村上一博 法律文化社 202004 9784589040800 社会科学 法律
1823 地方自治法と住民 白藤博行 法律文化社 202005 9784589040879 社会科学 法律
1824 憲法を楽しむ 憲法を楽しむ研究会【編】 法律文化社 202005 9784589040862 社会科学 法律
1825 レクチャー社会保障法　第3版 河野正輝 法律文化社 202005 9784589040831 社会科学 法律
1826 これからの消費者法 谷本圭子 法律文化社 202006 9784589040787 社会科学 法律
1827 子どもの道徳的・法的地位と正義論 大江洋 法律文化社 202010 9784589040985 社会科学 法律
1828 改正債権法コンメンタール 松岡久和 法律文化社 202010 9784589040930 社会科学 法律
1829 法思想史を読み解く 戒能通弘 法律文化社 202010 9784589041029 社会科学 法律
1830 エルサレムのアイヒマン　新版　：　悪の陳腐さについての報告 ハンナ・アーレント【著】　：　大久保和郎【訳】 みすず書房 201708 9784622086284 社会科学 法律
1831 憲法９条へのカタバシス 木庭顕 みすず書房 201804 9784622086734 社会科学 法律
1832 信託法セミナー 能見善久 有斐閣 201406 9784641136632 社会科学 法律
1833 民事裁判実務の基礎／刑事裁判実務の基礎 渡辺弘 有斐閣 201406 9784641125704 社会科学 法律
1834 成年後見制度〔第2版〕 新井誠 有斐閣 201407 9784641136588 社会科学 法律
1835 商事法の新しい礎石 飯田秀総 有斐閣 201407 9784641136618 社会科学 法律
1836 会社法・関連法令条文集 江頭憲治郎【監修】 有斐閣 201408 9784641001114 社会科学 法律
1837 事情変更法理と契約規範 ??政知広 有斐閣 201408 9784641136786 社会科学 法律
1838 契約締結過程における正当な信頼 山城一真 有斐閣 201408 9784641136854 社会科学 法律
1839 民法判例集〔第3版〕 瀬川信久 有斐閣 201409 9784641136915 社会科学 法律
1840 重点講義 民事訴訟法　第2版補訂版 高橋宏志 有斐閣 201409 9784641136885 社会科学 法律
1841 続・アメリカ憲法判例 憲法訴訟研究会 有斐閣 201409 9784641048133 社会科学 法律
1842 新・シネマで法学 野田進 有斐閣 201409 9784641184190 社会科学 法律
1843 倒産法制の現代的課題 山本和彦 有斐閣 201410 9784641136762 社会科学 法律
1844 行政法 Visual Materials 高橋滋【編著】 有斐閣 201412 9784641131712 社会科学 法律
1845 強制捜査と任意捜査〔新版〕 井上正仁 有斐閣 201412 9784641139053 社会科学 法律
1846 現代裁判を考える 田中成明 有斐閣 201412 9784641125759 社会科学 法律
1847 担保・執行・倒産の現在 伊藤真 有斐閣 201412 9784641136816 社会科学 法律
1848 新基本民法　家族編 大村敦志 有斐閣 201412 9784641136946 社会科学 法律
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1849 家事事件手続法 高田裕成【編著】 有斐閣 201412 9784641137035 社会科学 法律
1850 民事再生法入門〔第2版〕 松下淳一 有斐閣 201412 9784641137066 社会科学 法律
1851 憲法的刑法学の展開 平川宗信 有斐閣 201412 9784641042995 社会科学 法律
1852 国際法における緊急避難 山田卓平 有斐閣 201412 9784641046733 社会科学 法律
1853 国際仲裁と企業戦略 三木浩一 有斐閣 201412 9784641046702 社会科学 法律
1854 宇宙ビジネスのための宇宙法入門 小塚荘一郎 有斐閣 201501 9784641125728 社会科学 法律
1855 ケーススタディー国際関係私法 野村美明 有斐閣 201501 9784641046719 社会科学 法律
1856 民事手続の現代的使命 高橋宏志 有斐閣 201502 9784641136861 社会科学 法律
1857 読解　民事訴訟法 勅使川原和彦 有斐閣 201502 9784641136892 社会科学 法律
1858 リーガル・リサーチ＆リポート 田髙寛貴 有斐閣 201502 9784641125735 社会科学 法律
1859 民事裁判過程論 土屋文昭 有斐閣 201502 9784641137028 社会科学 法律
1860 新判例から見た刑法〔第3版〕 山口厚 有斐閣 201502 9784641139114 社会科学 法律
1861 信託法実務判例研究 新井誠【編集代表】 有斐閣 201503 9784641136908 社会科学 法律
1862 現代人権論の起点 矢島基美 有斐閣 201503 9784641131590 社会科学 法律
1863 行政不服審査法の逐条解説 宇賀克也 有斐閣 201503 9784641131750 社会科学 法律
1864 現代会社法入門〔第4版〕 北村雅史 有斐閣 201504 9784641137134 社会科学 法律
1865 企業金融と会社法・資本市場規制 久保田安彦 有斐閣 201504 9784641137103 社会科学 法律
1866 離婚判例ガイド〔第3版〕 二宮周平 有斐閣 201504 9784641137042 社会科学 法律
1867 平成26年会社法改正 岩原紳作 有斐閣 201505 9784641137141 社会科学 法律
1868 行政法〔第2版〕 大橋洋一 有斐閣 201505 9784641131736 社会科学 法律
1869 平成26年改正会社法〔規制対応補訂版〕 野村修也 有斐閣 201505 9784641137196 社会科学 法律
1870 要件事実の基礎〔新版〕 伊藤滋夫 有斐閣 201506 9784641137080 社会科学 法律
1871 商業登記法入門 神﨑満治郎 有斐閣 201507 9784641137172 社会科学 法律
1872 行政法〔第6版〕 塩野宏 有斐閣 201507 9784641131866 社会科学 法律
1873 Q&A行政不服審査法 添田徹郎 有斐閣 201507 9784641131842 社会科学 法律
1874 刑法の道しるべ 塩見淳 有斐閣 201508 9784641139077 社会科学 法律
1875 日本民法学の新たな時代 高翔龍 有斐閣 201509 9784641137189 社会科学 法律
1876 子ども法 大村敦志 有斐閣 201509 9784641125766 社会科学 法律
1877 トピックからはじめる統治制度 笹田栄司 有斐閣 201509 9784641131880 社会科学 法律
1878 民法論集 星野英一 有斐閣 201509 9784641136830 社会科学 法律
1879 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【編】 有斐閣 201509 9784641136922 社会科学 法律
1880 少年法 川出敏裕 有斐閣 201509 9784641139121 社会科学 法律
1881 非典型担保法の課題 道垣内弘人 有斐閣 201509 9784641137165 社会科学 法律
1882 中途解除と契約の内容規制 丸山絵美子 有斐閣 201510 9784641137257 社会科学 法律
1883 信託法セミナー 能見善久 有斐閣 201511 9784641137004 社会科学 法律
1884 行政法 髙木光 有斐閣 201511 9784641131811 社会科学 法律
1885 民法学を語る 大村敦志 有斐閣 201511 9784641137240 社会科学 法律
1886 新基本民法　不法行為編 大村敦志 有斐閣 201511 9784641137219 社会科学 法律
1887 刑事訴訟法 酒巻匡 有斐閣 201511 9784641139060 社会科学 法律
1888 民法概論〔補訂版〕 川井健【著】 有斐閣 201512 9784641137363 社会科学 法律
1889 M&A法大系 森・濱田松本法律事務所【編】 有斐閣 201512 9784641136984 社会科学 法律
1890 ひとりで学ぶ刑法 安田拓人 有斐閣 201512 9784641139008 社会科学 法律
1891 刑事弁護の基礎知識 岡慎一 有斐閣 201512 9784641139145 社会科学 法律
1892 国連安全保障理事会と憲章第7章 佐藤哲夫 有斐閣 201512 9784641046757 社会科学 法律
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1893 事例で考える会社法〔第2版〕 伊藤靖史 有斐閣 201512 9784641137295 社会科学 法律
1894 行政法概説　第4版 宇賀克也 有斐閣 201512 9784641131903 社会科学 法律
1895 新基本民法　物権編 大村敦志 有斐閣 201512 9784641137233 社会科学 法律
1896 民法読解　親族編 大村敦志 有斐閣 201512 9784641137073 社会科学 法律
1897 相続法の立法的課題 水野紀子【編著】 有斐閣 201602 9784641137332 社会科学 法律
1898 法と社会科学をつなぐ 飯田高 有斐閣 201602 9784641125803 社会科学 法律
1899 民事手続原則の限界 長谷部由起子 有斐閣 201602 9784641137301 社会科学 法律
1900 法学入門 早川吉尚 有斐閣 201603 9784641150324 社会科学 法律
1901 行政法理論の探究 曽和俊文　ほか【編】 有斐閣 201603 9784641131828 社会科学 法律
1902 旅券法逐条解説 旅券法研究会【編著】 有斐閣 201603 9784641018389 社会科学 法律
1903 古典で読む憲法 曽我部真裕 有斐閣 201603 9784641131859 社会科学 法律
1904 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 201603 9784641048157 社会科学 法律
1905 会社法のみちしるべ 大塚英明 有斐閣 201603 9784641137370 社会科学 法律
1906 公共訴訟の救済法理 川嶋四郎 有斐閣 201603 9784641137417 社会科学 法律
1907 民事訴訟における争点形成　　 安西明子 有斐閣 201603 9784641137325 社会科学 法律
1908 刑法総論〔第3版〕 山口厚 有斐閣 201603 9784641139152 社会科学 法律
1909 国際法〔第3版〕 中谷和弘 有斐閣 201603 9784641220638 社会科学 法律
1910 法学入門〔新版〕 田中成明 有斐閣 201603 9784641125858 社会科学 法律
1911 会社法事例演習教材〔第3版〕 前田雅弘 有斐閣 201603 9784641137400 社会科学 法律
1912 会社法を学ぶ 酒井太郎 有斐閣 201603 9784641137271 社会科学 法律
1913 エクササイズ　刑事訴訟法 粟田知穂 有斐閣 201603 9784641139169 社会科学 法律
1914 憲法Ⅰ　人権 青井未帆 有斐閣 201604 9784641150119 社会科学 法律
1915 法律学習マニュアル　第4版 弥永真生 有斐閣 201604 9784641125841 社会科学 法律
1916 判例憲法　第3版 大石真 有斐閣 201604 9784641227033 社会科学 法律
1917 会社法の継受と収斂 高橋英治 有斐閣 201604 9784641137394 社会科学 法律
1918 民事訴訟法の現代的課題 山本和彦 有斐閣 201604 9784641137264 社会科学 法律
1919 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【編著】 有斐閣 201605 9784641227057 社会科学 法律
1920 法学再入門　秘密の扉　民事法篇 木庭顕 有斐閣 201605 9784641125865 社会科学 法律
1921 憲法9条と安保法制 阪田雅裕 有斐閣 201606 9784641227101 社会科学 法律
1922 事例から行政法を考える 北村和生 有斐閣 201607 9784641131873 社会科学 法律
1923 裁判と法律学 藤田宙靖 有斐閣 201607 9784641125810 社会科学 法律
1924 新基本民法　契約編 大村敦志 有斐閣 201607 9784641137424 社会科学 法律
1925 国際行政法の存立基盤 山本草二【著】 有斐閣 201608 9784641046771 社会科学 法律
1926 行政不服審査機関の研究 碓井光明 有斐閣 201608 9784641227002 社会科学 法律
1927 新基本民法　担保編 大村敦志 有斐閣 201609 9784641137554 社会科学 法律
1928 新基本民法　債権編 大村敦志 有斐閣 201609 9784641137523 社会科学 法律
1929 刑法総論 内田幸隆 有斐閣 201911 9784641150652 社会科学 法律
1930 民法〔第2版〕 橋本佳幸 有斐閣 202003 9784641179431 社会科学 法律
1931 入門刑事手続法〔第8版〕 三井誠 有斐閣 202004 9784641139435 社会科学 法律
1932 ライフステージと法〔第8版〕 副田隆重 有斐閣 202004 9784641221437 社会科学 法律
1933 新基本民法　契約編　第2版 大村敦志 有斐閣 202004 9784641138315 社会科学 法律
1934 新基本民法　不法行為編　第2版 大村敦志 有斐閣 202004 9784641138346 社会科学 法律
1935 国際私法〔第7版〕 櫻田嘉章 有斐閣 202005 9784641159549 社会科学 法律
1936 刑事訴訟法〔第2版〕 酒巻匡 有斐閣 202007 9784641139428 社会科学 法律
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1937 刑法事例演習教材　第3版 井田良 有斐閣 202012 9784641139466 社会科学 法律
1938 中世の借金事情 井原今朝男 吉川弘文館 200901 9784642056656 社会科学 法律
1939 日本古代女官の研究 伊集院葉子 吉川弘文館 201610 4642046313 社会科学 法律
1940 ふたつの憲法と日本人　：　戦前・戦後の憲法観 川口暁弘 吉川弘文館 201708 9784642058506 社会科学 法律
1941 考証　東京裁判　：　戦争と戦後を読み解く 宇田川幸大 吉川弘文館 201810 9784642058766 社会科学 法律
1942 監獄のなかの子どもたち 倉持史朗 六花出版 201612 9784866170220 社会科学 法律
1943 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 鄭東俊 早稲田大学出版部 201901 9784657188052 社会科学 法律
1944 よくわかる 自信がつくビジネスマナー　改訂3版 富士通エフ・オー・エム FOM出版 201901 9784865103779 社会科学 経済
1945 多文化共生論 加賀美常美代【編著】 明石書店 201307 9784750338484 社会科学 経済
1946 黒い匣　密室の権力者たちが狂わせる世界の運命 ヤニス・バルファキス【著】 明石書店 201904 9784750348216 社会科学 経済
1947 不平等と再分配の経済学 トマ・ピケティ【著】 明石書店 202002 9784750349756 社会科学 経済
1948 ストレンジャーの人類学 リーペレスファビオ 明石書店 202006 9784750350295 社会科学 経済
1949 New 変容する移民コミュニティ 駒井洋【監修】 明石書店 202007 9784750350325 社会科学 経済
1950 生活困窮と金融排除 小関隆志【編著】 明石書店 202008 9784750350578 社会科学 経済
1951 移民が導く日本の未来 毛受敏浩 明石書店 202008 9784750350660 社会科学 経済
1952 新 移民時代　増補 西日本新聞社【編】 明石書店 202008 9784750350691 社会科学 経済
1953 リモートワーク・ビギナーズ テレサ・ダグラス 明石書店 202009 9784750350646 社会科学 経済
1954 New 朝鮮籍とは何か 李里花【編著】 明石書店 202101 9784750350790 社会科学 経済
1955 New 新版　シミュレーション教材「ひょうたん島問題」 藤原孝章 明石書店 202102 9784750351551 社会科学 経済
1956 New アンダーコロナの移民たち 鈴木江理子【編著】 明石書店 202106 9784750352152 社会科学 経済
1957 リスクマネジメント 日本金融・証券計量・工学学会【編】 朝倉書店 201404 9784254290226 社会科学 経済
1958 金融リスクモデリング　：　理論と重要課題へのアプローチ 室町幸雄【編著】 朝倉書店 201410 9784254296020 社会科学 経済
1959 経済時系列と季節調整法 高岡慎 朝倉書店 201512 9784254128581 社会科学 経済
1960 ファイナンスにおける数値計算手法の新展開 日本金融・証券計量・工学学会【編】 朝倉書店 201603 9784254290257 社会科学 経済
1961 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 林高樹　：　佐藤彰洋 朝倉書店 201607 9784254295436 社会科学 経済
1962 株式の計量分析入門 津田博史　：　吉野貴晶 朝倉書店 201611 9784254275810 社会科学 経済
1963 Ｐｙｔｈｏｎによる　ファイナンス入門 中妻照雄 朝倉書店 201802 9784254128949 社会科学 経済
1964 ディープラーニング入門　：　Ｐｙｔｈｏｎではじめる金融データ解析 津田博史【監修】　：　嶋田康史【編著】 朝倉書店 201805 9784254275834 社会科学 経済
1965 アルゴリズム取引 足立高〓【著】　：　津田博史【監修】 朝倉書店 201806 9784254275841 社会科学 経済
1966 最適投資戦略 津田博史【監修】 朝倉書店 201812 9784254275858 社会科学 経済
1967 生活者の金融リテラシー 吉野直行【監修】 朝倉書店 201911 9784254500318 社会科学 経済
1968 市場 金子勝 岩波書店 199910 9784000264228 社会科学 経済
1969 資本 崎山政毅 岩波書店 200407 9784000270083 社会科学 経済
1970 経済学 諸富徹 岩波書店 200909 9784000283250 社会科学 経済
1971 ファイナンスと保険の数理 井上昭彦　：　中野張　：　福田敬 岩波書店 201408 9784000075992 社会科学 経済
1972 中世　１１世紀から１６世紀後半 深尾京司　：　中村尚史　：　中林真幸【編】 岩波書店 201707 9784000114011 社会科学 経済
1973 近世　１６世紀末から１９世紀前半 深尾京司　：　中村尚史　：　中林真幸【編】 岩波書店 201708 9784000114028 社会科学 経済
1974 近代１　１９世紀後半から第一次世界大戦前（１９１３） 深尾京司　：　中村尚史　：　中林真幸【編】 岩波書店 201709 9784000114035 社会科学 経済
1975 近代２　第一次世界大戦期から日中戦争前（１９１４－１９３６） 深尾京司　：　中村尚史　：　中林真幸【編】 岩波書店 201711 9784000114042 社会科学 経済
1976 現代１　日中戦争期から高度成長期（１９３７－７２） 深尾京司　：　中村尚史　：　中林真幸【編】 岩波書店 201801 9784000114059 社会科学 経済
1977 現代２　安定成長期から構造改革期（１９７３－２０１０） 深尾京司　：　中村尚史　：　中林真幸【編】 岩波書店 201805 9784000114066 社会科学 経済
1978 一生使える見やすい資料のデザイン入門 森重湧太 インプレス 201601 9784844339632 社会科学 経済
1979 SDGsが生み出す未来のビジネス 水野雅弘 インプレス 202006 9784295008965 社会科学 経済
1980 SDGs思考 田瀬和夫 インプレス 202009 9784295009979 社会科学 経済
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1981 流入外国人と日本　：　人口減少への処方箋 石川義孝 海青社 201803 9784860993368 社会科学 経済
1982 渡米移民の教育　：　栞で読む日本人移民社会 横田睦子 大阪大学出版会 200312 4872591763 社会科学 経済
1983 多国籍企業の法的規制と責任 田中美穂 大阪大学出版会 200502 4872591860 社会科学 経済
1984 やりすぎの経済学 ハロルド・ウィンター【著】 大阪大学出版会 202001 9784872596168 社会科学 経済
1985 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【加筆・改訂】　：　大谷禎之介【訳】 大月書店 200910 4272111140 社会科学 経済
1986 どうして就職活動はつらいのか 双木あかり 大月書店 201504 9784272310517 社会科学 経済
1987 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 大月書店 201609 4272430998 社会科学 経済
1988 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 大月書店 201611 4272150413 社会科学 経済
1989 金融不安定性のマクロ動学 二宮健史郎［著］ 大月書店 201803 427211123X 社会科学 経済
1990 資本主義がわかる経済学 阿部太郎　：　大坂洋　：　大野隆 大月書店 201902 9784272111244 社会科学 経済
1991 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 201908 9784272521142 社会科学 経済
1992 貨幣経済と資本蓄積の理論　第２版 石倉雅男 大月書店 201908 9784272111268 社会科学 経済
1993 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 201910 9784272111275 社会科学 経済
1994 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 201911 9784272150441 社会科学 経済
1995 現代に生きるカール・ポランニー ギャレス・デイル【著】 大月書店 202009 9784272431038 社会科学 経済
1996 使える51の統計手法 菅民郎【監修】 オーム社 201909 9784274224072 社会科学 経済
1997 やさしい計量経済学 加藤久和 オーム社 201911 9784274224539 社会科学 経済
1998 Hyperledger Iroha 入門 コネクト株式会社【監修】 オーム社 202002 9784274224737 社会科学 経済
1999 Excelで学ぶ管理会計 長坂悦敬 オーム社 202010 9784274226113 社会科学 経済
2000 金融グローバリズムの経済学 萩原伸次郎 かもがわ出版 202001 9784780310665 社会科学 経済
2001 Ｒｉｓｋ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　：　Ｂａｓｉｃ　Ｔｈｅｏｒｙ　ａｎｄ　Ｃａｓｅ 亀井克之 関西大学出版部 201910 9784873547060 社会科学 経済
2002 フレデリック・テイラーとマネジメント思想 廣瀬幹好 関西大学出版部 201910 9784873547077 社会科学 経済
2003 Japan's Economic Relations with Africa in a Historical Perspective Katsuhiko Kitagawa 関西大学出版部 202002 9784873547121 社会科学 経済
2004 グローバリゼーションを規律するMoneyとJusticeの関係について 原田輝彦 関西大学出版部 202003 9784873547206 社会科学 経済
2005 進化経済学ハンドブック 進化経済学会【編】 共立出版 200609 9784320005723 社会科学 経済
2006 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】　：　神沼靖子【監修】 近代科学社 201807 9784764905726 社会科学 経済
2007 研究開発を成功に導くプログラムマネジメント 日本プロジェクトマネジメント協会 近代科学社 201809 9784764905764 社会科学 経済
2008 新 企業の研究者をめざす皆さんへ 丸山宏 近代科学社 201912 9784764906068 社会科学 経済
2009 「IT前提経営」が組織を変える 高柳寛樹 近代科学社Digital 202003 9784764960084 社会科学 経済
2010 今そこにある多言語なニッポン 柿原武史 くろしお出版 202006 9784874248362 社会科学 経済
2011 21世紀のビジネスにデザイン思考が必要な理由 佐宗邦威 クロスメディア・パブリッシング 201508 9784844374213 社会科学 経済
2012 デザイン×ビジネス デザインとは何か? 南雲治嘉 クロスメディア・パブリッシング 201612 9784295400387 社会科学 経済
2013 デザインの次に来るもの 安西洋之 クロスメディア・パブリッシング 201704 9784295400806 社会科学 経済
2014 おとしどころの見つけ方 世界一やさしい交渉学入門 松浦正浩 クロスメディア・パブリッシング 201812 9784295402534 社会科学 経済
2015 2025年、人は「買い物」をしなくなる 望月智之 クロスメディア・パブリッシング 201911 9784295403432 社会科学 経済
2016 New これからのデザイン経営 永井一史 クロスメディア・パブリッシング 202103 9784295405078 社会科学 経済
2017 新社会人の英語 : 若手社員がビジネスで最低限必要な英会話表現・英文Ｅメールテンプレート［音声DL＋EメールテンプレートDL付］ 海渡寛記 クロスメディア・ランゲージ 201904 9784295402978 社会科学 経済
2018 １９世紀アメリカの法と経済 折原卓美 慶應義塾大学出版会 199908 9784766407587 社会科学 経済
2019 株式持合と日本型経済システム 岡部光明 慶應義塾大学出版会 200201 9784766408942 社会科学 経済
2020 創発型組織モデルの構築　：　構造によって支配された静態的秩序から、人間の意志に 唐沢昌敬 慶應義塾大学出版会 200205 9784766409208 社会科学 経済
2021 マクロ経済と金融　．　入門編 石橋春男　：　関谷喜三郎 慶應義塾大学出版会 200206 9784766409260 社会科学 経済
2022 ストラテジック・コミュニケーション．戦略家への道　．　１ 岩下貢 慶應義塾大学出版会 200211 9784766409376 社会科学 経済
2023 ストラテジック・コミュニケーション．戦略的プレゼンテーション　．　２ 岩下貢 慶應義塾大学出版会 200211 9784766409383 社会科学 経済
2024 ストラテジック・コミュニケーション．グループミーティングの戦略　．　３ 岩下貢 慶應義塾大学出版会 200305 9784766409390 社会科学 経済



　※　2021.11　追加タイトル：Newの表示あり　 ebook list <KinoDen> 47/140

No. 書名 著者名 出版社名 出版年月 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分)

2025 ストラテジック・コミュニケーション．戦略的ネゴシエーション　．　４ 岩下貢 慶應義塾大学出版会 200308 9784766409406 社会科学 経済
2026 ストラテジック・コミュニケーション．論理的コミュニケーション戦略　．　５ 岩下貢 慶應義塾大学出版会 200402 9784766409413 社会科学 経済
2027 現代ロシアの経済構造 塩原俊彦 慶應義塾大学出版会 200404 9784766410679 社会科学 経済
2028 ストラテジック・コミュニケーション．ディベート戦略　．　６ 岩下貢 慶應義塾大学出版会 200408 9784766409420 社会科学 経済
2029 ストラテジック・コミュニケーション．戦略的マネジメント　．　７ 岩下貢 慶應義塾大学出版会 200504 9784766409437 社会科学 経済
2030 ＨＲＭマスターコース　：　人事スペシャリスト養成講座 須田敏子 慶應義塾大学出版会 200512 9784766412079 社会科学 経済
2031 組織自律力　：　マネジメント像の転換 佐藤剛 慶應義塾大学出版会 200609 9784766413076 社会科学 経済
2032 イノベーション創発論　：　セイコーエプソン・機器デザインセンターの挑戦 佐藤剛 慶應義塾大学出版会 200809 9784766415513 社会科学 経済
2033 複雑性の科学の原理　：　企業や社会を劇的に変える方法論 唐沢昌敬 慶應義塾大学出版会 200906 9784766416534 社会科学 経済
2034 インテリジェンス入門　第２版　：　利益を実現する知識の創造 北岡元 慶應義塾大学出版会 200910 9784766416824 社会科学 経済
2035 現代日本農業の政策過程 本間正義 慶應義塾大学出版会 201005 9784766417302 社会科学 経済
2036 ヒックスと時間　：　貨幣・資本理論と歴史理論の総合 小畑二郎 慶應義塾大学出版会 201105 9784766418200 社会科学 経済
2037 経済戦略のためのモデル分析入門 藤田康範 慶應義塾大学出版会 201107 9784766418538 社会科学 経済
2038 中国哲学と現代科学　：　気と理に導かれた「正しい経営」 唐沢昌敬 慶應義塾大学出版会 201305 9784766420494 社会科学 経済
2039 備えるＢＣＭから使えるＢＣＭへ　：　持続的な企業価値の創造に向けて 安井肇　：　あらた基礎研究所 慶應義塾大学出版会 201307 9784766420524 社会科学 経済
2040 経営人材を育てる！　：　ＣＥＯ人材欠乏症の日本を変える 慶応義塾大学ビジネス・スクール 慶應義塾大学出版会 201310 9784766420968 社会科学 経済
2041 排出権取引 西條辰義　：　草川孝夫 慶應義塾大学出版会 201311 9784766418637 社会科学 経済
2042 経済学ではこう考える 中島隆信 慶應義塾大学出版会 201405 9784766421330 社会科学 経済
2043 北海道経済の多面的分析　：　ＴＰＰによる所得増加への道筋 遠藤正寛 慶應義塾大学出版会 201408 9784766421613 社会科学 経済
2044 アントレプレナーの経営学　：　戦略・起業・イノベーション　．　１ エリック・ボール　：　ジョセフ・リピューマ【著】　：　國領二郎【監訳】 慶應義塾大学出版会 201603 4766422910 社会科学 経済
2045 アントレプレナーの経営学　：　リーダーシップ・組織・新トピックス　．　２ エリック・ボール　：　ジョセフ・リピューマ　：　國領二郎【監修】 慶應義塾大学出版会 201603 4766422929 社会科学 経済
2046 アントレプレナーの経営学　：　国際ビジネス・ファイナンス　．　３ エリック・ボール　：　ジョセフ・リピューマ　：　國領二郎【監訳】 慶應義塾大学出版会 201603 4766422937 社会科学 経済
2047 日本的雇用慣行は変化しているのか　：　本社人事部の役割 一守靖 慶應義塾大学出版会 201603 9784766423211 社会科学 経済
2048 幕藩制転換期の経済思想 小室正紀 慶應義塾大学出版会 201604 4766423321 社会科学 経済
2049 会計学の基本問題 友岡賛 慶應義塾大学出版会 201605 4766423445 社会科学 経済
2050 金融政策の「誤解」　：　“壮大な実験”の成果と限界 早川英男 慶應義塾大学出版会 201607 4766423569 社会科学 経済
2051 インドネシア国家と西カリマンタン華人　：　「辺境」からのナショナリズム形成 松村智雄 慶應義塾大学出版会 201702 4766423860 社会科学 経済
2052 日本経済史１６００－２０１５　：　歴史に読む現代 浜野潔　：　井奥成彦　：　中村宗悦 慶應義塾大学出版会 201704 4766423356 社会科学 経済
2053 歴史としての大衆消費社会　：　高度成長とは何だったのか？ 寺西重郎 慶應義塾大学出版会 201708 9784766424478 社会科学 経済
2054 ビギナーのための経済英語　第２版　：　経済・金融・証券・会計の基本用例３２０ 日向清人 慶應義塾大学出版会 201708 4766424522 社会科学 経済
2055 ルールなき省察　：　経済学方法論と現代科学論 Ｄ．ウェイド・ハンズ　：　高見典和 慶應義塾大学出版会 201803 9784766425086 社会科学 経済
2056 パーソナルファイナンス教育の理論と実証　：　大学生の消費者市民力の育成 橋長真紀子 慶應義塾大学出版会 201808 9784766425406 社会科学 経済
2057 地球が舞台　：　国際ＮＧＯ最前線からの活動報告 津守滋　【編著】 勁草書房 200210 4326601531 社会科学 経済
2058 ライブ・経済学の歴史　：　〈経済学の見取り図〉をつくろう 小田中直樹 勁草書房 200310 9784326550463 社会科学 経済
2059 功利主義は生き残るか　：　経済倫理学の構築に向けて 松嶋敦茂 勁草書房 200505 4326153822 社会科学 経済
2060 ケインズの経済思考革命　：　思想・理論・政策のパラダイム転換 浅野栄一 勁草書房 200506 4326550503 社会科学 経済
2061 社会を展望するゲーム理論　：　若き研究者へのメッセージ 鈴木光男 勁草書房 200710 9784326550579 社会科学 経済
2062 新版　マクロ経済学 菊本義治　：　佐藤真人　：　中谷武 勁草書房 200910 9784326503247 社会科学 経済
2063 国際開発学入門　：　開発学の学際的構築 大坪滋　：　木村宏恒　：　伊東早苗【編】 勁草書房 200912 9784326503278 社会科学 経済
2064 オペラと経済学　：　非合理的な合理性と合理的な非合理性のハーモニー 松本保美 勁草書房 201009 4326550651 社会科学 経済
2065 会社と社会を幸せにする健康経営 田中滋　：　川渕孝一　：　河野敏鑑【編著】 勁草書房 201010 432655066X 社会科学 経済
2066 ハイエク主義の「企業の社会的責任」論 楠茂樹 勁草書房 201011 432640261X 社会科学 経済
2067 セキュリティ経営　：　ポスト３．１１の復元力　（レジリエンス） 林紘一郎　：　田川　義博　：　浅井　達雄 勁草書房 201112 4326550686 社会科学 経済
2068 金融システムと金融規制の経済分析 花崎正晴　：　大瀧雅之　：　随清遠【編著】 勁草書房 201308 9784326503834 社会科学 経済
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2069 現代の経済思想 橋本努【編】 勁草書房 201410 9784326504022 社会科学 経済
2070 中国中小企業の起業・経営・人材管理　：　民営化企業の多様化に迫る 北蕾 勁草書房 201411 9784326348992 社会科学 経済
2071 戦略的リスク管理入門 ジェームズ・ラム　：　林康史【監訳】　：　茶野努【監訳】 勁草書房 201601 432650417X 社会科学 経済
2072 日中連関構造の経済分析 王在哲　：　宮川幸三　：　山田光男 勁草書房 201601 4326504196 社会科学 経済
2073 台湾企業の発展戦略　：　ケーススタディと勝利の方程式 朝元照雄 勁草書房 201607 4326504277 社会科学 経済
2074 平等主義の哲学　：　ロールズから健康の分配まで 広瀬巌　：　齊藤拓【訳】 勁草書房 201608 4326102535 社会科学 経済
2075 Ｒで学ぶ空間計量経済学入門 ジュセッペ・アルビア　：　堤盛人【監訳】 勁草書房 201608 4326504250 社会科学 経済
2076 完全理解ゲーム理論・契約理論 鈴木豊 勁草書房 201609 4326504307 社会科学 経済
2077 個性を活かす人材マネジメント　：　近未来型人事革新のシナリオ 谷内篤博 勁草書房 201609 4326550759 社会科学 経済
2078 新訂経営学講義 板倉宏昭 勁草書房 201711 9784326504411 社会科学 経済
2079 躍動する新規開業企業　：　パネルデータでみる時系列変化 日本政策金融公庫総合研究所【編】　：　深沼光　：　藤田一郎【著】 勁草書房 201807 9784326504466 社会科学 経済
2080 金融危機と対峙する「最後の貸し手」中央銀行　：　破綻処理を促す新たな発動原則の提言　バジョットを超えて 木下智博 勁草書房 201808 9784326504473 社会科学 経済
2081 岐路に立つ自営業　：　専門職の拡大と行方 仲修平 勁草書房 201811 9784326603138 社会科学 経済
2082 アジアはいかに発展したか　：　アジア開発銀行がともに歩んだ５０年 ピーター・マッコーリー【著】　：　浅沼信爾　：　小浜裕久監【訳】 勁草書房 201811 9784326504510 社会科学 経済
2083 経済学のための実験統計学 ピーター・Ｇ・モファット【著】　　：　川越敏司【監訳】 勁草書房 201812 9784326504527 社会科学 経済
2084 職場学習の心理学 伊東昌子 勁草書房 202002 9784326251391 社会科学 経済
2085 進化するＢＰＲ知識創造時代の事業構造改革　：　情報連携組織化による経営の工学的アプローチ 光國光七郎 コロナ社 201212 9784339024678 社会科学 経済
2086 システム方法論　：　システム的なものの見方・考え方 岩下基 コロナ社 201407 9784339024814 社会科学 経済
2087 ＩＣＴビジネス 榊俊吾 コロナ社 201504 9784339027884 社会科学 経済
2088 すぐわかる　応用計画数学 秋山孝正【編著】 コロナ社 201801 9784339028799 社会科学 経済
2089 会社は誰のものか 加藤裕則 彩流社 202002 9784779171062 社会科学 経済
2090 入門 空間計量経済学 Ｊ.ルサージ 彩流社 202004 9784779160011 社会科学 経済
2091 移民・難民・マイノリティ 羽場久美子【編著】 彩流社 202102 9784779127274 社会科学 経済
2092 経済系のための情報活用 櫻本健【編著】 実教出版 201910 9784407348262 社会科学 経済
2093 中東欧の資本主義と福祉システム　：　ポスト社会主義からどこへ 堀林巧 旬報社 201612 9784845114788 社会科学 経済
2094 ドイツの人事評価　：　民間労働者、公務員および学校教員に関する日独比較研究 藤内和公 旬報社 201712 9784845115075 社会科学 経済
2095 新版　図説　経済の論点 柴田努　：　新井大輔　：　森原康仁【編】 旬報社 201903 9784845115846 社会科学 経済
2096 アントレプレナーの教科書　新装版 スティーブン・Ｇ・ブランク【著】 翔泳社 201601 9784798143835 社会科学 経済
2097 ビジネスモデル・ナビゲーター オリヴァ－・ガスマン 翔泳社 201610 9784798146881 社会科学 経済
2098 ど素人でもわかる経営学の本 中川功一 翔泳社 201908 9784798160757 社会科学 経済
2099 デザインシンキング・プレイブック マイケル・リューリック 翔泳社 201909 9784798159508 社会科学 経済
2100 New 思考法図鑑 アンド 翔泳社 201910 9784798160948 社会科学 経済
2101 New Pythonで動かして学ぶ！あたらしいブロックチェーンの教科書 FLOC 翔泳社 201911 9784798159447 社会科学 経済
2102 経済・経営のための　数学教室　：　経済数学入門 小林　道正 裳華房 201411 478531561X 社会科学 経済
2103 ヴェブレンとその時代　：　いかに生き、いかに思索したか 稲上　毅 新曜社 201306 4788513404 社会科学 経済
2104 会計学原理　（プリンシプル・シリーズ） 友岡　賛 税務経理協会 201211 4419058803 社会科学 経済
2105 テキスト　経営分析 坂本　恒夫　：　鳥居　陽介 税務経理協会 201404 4419060751 社会科学 経済
2106 新財務諸表論　〔第５版〕 田中　弘 税務経理協会 201509 4419062762 社会科学 経済
2107 セミナー管理会計 門田安弘【編著】 税務経理協会 201604 9784419063153 社会科学 経済
2108 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 201610 9784419064051 社会科学 経済
2109 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 201709 9784419064150 社会科学 経済
2110 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 201709 9784419064167 社会科学 経済
2111 企業間管理と管理会計 浜田和樹 税務経理協会 201801 9784419064921 社会科学 経済
2112 会計基準の考え方 西川郁生 税務経理協会 201804 9784419065171 社会科学 経済
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2113 経営戦略の方程式 松崎和久 税務経理協会 201805 9784419064983 社会科学 経済
2114 グローバル化とイノベーションの経営学 秋野晶二　ほか【編著】 税務経理協会 201810 9784419065621 社会科学 経済
2115 財務会計の重要論点 桜井久勝 税務経理協会 201903 9784419066161 社会科学 経済
2116 ハンザ「同盟」の歴史　：　中世ヨーロッパの都市と商業 高橋理 創元社 201302 4422203371 社会科学 経済
2117 金融革命　１９８５～２００８　：　社会構造の大転換！そのメカニズム 服部正喜 創元社 201703 4422300695 社会科学 経済
2118 フィンテック　ＦｉｎＴｅｃｈ 大平公一郎 創元社 201906 9784422400365 社会科学 経済
2119 よい移民 ニケシュ・シュクラ【編】 創元社 201908 9784422360119 社会科学 経済
2120 中国経済とビジネスがわかる本 王　玉 大学教育出版 201805 4864295220 社会科学 経済
2121 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 201810 4864295360 社会科学 経済
2122 An ever normal granary and the solution for global prosperity 三宅康久 大学教育出版 202001 9784866920610 社会科学 経済
2123 1次関数で学ぶ経済学　改訂版 増田辰良 大学教育出版 202004 9784866920672 社会科学 経済
2124 社会の問題解決こそ、企業価値創造の源である 川北英隆 ダイヤモンド社 202001 9784478084700 社会科学 経済
2125 リスク・アプローチ監査論 石原俊彦 中央経済社 199803 4502156353 社会科学 経済
2126 中小企業組合の再生　：　組織活性化の理論と実践 山本貢 中央経済社 200305 4502368105 社会科学 経済
2127 継続企業監査論　：　ゴーイング・コンサーン問題の研究 林隆敏 中央経済社 200503 4502251100 社会科学 経済
2128 企業評価の組織論的研究　：　経営資源と組織能力の測定 藤田誠 中央経済社 200712 4502396400 社会科学 経済
2129 アメリカＳＥＣの会計政策　：　高品質で国際的な会計基準の構築に向けて 杉本徳栄 中央経済社 200903 4502294500 社会科学 経済
2130 現代フランス管理会計　：　会計、コントロール、ガバナンス 大下丈平 中央経済社 200907 4502297704 社会科学 経済
2131 暖簾の会計 山内暁 中央経済社 201003 450222720X 社会科学 経済
2132 日本企業の利益調整　：　理論と実証 首藤昭信 中央経済社 201003 4502225908 社会科学 経済
2133 モノづくり企業の技術経営　：　事業システムのイノベーション能力 山田基成 中央経済社 201006 4502677507 社会科学 経済
2134 社会的存在としての財務諸表監査 栗濱竜一郎 中央経済社 201101 4502237701 社会科学 経済
2135 ゲーム理論で考える企業会計　：　会計操作・会計規制・会計制度 田村威文 中央経済社 201102 4502237809 社会科学 経済
2136 新興大国ロシアの国際ビジネス　：　ビジネス立地と企業活動の進化 今井雅和 中央経済社 201103 450268340X 社会科学 経済
2137 会計制度の解明　：　ドイツとの比較による日本のグランドデザイン 坂本孝司 中央経済社 201103 4502434701 社会科学 経済
2138 日本企業のグループ再編　：　親会社－上場子会社間の資本関係の変化 大坪稔 中央経済社 201103 4502683701 社会科学 経済
2139 ビジネスモデルのグランドデザイン　：　顧客価値と利益の共創 川上昌直 中央経済社 201112 4502691801 社会科学 経済
2140 就活のための自分マーケティング : 戦略的思考で内定を勝ちとる！ 佐藤正弘 中央経済社 201112 9784502691607 社会科学 経済
2141 就活のリアル : いまどき就活の歩き方 福与弘己 中央経済社 201207 9784502698408 社会科学 経済
2142 Ｑ＆Ａ　発達障害・うつ・ハラスメントの労務対応　第2版 布施直春 中央経済社 202001 9784502332319 社会科学 経済
2143 貨幣と信用　：　純粋資本主義批判 大黒弘慈 東京大学出版会 200006 4130401726 社会科学 経済
2144 戦略的アウトソーシングの進化 西口敏宏 東京大学出版会 200008 4130401718 社会科学 経済
2145 銀行貸出の経済分析 堀江康煕 東京大学出版会 200107 4130401807 社会科学 経済
2146 グローバリズムと日本企業　：　組織としての多国籍企業 洞口治夫 東京大学出版会 200201 4130401858 社会科学 経済
2147 金融危機の経済分析 櫻川昌哉 東京大学出版会 200206 4130401920 社会科学 経済
2148 戦間期日本の経済政策史的研究 三和良一 東京大学出版会 200301 4130401955 社会科学 経済
2149 ケインズの理論　：　複合的視座からの研究 平井俊顕 東京大学出版会 200301 4130460749 社会科学 経済
2150 中央アジア体制移行経済の制度分析　：　政府－企業間関係の進化と経済成果 岩〓一郎 東京大学出版会 200411 413046082X 社会科学 経済
2151 競争秩序のポリティクス　：　ドイツ経済政策思想の源流 雨宮昭彦 東京大学出版会 200504 413040220X 社会科学 経済
2152 職場学習論　：　仕事の学びを科学する 中原淳 東京大学出版会 201011 9784130402507 社会科学 経済
2153 経営学習論　：　人材育成を科学する 中原淳 東京大学出版会 201208 9784130402576 社会科学 経済
2154 流動化する組織の意思決定　：　エージェント・ベース・アプローチ 稲水伸行 東京大学出版会 201401 4130461109 社会科学 経済
2155 人材開発研究大全 中原淳 東京大学出版会 201704 4130402803 社会科学 経済
2156 デザインマネジメント原論 デイビッド・ハンズ【著】 東京電機大学出版局 201905 9784501631802 社会科学 経済
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2157 詳説デザインマネジメント ソティリス・ララウニス【著】 東京電機大学出版局 202003 9784501632205 社会科学 経済
2158 契約と組織の経済学 柳川範之 東洋経済新報社 200004 4492312722 社会科学 経済
2159 ロジカル・シンキング 照屋華子 東洋経済新報社 200105 9784492531129 社会科学 経済
2160 ヤバい経済学〔増補改訂版〕　：　悪ガキ教授が世の裏側を探検する スティーヴン・Ｄ・レヴィット　：　スティーヴン・Ｊ・ダブナー　：　望月衛【訳】 東洋経済新報社 200705 4492313788 社会科学 経済
2161 超ヤバい経済学 スティーヴン・Ｄ．レヴィット　：　スティーヴン・Ｊ．ダブナー　：　望月衛【訳】 東洋経済新報社 201010 4492314067 社会科学 経済
2162 「１秒！」で財務諸表を読む方法【企業分析編】 : 会計知識を使って経済や企業戦略を読み解く本 小宮一慶 東洋経済新報社 201012 9784492602010 社会科学 経済
2163 ミクロ経済学Ｅｘｐｒｅｓｓｗａｙ 八田達夫 東洋経済新報社 201304 9784492813027 社会科学 経済
2164 ドラッカーと論語 安冨歩 東洋経済新報社 201407 4492045384 社会科学 経済
2165 創業三〇〇年の長寿企業はなぜ栄え続けるのか グロービス経営大学院　：　田久保善彦 東洋経済新報社 201410 4492533516 社会科学 経済
2166 世界は危機を克服する　：　ケインズ主義２．０ 野口旭 東洋経済新報社 201503 4492444114 社会科学 経済
2167 ヤバすぎる経済学　：　常識の箱から抜け出す最強ロジック スティーヴン・Ｄ．レヴィット　：　スティーヴン・Ｊ．ダブナー　：　望月衛【訳】 東洋経済新報社 201604 4492314776 社会科学 経済
2168 経済を見る眼　：　ビジネス現場で役立つ 伊丹敬之 東洋経済新報社 201701 4492314946 社会科学 経済
2169 集積の経済学　：　都市、産業立地、グローバル化 藤田昌久　：　ティス，ジャック・Ｆ．【著】　：　徳永澄憲 東洋経済新報社 201702 4492314938 社会科学 経済
2170 企業統治と成長戦略　：　ガバナンスの強化は何をもたらすのか 宮島英昭【編著】 東洋経済新報社 201703 4492533893 社会科学 経済
2171 新興国投資戦略　：　中国リスクとアジアの潜在成長力を読むヒント みずほ証券投資情報部 東洋経済新報社 201703 4492961208 社会科学 経済
2172 クルーグマン　ミクロ経済学（第２版） ポール・クルーグマン　：　ロビン・ウェルス【著】　：　大山道広 東洋経済新報社 201703 4492314822 社会科学 経済
2173 欲望の資本主義 丸山俊一　：　ＮＨＫ「欲望の資本主義」制作班 東洋経済新報社 201704 4492371192 社会科学 経済
2174 行動経済学入門 筒井義郎　：　佐々木俊一郎　：　山根承子 東洋経済新報社 201705 4492314970 社会科学 経済
2175 不道徳な見えざる手　：　自由市場は人間の弱みにつけ込む ジョージ・Ａ・アカロフ　：　ロバート・Ｊ・シラー　：　山形浩生【訳】 東洋経済新報社 201705 4492314989 社会科学 経済
2176 レヴィット　ミクロ経済学　基礎編 スティーヴン・レヴィット　：　オースタン・グールズビー　：　チャド・サイヴァ－ソ 東洋経済新報社 201705 4492314954 社会科学 経済
2177 業界分析ハンドブック : 経営戦略が評価される企業７５ みずほ証券エクイティ調査部 東洋経済新報社 201709 9784492762363 社会科学 経済
2178 ポストキャピタリズム　：　資本主義以後の世界 ポール・メイソン　：　佐々とも【訳】 東洋経済新報社 201710 4492315039 社会科学 経済
2179 スマートベータの取扱説明書　：　仕組みを理解して使いこなす 徳野明洋 東洋経済新報社 201710 4492733442 社会科学 経済
2180 最新　アメリカの会計原則（第２版） ＰｗＣあらた有限責任監査法人 東洋経済新報社 201710 4492602267 社会科学 経済
2181 会社四季報から始める企業分析　最強の会計力 : 会計的思考で企業経営は生まれ変わる／決定版 東洋経済新報社【編】 東洋経済新報社 201711 9784492970287 社会科学 経済
2182 マンキュー　マクロ経済学１入門篇（第４版）　．　１ マンキュー，Ｎ．グレゴリー　：　足立英之ほか【訳】 東洋経済新報社 201711 4492315047 社会科学 経済
2183 経済がわかる　論点５０　２０１８　．　２０１８ みずほ総合研究所 東洋経済新報社 201712 4492396373 社会科学 経済
2184 レヴィット　ミクロ経済学　発展編 スティーヴン・レヴィット　：　オースタン・グールズビー　：　チャド・サイヴァ－ソ 東洋経済新報社 201802 4492315004 社会科学 経済
2185 ベンチャー経営論 長谷川博和 東洋経済新報社 201802 4492502963 社会科学 経済
2186 経営組織論 鈴木竜太 東洋経済新報社 201802 4492502955 社会科学 経済
2187 金融政策の全論点　：　日銀審議委員５年間の記録 木内登英 東洋経済新報社 201803 4492654844 社会科学 経済
2188 デービッド・アトキンソン　生産性立国論　：　人口減少で「経済の常識」が根本から変わった デービッド・アトキンソン 東洋経済新報社 201803 4492396403 社会科学 経済
2189 決定版　ビットコイン＆ブロックチェーン 岡田仁志 東洋経済新報社 201804 4492681434 社会科学 経済
2190 欲望の資本主義２　：　闇の力が目覚める時　．　２ 丸山俊一　：　ＮＨＫ「欲望の資本主義」制作班 東洋経済新報社 201805 4492371222 社会科学 経済
2191 経営戦略原論 琴坂将広 東洋経済新報社 201807 4492534024 社会科学 経済
2192 マンキュー　マクロ経済学　：　応用篇（第４版）　．　２ Ｎ・グレゴリー・マンキュー【著】　：　足立英之　：　地主敏樹 東洋経済新報社 201808 4492315101 社会科学 経済
2193 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 東洋経済新報社 201902 9784492315125 社会科学 経済
2194 暴力と不平等の人類史 ウォルター・シャイデル【著】 東洋経済新報社 201906 9784492315163 社会科学 経済
2195 クルーグマン　マクロ経済学　第2版 ポール・クルーグマン 東洋経済新報社 201909 9784492314906 社会科学 経済
2196 人口減少社会のデザイン 広井良典 東洋経済新報社 201910 9784492396476 社会科学 経済
2197 経済がわかる　論点５０ みずほ総合研究所 東洋経済新報社 201911 9784492396483 社会科学 経済
2198 ゼロからつくるビジネスモデル 井上達彦 東洋経済新報社 201912 9784492534175 社会科学 経済
2199 決定版　リブラ 木内登英 東洋経済新報社 201912 9784492681466 社会科学 経済
2200 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 東洋経済新報社 202001 9784492315224 社会科学 経済
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2201 スティグリッツ　PROGRESSIVE CAPITALISM ジョセフ・Ｅ．スティグリッツ【著】 東洋経済新報社 202001 9784492315231 社会科学 経済
2202 無形資産が経済を支配する ジョナサン・ハスケル 東洋経済新報社 202001 9784492315248 社会科学 経済
2203 テキストブックＮＰＯ（第３版） 雨森孝悦 東洋経済新報社 202003 9784492100356 社会科学 経済
2204 岩井克人「欲望の貨幣論」を語る 丸山俊一 東洋経済新報社 202003 9784492371244 社会科学 経済
2205 「つながる世界」のサイバーリスク・マネジメント 佐々木良一【監修】 東洋経済新報社 202003 9784492534212 社会科学 経済
2206 金融読本　第31版 島村高嘉 東洋経済新報社 202004 9784492100363 社会科学 経済
2207 義理と人情の経済学 山村英司 東洋経済新報社 202004 9784492315279 社会科学 経済
2208 デジタル国富論 此本臣吾【監修】 東洋経済新報社 202004 9784492396506 社会科学 経済
2209 日本企業の勝算 デービッド・アトキンソン 東洋経済新報社 202004 9784492396520 社会科学 経済
2210 戦略コンサルタント　仕事の本質と全技法 : 「頭の知性」×「心の知性」×「プロフェッショナル・マインド」を鍛える最強のバイブル 遠藤功 東洋経済新報社 202004 9784492534205 社会科学 経済
2211 ブランシャール　マクロ経済学　第2版 オリヴィエ・ブランシャール【著】 東洋経済新報社 202004 9784492315293 社会科学 経済
2212 ブランシャール　マクロ経済学　第2版 オリヴィエ・ブランシャール【著】 東洋経済新報社 202004 9784492315286 社会科学 経済
2213 武器としての「資本論」 白井聡 東洋経済新報社 202004 9784492212417 社会科学 経済
2214 一橋ＭＢＡ　戦略分析ケースブック　事業創造編 沼上幹 東洋経済新報社 202005 9784492522264 社会科学 経済
2215 戦略の創造学 山脇秀樹 東洋経済新報社 202005 9784492534236 社会科学 経済
2216 コーチング・バイブル　（第4版） ヘンリー・キムジーハウス 東洋経済新報社 202007 9784492557945 社会科学 経済
2217 ネクスト・シェア ネイサン・シュナイダー【著】 東洋経済新報社 202008 9784492212424 社会科学 経済
2218 OODA Management（ウーダ・マネジメント） 原田勉 東洋経済新報社 202008 9784492534298 社会科学 経済
2219 コンフリクト・マネジメントの教科書 ピーター・Ｔ．コールマン 東洋経済新報社 202009 9784492557952 社会科学 経済
2220 ワイズカンパニー 野中郁次郎 東洋経済新報社 202009 9784492522301 社会科学 経済
2221 アフターバブル 小幡績 東洋経済新報社 202009 9784492396537 社会科学 経済
2222 アセモグル／レイブソン／リスト　入門経済学 ダロン・アセモグル 東洋経済新報社 202009 9784492315149 社会科学 経済
2223 １９２０年代の金融恐慌　：　福島県蚕糸業を事例として 栗原るみ 日本経済評論社 200006 9784818812055 社会科学 経済
2224 ２１世紀の協同組合原則　：　ＩＣＡアイデンティティ声明と宣言 イアン・マクファ－ソン【著】　：　日本協同組合学会【訳編】 日本経済評論社 200012 9784818813205 社会科学 経済
2225 地方官僚と儒者の経済思想 田中喜男 日本経済評論社 200109 9784818813700 社会科学 経済
2226 経済科学の根底 ルードヴィヒ・エルダー・フォン・ミーゼス【著】　：　村田稔雄【訳】 日本経済評論社 200206 9784818814264 社会科学 経済
2227 経済を読む　：　ケネーからピケティまで 根井雅弘 日本経済評論社 201510 4818823996 社会科学 経済
2228 近代日本の地方事業家　：　萬三商店小栗家と地域の工業化 中西聡　：　井奥成【編著】 日本経済評論社 201511 4818823929 社会科学 経済
2229 グローバル資本主義と新興経済 ＳＧＣＩＭＥ【編】 日本経済評論社 201512 9784818824034 社会科学 経済
2230 世界経済危機とその後の世界 柴田徳太郎 日本経済評論社 201603 4818824127 社会科学 経済
2231 「アベノミクス」の正体：政治の手段に貶められた日本経済　：　政治の手段に貶められた日本経済 相沢幸悦 日本経済評論社 201705 4818824577 社会科学 経済
2232 アダム・スミスの影 根井雅弘 日本経済評論社 201708 4818824739 社会科学 経済
2233 鈴木商店の経営破綻：横浜正金銀行から見た一側面 武田晴人 日本経済評論社 201709 4818824720 社会科学 経済
2234 異端の試み　：　日本経済史研究を読み解く 武田晴人 日本経済評論社 201710 4818824755 社会科学 経済
2235 国際通貨体制の動向 奥田宏司 日本経済評論社 201711 4818824798 社会科学 経済
2236 ケインズとケンブリッジのケインジアン　：　未完の「経済学革命」 ルイージ・Ｌ．パシネッティ【著】　：　渡会勝義【監訳】　：　内藤敦之 日本経済評論社 201711 481882481X 社会科学 経済
2237 複合危機：ゆれるグローバル経済 牧野裕　：　紺井博則　：　上川孝夫【編著】 日本経済評論社 201712 4818824828 社会科学 経済
2238 大塚久雄から資本主義と共同体を考える　：　コモンウィール・結社・ネーション 梅津順一　：　小野塚知二【編著】 日本経済評論社 201801 4818824836 社会科学 経済
2239 我が国の経済外交　．　２０１８ 外務省経済局 日本経済評論社 201801 4818824895 社会科学 経済
2240 金融危機は避けられないのか　：　不安定性仮説の現代的展開 青木達彦 日本経済評論社 201802 4818824860 社会科学 経済
2241 韓国経済発展の始動 金子文夫　：　宣在【編著】 日本経済評論社 201802 4818824852 社会科学 経済
2242 学歴と格差の経営史　：　新しい歴史像を求めて 若林幸男【編著】 日本経済評論社 201802 4818824887 社会科学 経済
2243 金融システムの不安定性と金融危機　：　日米英のバブルの発生と崩壊 清水正昭 日本経済評論社 201803 4818824933 社会科学 経済
2244 ドイツ歴史学派の研究 田村信一 日本経済評論社 201803 481882495X 社会科学 経済
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2245 資本主義的市場と恐慌の理論 江原慶 日本経済評論社 201804 4818824984 社会科学 経済
2246 協同組合のコモン・センス　：　歴史と理念とアイデンティティ 中川雄一郎 日本経済評論社 201805 4818824992 社会科学 経済
2247 金融化資本主義　：　生産なき利潤と金融による搾取 コスタス・ラパヴィツァス　【著】　：　斉藤美彦　【訳】 日本経済評論社 201806 9784818825000 社会科学 経済
2248 オルテス国民経済学 ジャンマリア・オルテス　：　藤井盛夫【訳】 日本経済評論社 201807 4818825050 社会科学 経済
2249 日本経済の構造と変遷 武田晴人　：　石井晋　：　池元有一　【編著】 日本経済評論社 201807 9784818824782 社会科学 経済
2250 知識労働と余暇活動 山田良治 日本経済評論社 201809 9784818825086 社会科学 経済
2251 戦後国際金融の歴史的諸相　：　帰結としての世界金融危機 入江恭平 日本経済評論社 201903 9784818825208 社会科学 経済
2252 我が国の経済外交　．　２０１９ 外務省経済局 日本経済評論社 201903 9784818825260 社会科学 経済
2253 協同による社会デザイン 小木曽洋司　：　向井清史　：　兼子厚之【編】 日本経済評論社 201904 9784818825284 社会科学 経済
2254 戦後日本の地域金融　：　バンカーたちの挑戦 伊藤正直　：　佐藤政則　：　杉山和雄【編著】 日本経済評論社 201905 9784818825161 社会科学 経済
2255 テュルゴーとアダム・スミス 中川辰洋 日本経済評論社 201909 9784818825321 社会科学 経済
2256 フランス古典経済学研究 平田清明【著】 日本経済評論社 201910 9784818825376 社会科学 経済
2257 満州国の自動車産業 老川慶喜 日本経済評論社 202003 9784818825543 社会科学 経済
2258 改訂版　地域構造の多様性と内発的発展 髙原一隆 日本経済評論社 202003 9784818825567 社会科学 経済
2259 我が国の経済外交2020 外務省経済局【編】 日本経済評論社 202003 9784818825581 社会科学 経済
2260 人口経済学入門 加藤久和 日本評論社 200105 4535552398 社会科学 経済
2261 入門経済学　第４版 伊藤元重 日本評論社 201502 4535558175 社会科学 経済
2262 ミクロ経済学　第３版 伊藤元重 日本評論社 201802 9784535558441 社会科学 経済
2263 ミクロ経済学　：　需要供給分析からの入門 上田薫 日本評論社 201803 9784535806115 社会科学 経済
2264 入門　公共経済学　第2版 土居丈朗 日本評論社 201803 9784535558915 社会科学 経済
2265 企業法入門　第5版 龍田節 日本評論社 201803 9784535523432 社会科学 経済
2266 部分識別入門 奥村綱雄 日本評論社 201809 9784535558939 社会科学 経済
2267 ゲーム理論 土橋俊寛 日本評論社 201811 9784535806122 社会科学 経済
2268 イノベーションと技術変化の経済学 岡田羊祐 日本評論社 201901 9784535559141 社会科学 経済
2269 はじめよう地域産業連関分析　基礎編　改訂版　 土居英二 日本評論社 201902 9784535559240 社会科学 経済
2270 資本主義はどこに向かうのか 堀内勉 日本評論社 201907 9784535559325 社会科学 経済
2271 経済学史 野原慎司 日本評論社 201907 9784535559271 社会科学 経済
2272 計量経済学のための数学 田中久稔 日本評論社 201908 9784535559295 社会科学 経済
2273 現代人口経済学 松浦司 日本評論社 202001 9784535559509 社会科学 経済
2274 動学マクロ経済学へのいざない 蓮見亮 日本評論社 202003 9784535559493 社会科学 経済
2275 最新　日本経済入門　第6版 小峰隆夫 日本評論社 202003 9784535559028 社会科学 経済
2276 New 経済学を味わう 市村英彦 日本評論社 202004 9784535559554 社会科学 経済
2277 New 進化する経済学の実証分析　新版 経済セミナ－編集部【編】 日本評論社 202008 9784535559769 社会科学 経済
2278 ガルブレイス　：　異端派経済学者の肖像 根井雅弘 白水社 201608 4560095124 社会科学 経済
2279 ケインズを読み直す　：　入門現代経済思想 根井雅弘【著】 白水社 201705 4560095574 社会科学 経済
2280 英語原典で読む経済学史 根井雅弘 白水社 201810 9784560096567 社会科学 経済
2281 貿易戦争の政治経済学　：　資本主義を再構築する ダニ・ロドリック【著】　：　岩本正明【訳】 白水社 201904 9784560096888 社会科学 経済
2282 移民とともに　：　計測・討論・行動するための人口統計学 フランソワ・エラン【著】　：　林昌宏【訳】 白水社 201904 9784560096918 社会科学 経済
2283 定本　現代イギリス経済学の群像 根井雅弘 白水社 201908 9784560097236 社会科学 経済
2284 ホモ・デジタリスの時代　：　ＡＩと戦うための（革命の）哲学 ダニエル・コーエン【著】　：　林昌宏【訳】 白水社 201909 9784560097212 社会科学 経済
2285 人口半減社会と戦う 小樽市人口減少問題研究会 白水社 201910 9784560097298 社会科学 経済
2286 英語原典で読む現代経済学 根井雅弘 白水社 202006 9784560097731 社会科学 経済
2287 日本のイノベーション　ＷＡＳＥＤＡから３５の提言　：　ベンチャーダイナミズム　．　１ 早稲田大学大学院商学研究科（ビジネス専攻）松田修一研究室　：　松田修一【監修】 白桃書房 201102 9784561265504 社会科学 経済
2288 日本のイノベーション　ＷＡＳＥＤＡから３５の提言　：　ベンチャー支援ダイナミズム　．　２ 早稲田大学大学院商学研究科（ビジネス専攻）松田修一研究室　：　松田修一【監修】 白桃書房 201102 9784561265511 社会科学 経済
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2289 日本のイノベーション　ＷＡＳＥＤＡから３５の提言　：　経営資源活用ダイナミズム　．　３ 早稲田大学大学院商学研究科（ビジネス専攻）松田修一研究室　：　松田修一【監修】 白桃書房 201102 9784561265528 社会科学 経済
2290 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 201102 9784561265542 社会科学 経済
2291 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 201102 9784561265566 社会科学 経済
2292 会計国際化の研究　：　国際会計制度の変遷とＩＦＲＳの現状分析 李相和 白桃書房 201102 9784561361947 社会科学 経済
2293 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 上野恭裕 白桃書房 201103 9784561265481 社会科学 経済
2294 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 201103 9784561361893 社会科学 経済
2295 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 201103 9784561961222 社会科学 経済
2296 働く人々のｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇと人的資源管理 小野公一 白桃書房 201106 9784561265573 社会科学 経済
2297 トイレ掃除の経営学　：　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　ａｓ　Ｐｒａｃｔｉｃｅアプローチからの研究 大森信 白桃書房 201108 9784561265689 社会科学 経済
2298 日本企業の合併買収と企業統治 葉聰明 白桃書房 201110 9784561265702 社会科学 経済
2299 ＣＳＲのマネジメント　：　イシューマイオピアに陥る企業 小山嚴也 白桃書房 201111 9784561265719 社会科学 経済
2300 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 古瀬公博 白桃書房 201112 9784561265818 社会科学 経済
2301 ガイダンス企業会計入門　第４版　：　手ほどき絵ほどきＡ　ｔｏ　Ｚ 山浦久司　：　広本敏郎過【編著】 白桃書房 201203 9784561351979 社会科学 経済
2302 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 201307 9784561266150 社会科学 経済
2303 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 201605 4561266828 社会科学 経済
2304 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 201606 4561226796 社会科学 経済
2305 イノベーションと内部非効率性　：　技術変化と企業行動の理論 關智一 白桃書房 201711 4561267026 社会科学 経済
2306 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 201801 4561963022 社会科学 経済
2307 ＩＴ会計帳簿論　：　ＩＴ会計帳簿が変える経営と監査の未来 中村元彦 白桃書房 201802 4561362207 社会科学 経済
2308 チャイナ・エコノミー　：　複雑で不透明な超大国　その見取り図と地政学へのインパクト アーサー・Ｒ・クローバー【著】　：　東方雅美【訳】 白桃書房 201802 9784561911395 社会科学 経済
2309 総合商社の本質　：　「価値創造」時代のビジネスモデルを探る 垰本一雄 白桃書房 201803 4561267077 社会科学 経済
2310 ファミリービジネスのイノベーション 玄場公規　【編著】 白桃書房 201804 456125711X 社会科学 経済
2311 3つの切り口からつかむ　図解中国経済 三尾幸吉郎 白桃書房 201908 9784561923046 社会科学 経済
2312 New 現代組織の情報セキュリティ・マネジメント　改訂版 税所哲郎 白桃書房 202005 9784561257431 社会科学 経済
2313 New 図解インド経済大全 佐藤隆広 白桃書房 202101 9784561923060 社会科学 経済
2314 移民・外国人と日本社会 小﨑敏男 原書房 201903 9784562092123 社会科学 経済
2315 ＡＳＥＡＮ経済共同体と日本　：　巨大統合市場の誕生 石川幸一　：　清水一史　：　助川成也【編著】 文眞堂 201312 9784830947780 社会科学 経済
2316 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 201408 9784830947728 社会科学 経済
2317 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 池本修一　：　田中宏【編著】 文眞堂 201412 9784830948329 社会科学 経済
2318 日産コンツェルン経営史研究 宇田川勝 文眞堂 201502 9784830948343 社会科学 経済
2319 はじめて学ぶ人のための経営学　ｖｅｒ．３ 片岡信之　：　斎藤毅憲　：　佐々木恒男 文眞堂 201503 9784830948503 社会科学 経済
2320 チェコの体制転換プロセスと直接投資 池本修一 文眞堂 201503 9784830948626 社会科学 経済
2321 アジアの企業間競争 橘川武郎　：　久保文克　：　佐々木聡 文眞堂 201504 9784830948497 社会科学 経済
2322 日本におけるバーナード理論研究 川端久夫 文眞堂 201505 9784830948480 社会科学 経済
2323 人的資源管理の基本　新版　第２版 白木三秀【編著】 文眞堂 201506 9784830949272 社会科学 経済
2324 企業不祥事の研究　：　経営者の視点から不祥事を見る 井上泉 文眞堂 201507 9784830948725 社会科学 経済
2325 ＡＳＥＡＮ経済統合の実態 浦田秀次郎　：　牛山隆一　：　可部繁三郎【編著】 文眞堂 201509 9784830948688 社会科学 経済
2326 企業家活動でたどるサステイナブル経営史　：　ＣＳＲ経営の先駆者に学ぶ 長谷川直哉【編著】 文眞堂 201603 9784830948848 社会科学 経済
2327 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 201609 9784830949142 社会科学 経済
2328 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 201704 9784830949401 社会科学 経済
2329 変わる北東アジアの経済地図　：　新秩序への連携と競争 伊集院敦　：　日本経済研究センター【編】 文眞堂 201707 9784830949166 社会科学 経済
2330 戦後日本の人口移動と家族変動 丸山洋平 文眞堂 201801 9784830949753 社会科学 経済
2331 構造主義経済学の探究 宮川典之 文眞堂 201801 9784830949760 社会科学 経済
2332 統合思考とＥＳＧ投資　：　長期的な企業価値創出メカニズムを求めて 長谷川直哉【編著】　：　宮崎正浩　：　村井秀樹 文眞堂 201803 9784830949883 社会科学 経済
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2333 人的資源管理の力 白木三秀【編著】 文眞堂 201804 9784830949791 社会科学 経済
2334 「ドル化」政策の検証 星野智樹 文眞堂 201804 9784830949814 社会科学 経済
2335 ヨーロッパ経済とユーロ　補訂版 川野祐司 文眞堂 201804 9784830949951 社会科学 経済
2336 経営学史研究の挑戦 経営学史学会【編】 文眞堂 201805 9784830949968 社会科学 経済
2337 キャッシュレス経済　：　２１世紀の貨幣論 川野祐司 文眞堂 201808 9784830950018 社会科学 経済
2338 ソーシャル・イノベーションを理論化する　：　切り拓かれる社会企業家の新たな実践 高橋勅徳　：　木村隆之　：　石黒督朗 文眞堂 201809 9784830949982 社会科学 経済
2339 Ｐ・Ｆ・ドラッカー　：　マネジメント思想の源流と展望 井坂康志 文眞堂 201809 9784830950063 社会科学 経済
2340 だれも置き去りにしない　：　フィリピンＮＧＯのソーシャル・ビジネス トーマス・グレイアム【著】　：　久米五郎太【監修・訳】 文眞堂 201809 9784830950001 社会科学 経済
2341 公益法人・ＮＰＯ法人と地域 現代公益学会【編】 文眞堂 201811 9784830950100 社会科学 経済
2342 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 文眞堂 201811 9784830949708 社会科学 経済
2343 グループ経営戦略論　：　企業グループの効率的運営に向けて 原正則 文眞堂 201812 9784830950032 社会科学 経済
2344 ＡＳＥＡＮの新輸出大国ベトナム トラン・ヴァン・トゥ　：　大木博巳　：　国際貿易投資研究所【編著】 文眞堂 201812 9784830950155 社会科学 経済
2345 アメリカ金融仲介システムの動態 神野光指郎 文眞堂 201901 9784830950117 社会科学 経済
2346 グローバリゼーションとは何か　：　液状化する世界を読み解く 伊豫谷登士翁 平凡社 200208 4582851509 社会科学 経済
2347 起業家の条件　：　ベンチャー企業２３の成功物語 黒崎誠 平凡社 200603 4582853137 社会科学 経済
2348 経済指標はこう読む　：　わかる・使える　４５項 永濱利廣 平凡社 200609 4582853390 社会科学 経済
2349 職場いじめ　：　あなたの上司はなぜキレる 金子雅臣 平凡社 200703 4582853633 社会科学 経済
2350 論理と心理で攻める　人を動かす交渉術 荘司雅彦 平凡社 200708 4582853854 社会科学 経済
2351 日本の１５大財閥　：　現代企業のルーツをひもとく 菊地浩之 平凡社 200902 4582854532 社会科学 経済
2352 会社はこれからどうなるのか 岩井克人 平凡社 200909 9784582766776 社会科学 経済
2353 日本の１５大同族企業 菊地浩之 平凡社 201003 4582855164 社会科学 経済
2354 経済学は死んだのか 奥村宏 平凡社 201004 4582855210 社会科学 経済
2355 日本人と不動産　：　なぜ土地に執着するのか 吉村愼治 平凡社 201102 4582855725 社会科学 経済
2356 「生き場」を探す日本人 下川裕治 平凡社 201106 458285592X 社会科学 経済
2357 インド財閥のすべて　：　躍進するインド経済の原動力 須貝信一 平凡社 201109 4582856047 社会科学 経済
2358 日本の地方財閥３０家　：　知られざる経済名門 菊地浩之 平凡社 201202 4582856306 社会科学 経済
2359 日本の７大商社　：　世界に類をみない最強のビジネスモデル 久保巖 平凡社 201205 4582856381 社会科学 経済
2360 国家が個人資産を奪う日 清水洋 平凡社 201305 4582856810 社会科学 経済
2361 増補　21世紀の国富論 原丈人 平凡社 201309 9784582836295 社会科学 経済
2362 貧困の哲学　．　上 ピエール＝ジョゼフ・プルードン　：　斉藤悦則【訳】 平凡社 201410 4582768202 社会科学 経済
2363 貧困の哲学　．　下 ピエール＝ジョゼフ・プルードン　：　斉藤悦則【訳】 平凡社 201411 4582768210 社会科学 経済
2364 最強通貨ドル時代の投資術 藤田勉 平凡社 201511 4582857949 社会科学 経済
2365 水滸伝に学ぶ組織のオキテ 稲田和浩 平凡社 201804 4582858732 社会科学 経済
2366 バブル経済とは何か 藤田勉 平凡社 201809 9784582858921 社会科学 経済
2367 経済学者はこう考えてきた 根井雅弘 平凡社 201810 9784582858938 社会科学 経済
2368 麦酒とテポドン 文聖姫 平凡社 201812 9784582859003 社会科学 経済
2369 カール・ポランニー伝 ギャレス・デイル【著】 平凡社 201907 9784582824889 社会科学 経済
2370 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 201703 4585260005 社会科学 経済
2371 現代日本の市民社会　：　サードセクター調査による実証分析 後房雄　：　坂本治也【編】 法律文化社 201903 9784589039910 社会科学 経済
2372 日本の経済学史 橘木俊詔 法律文化社 201910 9784589040350 社会科学 経済
2373 傷害保険の約款構造 吉澤卓哉 法律文化社 202002 9784589040541 社会科学 経済
2374 深く学べる国際金融 奥田宏司 法律文化社 202003 9784589040671 社会科学 経済
2375 経済政策入門 藤川清史【編】 法律文化社 202004 9784589040855 社会科学 経済
2376 国際通貨体制の論理と体系 奥田宏司 法律文化社 202006 9784589040909 社会科学 経済



　※　2021.11　追加タイトル：Newの表示あり　 ebook list <KinoDen> 55/140

No. 書名 著者名 出版社名 出版年月 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分)

2377 ブロックチェーンアプリケーション開発の教科書 加嵜長門 マイナビ出版 201801 9784839965136 社会科学 経済
2378 Excelからはじめるビッグデータ分析 針原森夫 マイナビ出版 201801 9784839964115 社会科学 経済
2379 でるとこだけのSPI マイナビ出版編集部【編】 マイナビ出版 202004 9784839972523 社会科学 経済
2380 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 マイナビ出版 202004 9784839972585 社会科学 経済
2381 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 202004 9784839972530 社会科学 経済
2382 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 202004 9784839972547 社会科学 経済
2383 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 202004 9784839972554 社会科学 経済
2384 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 202004 9784839972561 社会科学 経済
2385 内定獲得のメソッド　一般常識　即戦力 問題集 日本キャリアサポートセンター【問題作成】 マイナビ出版 202004 9784839972578 社会科学 経済
2386 内定獲得のメソッド　SPI　解法の極意 マイナビ出版編集部【編】 マイナビ出版 202004 9784839972516 社会科学 経済
2387 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【編】 マイナビ出版 202005 9784839972646 社会科学 経済
2388 要点マスター！　SPI 日本キャリアサポートセンター【問題作成】 マイナビ出版 202005 9784839972592 社会科学 経済
2389 要点マスター！　一般常識 日本キャリアサポートセンター【問題作成】 マイナビ出版 202005 9784839972608 社会科学 経済
2390 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 202005 9784839972615 社会科学 経済
2391 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 202005 9784839972653 社会科学 経済
2392 要点マスター！　就活マナー 美土路雅子 マイナビ出版 202005 9784839972622 社会科学 経済
2393 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 202005 9784839972639 社会科学 経済
2394 開発教育 田中治彦【編著】 学文社 200808 9784762017513 社会科学 経済
2395 開発教育で実践するESDカリキュラム (特活)開発教育協会内ESD開発教育カリキュラム研究会【編】 学文社 201008 9784762021022 社会科学 経済
2396 経営学と組織論の探究 松本芳男 学文社 201603 9784762026096 社会科学 経済
2397 時間かせぎの資本主義　：　いつまで危機を先送りできるか ウォルフガング・ストリーク　：　鈴木直 みすず書房 201602 4622079267 社会科学 経済
2398 交換・権力・文化　：　ひとつの日本中世社会論 桜井英治 みすず書房 201706 9784622086116 社会科学 経済
2399 大不平等　：　エレファントカーブが予測する未来 ブランコ・ミラノヴィッチ【著】　：　立木勝【訳】 みすず書房 201706 9784622086130 社会科学 経済
2400 例外時代　：　高度成長はいかに特殊であったのか マルク・レヴィンソン【著】　：　松本裕【訳】 みすず書房 201711 9784622086536 社会科学 経済
2401 ウェルス・マネジャー　富裕層の金庫番　：　世界トップ１％の資産防衛 ブルック・ハリントン【著】　：　庭田よう子【訳】 みすず書房 201802 9784622086802 社会科学 経済
2402 ビットコインはチグリス川を漂う　：　マネーテクノロジーの未来史 デイヴィッド・バーチ【著】　：　松本裕【訳】 みすず書房 201805 9784622086949 社会科学 経済
2403 変貌する資本主義と現代社会 正村俊之 有斐閣 201403 9784641173972 社会科学 経済
2404 公共経済学講義 須賀晃一【編】 有斐閣 201406 9784641164451 社会科学 経済
2405 基本経済条約集〔第2版〕 小寺彰 有斐閣 201408 9784641001459 社会科学 経済
2406 不正リスク管理・有事対応 山口利昭 有斐閣 201409 9784641136878 社会科学 経済
2407 条文から学ぶ独占禁止法 土田和博 有斐閣 201410 9784641144705 社会科学 経済
2408 新・金融商品取引法読本 河本一郎 有斐閣 201412 9784641136601 社会科学 経済
2409 企業の経済学 中林真幸 有斐閣 201412 9784641164437 社会科学 経済
2410 多国籍企業の量産知識 大木清弘 有斐閣 201412 9784641164529 社会科学 経済
2411 ミクロ経済学・入門〔新版〕 柳川隆 有斐閣 201503 9784641220478 社会科学 経済
2412 経営情報論〔新版補訂〕 遠山暁 有斐閣 201503 9784641220577 社会科学 経済
2413 経済法　第2版 泉水文雄 有斐閣 201504 9784641179288 社会科学 経済
2414 はじめての国際経営 中川功一 有斐閣 201504 9784641150171 社会科学 経済
2415 ケーススタディ経済法 大久保直樹 有斐閣 201504 9784641144767 社会科学 経済
2416 What's 経済学〔第3版補訂版〕 辻正次 有斐閣 201504 9784641220560 社会科学 経済
2417 現場の情報化 松嶋登 有斐閣 201505 9784641164598 社会科学 経済
2418 はじめて学ぶ国際金融論 永易淳 有斐閣 201509 9784641150249 社会科学 経済
2419 私たちと公共経済 寺井公子 有斐閣 201509 9784641150201 社会科学 経済
2420 入門証券市場論〔第3版補訂〕 釜江広志【編】 有斐閣 201509 9784641184299 社会科学 経済
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2421 独占禁止法概説〔第5版〕 根岸哲 有斐閣 201511 9784641144828 社会科学 経済
2422 ゲーム理論ワークブック 岡田章【監修・著】 有斐閣 201512 9784641164635 社会科学 経済
2423 新興国市場戦略論 天野倫文 有斐閣 201512 9784641164208 社会科学 経済
2424 製品開発の現地化 金煕珍 有斐閣 201512 9784641164666 社会科学 経済
2425 国際経営〔第4版〕 吉原英樹 有斐閣 201512 9784641220645 社会科学 経済
2426 経営戦略〔第3版〕 大滝精一 有斐閣 201603 9784641220652 社会科学 経済
2427 組織の経済学入門〔改訂版〕 菊沢研宗 有斐閣 201603 9784641164765 社会科学 経済
2428 企業会計入門〔補訂版〕 斎藤静樹 有斐閣 201603 9784641164772 社会科学 経済
2429 経営の再生〔第4版〕 高橋伸夫 有斐閣 201603 9784641164703 社会科学 経済
2430 組織のなかで人を育てる 佐藤厚 有斐閣 201604 9784641164758 社会科学 経済
2431 大戦後資本主義の変質と展開 井村喜代子【著】 有斐閣 201605 9784641164536 社会科学 経済
2432 経済法〔第9版〕 岸井大太郎 有斐閣 202003 9784641221512 社会科学 経済
2433 マクロ経済学〔新版〕 平口良司 有斐閣 202004 9784641150768 社会科学 経済
2434 M&Aの新たな展開 藤田友敬【編】 有斐閣 202005 9784641138353 社会科学 経済
2435 独禁法務の実践知 長澤哲也 有斐閣 202006 9784641138407 社会科学 経済
2436 一九三九年の在日朝鮮人観 木村健二 ゆまに書房 201710 9784843352984 社会科学 経済
2437 会社の誕生 高村直助 吉川弘文館 201710 9784642754057 社会科学 経済
2438 「通商国家」日本の情報戦略　：　領事報告をよむ 角山榮 吉川弘文館 201802 4642067582 社会科学 経済
2439 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 水野忠尚 早稲田大学出版部 201803 9784657188014 社会科学 経済
2440 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 201801 4272111221 社会科学 経済
2441 地方財政論　：　受益と負担関係明確化へのシナリオ 平野正樹 慶應義塾大学出版会 200210 9784766409642 社会科学 経済
2442 中国の経済成長と土地・債務問題　：　政府間財政システムにおける「競争」と「調整」 徐一睿 慶應義塾大学出版会 201407 9784766421576 社会科学 経済
2443 環境税の日独比較　：　財政学から見た租税構造と導入過程 佐藤一光 慶應義塾大学出版会 201611 4766423801 社会科学 経済
2444 テキスト地方財政論　：　公共経済学的アプローチの可能性 長沼進一 勁草書房 201101 4326503459 社会科学 経済
2445 アメリカの補助金と州・地方財政　：　ジョンソン政権からオバマ政権へ 川瀬憲子 勁草書房 201202 9784326503629 社会科学 経済
2446 市町村人口規模と財政 古川章好 勁草書房 201202 9784326549597 社会科学 経済
2447 スタンダード所得税法　第２版補正版 佐藤英明 弘文堂 201803 9784335357466 社会科学 経済
2448 脱税と制裁　増補版 佐藤英明 弘文堂 201810 9784335320644 社会科学 経済
2449 社会資本整備の空間経済分析 小池淳司 コロナ社 201901 9784339052343 社会科学 経済
2450 財政とは何か 内山　昭 税務経理協会 201407 4419061065 社会科学 経済
2451 財政学 関野　満夫 税務経理協会 201603 4419063262 社会科学 経済
2452 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 201609 4419063769 社会科学 経済
2453 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 201610 4419063777 社会科学 経済
2454 租税法令の読み方・書き方講座 青木丈 税務経理協会 201804 9784419065188 社会科学 経済
2455 New 地域創生と未来志向型官民連携 日本政策投資銀行 ダイヤモンド社 202012 9784478084830 社会科学 経済
2456 おどる民だます国　：　英国南海泡沫事件顛末記 小林彰夫 千倉書房 200812 4805109157 社会科学 経済
2457 ホームラン・ボールを拾って売ったら二回課税されるのか 浅妻章如 中央経済社 202002 9784502331718 社会科学 経済
2458 税法がわかる３０話 阿部徳幸 中央経済社 202003 9784502330612 社会科学 経済
2459 入門　課税要件論 木山泰嗣 中央経済社 202004 9784502341212 社会科学 経済
2460 費用便益分析の基礎 常木淳 東京大学出版会 200008 4130401734 社会科学 経済
2461 結合企業課税の理論 増井良啓 東京大学出版会 200203 4130361198 社会科学 経済
2462 地方分権の財政学　：　原点からの再構築 持田信樹 東京大学出版会 200404 4130460811 社会科学 経済
2463 政府の隠れ資産 ダグ・デッター　：　ステファン・フォルスター　：　小坂恵理【訳】 東洋経済新報社 201702 4492212302 社会科学 経済
2464 人はなぜ税を払うのか 浜矩子 東洋経済新報社 202005 9784492610633 社会科学 経済
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2465 地方財政・公会計制度の国際比較 関口智【編著】 日本経済評論社 201602 4818824186 社会科学 経済
2466 地域間ヤードスティック競争の経済学 西垣泰幸 日本経済評論社 201712 4818824844 社会科学 経済
2467 個人所得課税の公平性と効率性　：　マイクロシミュレーションによる実証分析 金田陸幸 日本経済評論社 201810 9784818825116 社会科学 経済
2468 中江兆民と財政民主主義　（増補改訂版） 渡瀬義男 日本経済評論社 201901 9784818825185 社会科学 経済
2469 途上国財政論　：　グローバリゼーションと財政の国際化 船津潤 日本経済評論社 201910 9784818825451 社会科学 経済
2470 入門　財政学 土居丈朗 日本評論社 201704 9784535041196 社会科学 経済
2471 日本のインフラ輸出の現在を読み解く 江崎康弘 文眞堂 201803 9784830949838 社会科学 経済
2472 財政破綻の?を暴く 髙橋洋一 平凡社 201904 9784582859096 社会科学 経済
2473 現代税法と納税者の権利 三木義一先生古稀記念論文集編集委員会【編】 法律文化社 202005 9784589040695 社会科学 経済
2474 租税法と市場 金子宏 有斐閣 201407 9784641131668 社会科学 経済
2475 日本の地方財政 神野直彦 有斐閣 201410 9784641164482 社会科学 経済
2476 クロスボーダー取引課税のフロンティア 中里実 有斐閣 201412 9784641131705 社会科学 経済
2477 現代財政を学ぶ 池上岳彦【編】 有斐閣 201503 9784641184244 社会科学 経済
2478 よくわかる法人税法入門〔第2版〕 三木義一【編著】 有斐閣 201504 9784641281370 社会科学 経済
2479 財政のエッセンス 西村幸浩 有斐閣 201509 9784641150232 社会科学 経済
2480 税法入門〔第7版〕 金子宏 有斐閣 201604 9784641091597 社会科学 経済
2481 所得課税の国際的側面 渕圭吾 有斐閣 201608 9784641227125 社会科学 経済
2482 租税法〔第2版〕 岡村忠生 有斐閣 202002 9784641221529 社会科学 経済
2483 New 問題解決ができる！ 武器としてのデータ活用術 柏木吉基 翔泳社 201910 9784798160467 社会科学 統計
2484 New 事例で学ぶ！あたらしいデータサイエンスの教科書 岩崎学 翔泳社 201912 9784798158228 社会科学 統計
2485 統計学への招待 日本経営数学会【監修】 税務経理協会 201805 9784419065133 社会科学 統計
2486 国際比較統計索引 2020 日外アソシエーツ株式会社【編】 日外アソシエーツ 202004 9784816928215 社会科学 統計
2487 行政記録と統計制度の理論　：　インド統計改革の最前線から 岡部純一 日本経済評論社 201809 4818825069 社会科学 統計
2488 セクシュアルマイノリティ　第3版 セクシュアルマイノリティ教職員ネットワーク【編】 明石書店 201209 9784750336732 社会科学 福祉
2489 生まれ、育つ基盤 松本伊智朗【編集代表・編著】 明石書店 201903 9784750347899 社会科学 福祉
2490 遊び・育ち・経験 松本伊智朗【編集代表】 明石書店 201905 9784750348063 社会科学 福祉
2491 支える・つながる 松本伊智朗【編集代表】 明石書店 201905 9784750348087 社会科学 福祉
2492 ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた　：　あなたがあなたらしくいられるための２９問 佐藤文香【監修】　：　一橋大学社会学部佐藤文香ゼミ生一同【著】 明石書店 201906 9784750348520 社会科学 福祉
2493 パパは女子高生だった 前田良 明石書店 201910 9784750348957 社会科学 福祉
2494 芝園団地に住んでいます 大島隆 明石書店 201910 9784750348940 社会科学 福祉
2495 「働くこと」の哲学 稲垣久和 明石書店 201911 9784750349251 社会科学 福祉
2496 「移民時代」の多文化共生論 松尾知明 明石書店 202002 9784750349671 社会科学 福祉
2497 教える・学ぶ 松本伊智朗【編集代表】 明石書店 202003 9784750347905 社会科学 福祉
2498 新版　Q&A　少年非行を知るための基礎知識 村尾泰弘 明石書店 202003 9784750350028 社会科学 福祉
2499 大人になる・社会をつくる 松本伊智朗【編集代表】 明石書店 202004 9784750348070 社会科学 福祉
2500 New 介護人類学事始め 林美枝子 明石書店 202005 9784750350165 社会科学 福祉
2501 サイバーハラスメント ダニエル・キーツ・シトロン【著】 明石書店 202006 9784750350226 社会科学 福祉
2502 その指導、子どものため？　おとなのため？　ユニセフ「子どもの権利とスポーツの原則」実践のヒント 日本ユニセフ協会「子どもの権利とスポーツの原則」起草委員会【編】 明石書店 202006 9784750350189 社会科学 福祉
2503 New ソーシャルワークの哲学的基盤 フレデリック・G・リーマー【著】 明石書店 202007 9784750350431 社会科学 福祉
2504 リモートワーク リセット・サザーランド 明石書店 202008 9784750350493 社会科学 福祉
2505 精神障害者が語る恋愛と結婚とセックス YPS横浜ピアスタッフ協会 明石書店 202008 9784750350530 社会科学 福祉
2506 New コミュニティの幸福論 桜井政成 明石書店 202009 9784750350899 社会科学 福祉
2507 New アルコホーリクス・アノニマスの歴史 アーネスト・カーツ【著】 明石書店 202009 9784750350769 社会科学 福祉
2508 New いっしょに考える外国人支援 南野奈津子【編著】 明石書店 202009 9784750350929 社会科学 福祉
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2509 New 女性の世界地図 ジョニー・シーガー【著】 明石書店 202010 9784750350844 社会科学 福祉
2510 New ソーシャルワーク実践のためのカルチュラルコンピテンス シーラ・ファーネス 明石書店 202011 9784750351100 社会科学 福祉
2511 New 「3密」から「3疎」への社会戦略 金光淳 明石書店 202011 9784750350998 社会科学 福祉
2512 New 医療福祉論 村上武敏 明石書店 202012 9784750350950 社会科学 福祉
2513 New 日常生活に埋め込まれたマイクロアグレッション デラルド・ウィン・スー【著】 明石書店 202012 9784750351179 社会科学 福祉
2514 New 無意識のバイアス ジェニファー・エバーハート【著】 明石書店 202012 9784750351230 社会科学 福祉
2515 New ヒューマンライブラリーへの招待 坪井健 明石書店 202012 9784750351377 社会科学 福祉
2516 New アンダークラス化する若者たち 宮本みち子 明石書店 202103 9784750351520 社会科学 福祉
2517 New 公正社会のビジョン 水島治郎 明石書店 202104 9784750351599 社会科学 福祉
2518 New 韓国のミドルクラスと朝鮮戦争 崔銀姫 明石書店 202104 9784750351872 社会科学 福祉
2519 New 必携　市区町村子ども家庭総合支援拠点スタートアップマニュアル 鈴木秀洋 明石書店 202105 9784750351216 社会科学 福祉
2520 New 元職員による徹底検証　相模原障害者殺傷事件 西角純志 明石書店 202105 9784750352015 社会科学 福祉
2521 New ハーベン ハーベン・ギルマ【著】 明石書店 202105 9784750352091 社会科学 福祉
2522 New 日本の移民統合 永吉希久子【編】 明石書店 202106 9784750352022 社会科学 福祉
2523 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【編】 朝倉書店 201404 9784254266436 社会科学 福祉
2524 英語の面接　直前5時間の技術 花田七星 アルク 201510 9784757426580 社会科学 福祉
2525 改訂版　多文化共生のコミュニケーション 徳井厚子 アルク 202004 9784757436084 社会科学 福祉
2526 カルチュラル・スタディーズ 吉見俊哉 岩波書店 200009 9784000264310 社会科学 福祉
2527 ジェンダー／セクシュアリティ 田崎英明 岩波書店 200009 9784000264334 社会科学 福祉
2528 フェミニズム 竹村和子 岩波書店 200010 9784000264327 社会科学 福祉
2529 クイア・スタディーズ 河口和也 岩波書店 200312 9784000270045 社会科学 福祉
2530 暴力 上野成利 岩波書店 200603 9784000270090 社会科学 福祉
2531 難民 市野川容孝 岩波書店 200706 9784000270052 社会科学 福祉
2532 女性学／男性学 千田有紀 岩波書店 200911 9784000283267 社会科学 福祉
2533 社会学 市野川容孝 岩波書店 201206 9784000283304 社会科学 福祉
2534 新しい公共と市民社会の定量分析 〓永佳甫 大阪大学出版会 201202 4872593960 社会科学 福祉
2535 分断社会と若者の今 吉川徹　：　狭間諒多朗【編】 大阪大学出版会 201903 9784872596793 社会科学 福祉
2536 やさしい調査のコツ　新版 森靖雄 大月書店 200503 9784272330423 社会科学 福祉
2537 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 大月書店 201612 4272360884 社会科学 福祉
2538 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 大月書店 201706 427215043X 社会科学 福祉
2539 保育と憲法　：　個人の尊厳ってこれだ！ 川口　創　：　平松知子 大月書店 201708 4272412507 社会科学 福祉
2540 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 大月書店 201709 4272360906 社会科学 福祉
2541 共に生きるための障害福祉学入門 結城俊哉［編］ 大月書店 201803 4272412396 社会科学 福祉
2542 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 大月書店 201804 4272360914 社会科学 福祉
2543 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 201808 4272412523 社会科学 福祉
2544 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 大月書店 201810 9784272310531 社会科学 福祉
2545 「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 大月書店 201902 9784272521111 社会科学 福祉
2546 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 201902 9784272350452 社会科学 福祉
2547 「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 大月書店 201903 9784272521128 社会科学 福祉
2548 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 201907 9784272111251 社会科学 福祉
2549 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 201908 9784272310548 社会科学 福祉
2550 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 201909 9784272330973 社会科学 福祉
2551 いのちを選ばないで 藤井克徳 大月書店 201912 9784272360925 社会科学 福祉
2552 ファシズムの教室 田野大輔 大月書店 202004 9784272211234 社会科学 福祉
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2553 私たちはふつうに老いることができない 児玉真美 大月書店 202005 9784272360932 社会科学 福祉
2554 デンマークの女性が輝いているわけ 澤渡夏代ブラント 大月書店 202006 9784272350469 社会科学 福祉
2555 これからの男の子たちへ 太田啓子 大月書店 202008 9784272350476 社会科学 福祉
2556 カウンセリングで何ができるか　改訂新版 信田さよ子 大月書店 202010 9784272360949 社会科学 福祉
2557 New 地域包括ケア時代の 地域包括支援センター 髙橋紘士 オーム社 202105 9784274222962 社会科学 福祉
2558 夫婦・カップルのためのアサーション 野末武義 金子書房 201508 9784760832613 社会科学 福祉
2559 発達障害のある人の就労支援 柘植雅義【監修】 金子書房 201510 9784760895441 社会科学 福祉
2560 ソーシャル・マジョリティ研究　：　コミュニケーション学の共同創造 綾屋紗月【編】 金子書房 201811 9784760826681 社会科学 福祉
2561 セルフ・キャリアドック入門 高橋浩 金子書房 201909 9784760826735 社会科学 福祉
2562 グループディスカッション 西口利文 金子書房 202009 9784760824359 社会科学 福祉
2563 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 201812 9784780309874 社会科学 福祉
2564 デートＤＶ予防学　：　シングル単位思考法でわかる 伊田広行 かもがわ出版 201812 9784780309959 社会科学 福祉
2565 体罰と戦争　：　人類のふたつの不名誉な伝統 森田ゆり かもがわ出版 201904 9784780309867 社会科学 福祉
2566 過労死は防げる　：　弁護士・労働組合が今、伝えたいこと 連合大阪法曹団有志　：　連合大阪非正規労働センター【編著】 かもがわ出版 201905 9784780310177 社会科学 福祉
2567 ヒロシマのソーシャルワーク　：　不条理の是正という本質に迫る 原爆被害者相談員の会【編著】 かもがわ出版 201908 9784780310399 社会科学 福祉
2568 扉を開けて 共同通信ひきこもり取材班 かもがわ出版 201912 9784780310627 社会科学 福祉
2569 保育者のための外国人保護者支援の本 咲間まり子【監修】 かもがわ出版 202002 9784780310672 社会科学 福祉
2570 辰巳経世著作集　：　治安維持法体制と闘った経済学者 辰巳経世【著】　：　鯵坂真【編】 関西大学出版部 201901 9784873546827 社会科学 福祉
2571 大学生、福島を聴く 橋口勝利 関西大学出版部 202003 9784873547152 社会科学 福祉
2572 メディア技術史　改訂版 飯田豊【編著】 北樹出版 201704 9784779305320 社会科学 福祉
2573 気候変動下の水・土砂災害適応策　：　社会実装に向けて 国土文化研究所【監修】　：　池田　駿介　：　小松　利光 近代科学社 201611 9784764905306 社会科学 福祉
2574 心理師、関係者、当事者のための実践テキスト　発達障碍のある人と共に育ち合う　「あなた」と「私」の生涯発達と当事者の視点 大倉得史 金芳堂 202011 9784765318464 社会科学 福祉
2575 現代社会と労働 菊野一雄 慶應義塾大学出版会 200310 9784766410228 社会科学 福祉
2576 日本型賃金制度の行方　：　日英の比較で探る職務・人・市場 須田敏子 慶應義塾大学出版会 200408 9784766410884 社会科学 福祉
2577 消費者法の新展開 宗田貴行 慶應義塾大学出版会 200910 9784766416947 社会科学 福祉
2578 ニュースの普及過程分析 青池慎一 慶應義塾大学出版会 201210 9784766419641 社会科学 福祉
2579 消費するインドネシア 倉沢愛子 慶應義塾大学出版会 201304 9784766420159 社会科学 福祉
2580 社会保障費用統計の理論と分析　：　事実に基づく政策論議のために 国立社会保障・人口問題研究所【編】　：　西村周三【監修】 慶應義塾大学出版会 201403 9784766421262 社会科学 福祉
2581 社会保護政策論　：　グローバル健康福祉社会への政策提言 真屋尚生 慶應義塾大学出版会 201405 9784766421095 社会科学 福祉
2582 福澤諭吉とフリーラヴ 西沢直子 慶應義塾大学出版会 201411 9784766421163 社会科学 福祉
2583 新しい消費者教育　：　これからの消費生活を考える 日本消費者教育学会関東支部【監修】　：　神山久美　：　中村年春 慶應義塾大学出版会 201602 4766423070 社会科学 福祉
2584 失業なき雇用流動化　：　成長への新たな労働市場改革 山田久 慶應義塾大学出版会 201605 4766423453 社会科学 福祉
2585 多文化「共創」社会入門　：　移民・難民とともに暮らし、互いに学ぶ社会へ 小泉康一　：　川村千鶴子 慶應義塾大学出版会 201610 4766423712 社会科学 福祉
2586 いのちに国境はない　：　多文化「共創」の実践者たち 川村千鶴子 慶應義塾大学出版会 201702 4766423933 社会科学 福祉
2587 Ｆｕｋｕｚａｗａ　Ｙｕｋｉｃｈｉ　ｏｎ　Ｗｏｍｅｎ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｆａｍｉｌｙ 福沢諭吉【著】　：　ヘレン・ボールハチェット【訳】 慶應義塾大学出版会 201703 9784766424140 社会科学 福祉
2588 消費者教育学の地平 西村隆男 慶應義塾大学出版会 201703 4766424115 社会科学 福祉
2589 福祉技術と都市生活　：　高齢者・障がい者・外国人・子どもと親への配慮 西山敏樹 慶應義塾大学出版会 201704 9784766424133 社会科学 福祉
2590 分断と対話の社会学　：　グローバル社会を生きるための想像力 塩原良和 慶應義塾大学出版会 201704 4766424239 社会科学 福祉
2591 人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか 玄田有史 慶應義塾大学出版会 201704 4766424077 社会科学 福祉
2592 人間関係の理解と心理臨床　：　家庭・園・学校・施設・職場の問題解決のために 吉川晴美　：　松井知子【編著】 慶應義塾大学出版会 201709 4766424662 社会科学 福祉
2593 失踪の社会学　：　親密性と責任をめぐる試論 中森弘樹 慶應義塾大学出版会 201710 4766424816 社会科学 福祉
2594 正規の世界・非正規の世界　：　現代日本労働経済学の基本問題 神林龍 慶應義塾大学出版会 201711 4766424824 社会科学 福祉
2595 入門メディア・コミュニケーション 山腰修三【編著】 慶應義塾大学出版会 201711 4766424441 社会科学 福祉
2596 多様化する日本人の働き方　：　非正規・女性・高齢者の活躍の場を探る 阿部正浩　：　山本勲 慶應義塾大学出版会 201801 4766424948 社会科学 福祉
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2597 少子高齢時代の女性と家族　：　パネルデータから分かる日本のジェンダーと親子関係の変容 津谷典子　：　阿藤誠　：　西岡八郎 慶應義塾大学出版会 201802 9784766424980 社会科学 福祉
2598 朝鮮引揚げと日韓国交正常化交渉への道 朴敬〓 慶應義塾大学出版会 201805 9784766425208 社会科学 福祉
2599 日本のセーフティーネット格差 酒井正 慶應義塾大学出版会 202002 9784766426496 社会科学 福祉
2600 戦後所得保障制度の検証 村上貴美子 勁草書房 200006 4326601361 社会科学 福祉
2601 統合される男女の職場 首藤若菜 勁草書房 200312 9784326648597 社会科学 福祉
2602 変わる働き方とキャリア・デザイン 佐藤博樹【編著】 勁草書房 200402 9784326502486 社会科学 福祉
2603 占領下の女性労働改革　：　保護と平等をめぐって 豊田真穂 勁草書房 200701 9784326648757 社会科学 福祉
2604 リバタリアニズムと最小福祉国家　：　制度的ミニマリズムをめざして 橋本祐子 勁草書房 200801 4326153946 社会科学 福祉
2605 何が育児を支えるのか　：　中庸なネットワークの強さ 松田茂樹 勁草書房 200801 4326602082 社会科学 福祉
2606 女性が福祉社会で生きるということ 杉本貴代栄 勁草書房 200805 4326602104 社会科学 福祉
2607 グローバリゼーションと国際強制移動 小泉康一 勁草書房 200903 432660218X 社会科学 福祉
2608 「子ども」語りの社会学　：　近現代日本における教育言説の歴史 元森絵里子 勁草書房 200910 9784326602247 社会科学 福祉
2609 揺らぐ子育て基盤　：　少子化社会の現状と困難 松田茂樹　：　汐見和恵　：　品田知美 勁草書房 201001 4326602252 社会科学 福祉
2610 中国労働市場のジェンダー分析　：　経済・社会システムからみる都市部就業者 石塚浩美 勁草書房 201005 4326602295 社会科学 福祉
2611 結婚の壁　：　非婚・晩婚の構造 佐藤博樹　：　永井暁子　：　三輪　哲【編著】 勁草書房 201010 4326602309 社会科学 福祉
2612 合意形成学 猪原健弘　：　今田高俊　　他 勁草書房 201103 4326301961 社会科学 福祉
2613 社会福祉の成立と課題 井村圭壯　：　相澤譲治【編著】 勁草書房 201202 4326700726 社会科学 福祉
2614 「ゲイコミュニティ」の社会学 森山至貴 勁草書房 201209 9784326602438 社会科学 福祉
2615 福祉社会の行方とジェンダー 杉本貴代栄 勁草書房 201210 9784326602452 社会科学 福祉
2616 総合福祉の基本体系　第２版 井村圭壯　：　相澤譲治【編著】 勁草書房 201302 9784326700769 社会科学 福祉
2617 児童家庭福祉の成立と課題 井村圭壯　：　相澤譲治【編著】 勁草書房 201303 4326700777 社会科学 福祉
2618 はじき出された子どもたち　：　社会的養護児童と「家庭」概念の歴史社会学 土屋敦 勁草書房 201401 4326602635 社会科学 福祉
2619 地域包括ケアと地域医療連携 二木立 勁草書房 201510 4326700874 社会科学 福祉
2620 日本社会事業思想小史　：　社会事業の成立と挫折 吉田久一【著】　：　長谷川匡俊ほか【編】 勁草書房 201510 4326700882 社会科学 福祉
2621 市民的自由主義の復権　：　シュミットからルーマンへ 小山裕 勁草書房 201511 4326602856 社会科学 福祉
2622 学歴の階層差はなぜ生まれるか 荒牧草平 勁草書房 201601 4326602872 社会科学 福祉
2623 保育実践と家庭支援論 井村圭壮　：　今井慶宗【編著】 勁草書房 201601 4326700904 社会科学 福祉
2624 生活保護世帯の子どものライフストーリー　：　貧困の世代的再生産 林明子 勁草書房 201602 4326602899 社会科学 福祉
2625 保育実践と社会的養護 井村圭壮　：　相澤譲治【編著】 勁草書房 201602 4326700912 社会科学 福祉
2626 歴史のなかの大卒労働市場　：　就職・採用の経済社会学 福井康貴 勁草書房 201603 4326602902 社会科学 福祉
2627 日本人の考え方世界の人の考え方　：　世界価値観調査から見えるもの 池田謙一 勁草書房 201604 4326251166 社会科学 福祉
2628 子育て支援が日本を救う　：　政策効果の統計分析 柴田悠 勁草書房 201606 4326654007 社会科学 福祉
2629 国民皆保険への途　：　先人の偉業百年 前田信雄 勁草書房 201608 4326700920 社会科学 福祉
2630 介護・福祉の支援人材養成開発論　：　尊厳・自律・リーダーシップの原則 福山和女　：　田中千枝子【責任編集】 勁草書房 201608 4326700939 社会科学 福祉
2631 「若者」の溶解 川崎賢一【編著】　：　浅野智彦【編著】 勁草書房 201610 432665404X 社会科学 福祉
2632 災害復興法学の体系　：　リーガル・ニーズと復興政策の軌跡 岡本正 勁草書房 201802 9784326403516 社会科学 福祉
2633 和みを紡ぐ　：　子育てひろばの会話分析 戸江哲理 勁草書房 201802 9784326603039 社会科学 福祉
2634 ちょっと気になる政策思想　：　社会保障と関わる経済学の系譜 権丈善一 勁草書房 201808 9784326701063 社会科学 福祉
2635 ＭＳＰＡ（発達障害の要支援度評価尺度）の理解と活用 船曳康子 勁草書房 201810 9784326251292 社会科学 福祉
2636 植民地朝鮮の児童保護史　：　植民地政策の展開と子育ての変容 田中友佳子 勁草書房 201810 9784326603091 社会科学 福祉
2637 『主婦の友』にみる日本型恋愛結婚イデオロギー 大塚明子 勁草書房 201811 9784326603152 社会科学 福祉
2638 認知症と医療 成本迅　：　藤田卓仙　：　小賀野晶一【編】 勁草書房 201812 9784326449750 社会科学 福祉
2639 孤立不安社会　：　つながりの格差、承認の追求、ぼっちの恐怖 石田光規 勁草書房 201812 9784326654185 社会科学 福祉
2640 教育格差のかくれた背景 荒牧草平 勁草書房 201908 9784326603190 社会科学 福祉
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2641 社会システム ニクラス・ルーマン【著】 勁草書房 202001 9784326603244 社会科学 福祉
2642 社会システム ニクラス・ルーマン【著】 勁草書房 202001 9784326603251 社会科学 福祉
2643 人生の歩みを追跡する 石田浩 勁草書房 202001 9784326603268 社会科学 福祉
2644 メディア学入門 飯田仁　：　近藤邦雄　：　稲葉竹俊 コロナ社 201303 9784339027815 社会科学 福祉
2645 コミュニティメディア 進藤美希 コロナ社 201305 9784339027877 社会科学 福祉
2646 社会的合意形成のプロジェクトマネジメント 桑子敏雄 コロナ社 201602 9784339052329 社会科学 福祉
2647 震災工学　：　被害想定・リスクマネジメントからみた地震災害 矢代晴実【編著】　：　佐藤一郎　：　鳥澤一晃【共著】 コロナ社 201606 9784339052503 社会科学 福祉
2648 自然災害の発生と法制度 木下誠也 コロナ社 201805 9784339052565 社会科学 福祉
2649 地域防災とライフライン防護 木下誠也 コロナ社 201810 9784339052619 社会科学 福祉
2650 人間行動と組織行動 西口宏美 コロナ社 202003 9784339029024 社会科学 福祉
2651 火星からの侵略　：　パニックの心理学的研究 ハドリー・キャントリル【著】　：　アルバート・Ｈ・キャントリル【解説】　：　高橋 金剛出版 201711 4772415858 社会科学 福祉
2652 お母さんのためのアルコール依存症回復ガイドブック ローズマリー・オコーナー【著】 金剛出版 201901 9784772416719 社会科学 福祉
2653 歴史のなかの女性 江守五夫 彩流社 199510 9784882023654 社会科学 福祉
2654 ひきこもりのライフストーリー 保坂渉 彩流社 202004 9784779171079 社会科学 福祉
2655 障害受容からの自由 田島明子【編著】 シービーアール 201510 9784908083075 社会科学 福祉
2656 リハビリテーション的障害論 加賀谷はじめ シービーアール 201512 9784908083082 社会科学 福祉
2657 国際コミュニケーション　：　地球規模でつながる 平山修平 実教出版 201604 4407337311 社会科学 福祉
2658 集団コミュニケーション　：　自分を活かす１５のレッスン 浅井亜紀子 実教出版 201604 4407337427 社会科学 福祉
2659 精神疾患と障害差別禁止法　：　雇用・労働分野における日米法比較研究 所浩代 旬報社 201512 9784845114085 社会科学 福祉
2660 社会保険　核論 加藤智章 旬報社 201603 9784845114337 社会科学 福祉
2661 地方都市から子どもの貧困をなくす　：　市民・行政の今とこれから 志賀信夫　：　畠中亨【編著】 旬報社 201606 9784845114658 社会科学 福祉
2662 社会保険改革　：　ドイツの経験と新たな視点 松本勝明 旬報社 201702 9784845114986 社会科学 福祉
2663 大学生のためのアルバイト・就活トラブルQ&A 石田眞 旬報社 201703 9784845114993 社会科学 福祉
2664 労働者派遣法論 萬井隆令 旬報社 201707 9784845115068 社会科学 福祉
2665 イギリス労使関係法改革の軌跡と展望　：　サッチャリズムからニューレイバーへ 鈴木隆 旬報社 201709 9784845115129 社会科学 福祉
2666 地方に生きる若者たち　：　インタビューからみえてくる仕事・結婚・暮らしの未来 石井まこと　：　宮本みち子　：　阿部誠【編】 旬報社 201711 9784845115150 社会科学 福祉
2667 ２１世紀国際社会を考える　：　多層的な世界を読み解く３８章 渋谷淳一　：　本田量久 旬報社 201711 9784845115167 社会科学 福祉
2668 労働者の国際移動と社会保障　：　ＥＵの経験と日本への示唆 松本勝明 旬報社 201803 9784845115358 社会科学 福祉
2669 家族介護者の生活保障　：　実態分析と政策的アプローチ 濱島淑惠 旬報社 201809 9784845115525 社会科学 福祉
2670 労働運動を切り拓く　：　女性たちによる闘いの軌跡 浅倉むつ子　：　萩原久美子　：　神尾真知子 旬報社 201810 9784845115600 社会科学 福祉
2671 戦後労働立法史 島田陽一　：　菊池馨実　：　竹内（奥野）寿【編著】 旬報社 201812 9784845115556 社会科学 福祉
2672 ＥＵ経済統合における労働法の課題　：　国際的経済活動の自由との相克とその調整 井川志郎 旬報社 201901 9784845115709 社会科学 福祉
2673 効果的な退院・転院支援　：　医療ソーシャルワーカーの専門的役割 林祐介 旬報社 201902 9784845115778 社会科学 福祉
2674 福島の記憶 飛田晋秀【写真・文】 旬報社 201902 9784845115761 社会科学 福祉
2675 労働六法　．　２０１９ 労働六法編集委員会 旬報社 201903 9784845115839 社会科学 福祉
2676 住まいと仕事の地理学 中澤高志 旬報社 201903 9784845115853 社会科学 福祉
2677 新　世界の社会福祉 ＜第Ⅰ期＞ 宇佐見耕一 旬報社 201908 9784845115976 社会科学 福祉
2678 新　世界の社会福祉 ＜第Ⅰ期＞ 宇佐見耕一 旬報社 201908 9784845115976 社会科学 福祉
2679 新　世界の社会福祉 ＜第Ⅰ期＞ 宇佐見耕一 旬報社 201908 9784845115976 社会科学 福祉
2680 新　世界の社会福祉 ＜第Ⅰ期＞ 宇佐見耕一 旬報社 201908 9784845115976 社会科学 福祉
2681 新　世界の社会福祉 ＜第Ⅰ期＞ 宇佐見耕一 旬報社 201908 9784845115976 社会科学 福祉
2682 新　世界の社会福祉 ＜第Ⅰ期＞ 宇佐見耕一 旬報社 201908 9784845115976 社会科学 福祉
2683 韓国労働法の展開 和田肇 旬報社 201912 9784845116140 社会科学 福祉
2684 労働法・社会保障法の持続可能性 和田肇 旬報社 202002 9784845116225 社会科学 福祉
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2685 新　世界の社会福祉 ＜第Ⅱ期＞ 宇佐見耕一 旬報社 202003 9784845115983 社会科学 福祉
2686 新　世界の社会福祉 ＜第Ⅱ期＞ 宇佐見耕一 旬報社 202003 9784845115983 社会科学 福祉
2687 新　世界の社会福祉 ＜第Ⅱ期＞ 宇佐見耕一 旬報社 202003 9784845115983 社会科学 福祉
2688 新　世界の社会福祉 ＜第Ⅱ期＞ 宇佐見耕一 旬報社 202003 9784845115983 社会科学 福祉
2689 新　世界の社会福祉 ＜第Ⅱ期＞ 宇佐見耕一 旬報社 202003 9784845115983 社会科学 福祉
2690 新　世界の社会福祉 ＜第Ⅱ期＞ 宇佐見耕一 旬報社 202003 9784845115983 社会科学 福祉
2691 ワークルール教育のすすめ 道幸哲也 旬報社 202006 9784845116300 社会科学 福祉
2692 防災福祉先進国・スイス 川村匡由 旬報社 202006 9784845116362 社会科学 福祉
2693 これならわかる〈スッキリ図解〉障害者総合支援法　第2版 二本柳覚【編著】 翔泳社 201801 9784798153780 社会科学 福祉
2694 これならわかる〈スッキリ図解〉介護保険　第3版 高野龍昭 翔泳社 201805 9784798153087 社会科学 福祉
2695 New 超高齢社会の「困った」を減らす課題解決ビジネスの作り方 斉藤徹 翔泳社 201911 9784798162713 社会科学 福祉
2696 New 自分らしく働く LGBTの就活・転職の不安が解消する本 星賢人 翔泳社 202003 9784798163413 社会科学 福祉
2697 アクションリサーチ　：　実践する人間科学 矢守克也 新曜社 201006 4788512033 社会科学 福祉
2698 郡上八幡　伝統を生きる　：　地域社会の語りとリアリティ 足立重和 新曜社 201008 4788512025 社会科学 福祉
2699 コミュニティの創造的探求　：　公共社会学の視点 金子勇 新曜社 201103 4788512165 社会科学 福祉
2700 あたりまえの親子関係に気づくエピソード６５ 菅野幸恵 新曜社 201210 478851303X 社会科学 福祉
2701 アロマザリングの島の子どもたち　：　多良間島子別れフィールドノート 根ヶ山光一 新曜社 201212 478851317X 社会科学 福祉
2702 居場所としての住まい　：　ナワバリ学が解き明かす家族と住まいの深層 小林秀樹 新曜社 201308 478851348X 社会科学 福祉
2703 震災メメントモリ　：　第二の津波に抗して 金菱　清 新曜社 201406 4788513897 社会科学 福祉
2704 日本人はなぜ考えようとしないのか　：　福島原発事故と日本文化 新形信和 新曜社 201412 9784788514157 社会科学 福祉
2705 夫婦げんかと子どものこころ　：　健康な家族とはなにか 川島亜紀子 新曜社 201412 4788514176 社会科学 福祉
2706 文化とは何か、どこにあるのか　：　対立と共生をめぐる心理学 山本登志哉 新曜社 201510 4788514478 社会科学 福祉
2707 呼び覚まされる霊性の震災学　：　３．１１生と死のはざまで 東北学院大学震災の記録プロジェクト金菱清（ゼミナール）【編】 新曜社 201601 4788514575 社会科学 福祉
2708 都市に刻む軌跡　：　スケートボーダーのエスノグラフィー 田中研之輔 新曜社 201603 4788514699 社会科学 福祉
2709 「共生」の都市社会学　：　下北沢再開発問題のなかで考える 三浦倫平 新曜社 201603 4788514702 社会科学 福祉
2710 族の系譜学 難波功士 青弓社 200706 9784787232731 社会科学 福祉
2711 New ネット右翼とは何か 樋口直人 青弓社 201905 9784787234544 社会科学 福祉
2712 影響力の武器　実践編　：　「イエス！」を引き出す５０の秘訣 Ｎ．Ｊ．ゴールドスタイン　：　Ｓ．Ｊ．マーティン　：　Ｒ．Ｂ．チャルディーニ【著 誠信書房 200906 9784414304176 社会科学 福祉
2713 社会心理学のための統計学　：　心理尺度の構成と分析 清水裕士　：　荘島宏二郎 誠信書房 201705 9784414301892 社会科学 福祉
2714 受動喫煙の環境学　：　健康とタバコ社会のゆくえ 村田陽平 世界思想社 201212 9784790715740 社会科学 福祉
2715 虐待と非行臨床 橋本和明 創元社 200408 9784422113203 社会科学 福祉
2716 日常場面で実践する 対人援助スーパービジョン 植田寿之 創元社 201508 9784422320557 社会科学 福祉
2717 われらの子ども　：　米国における機会格差の拡大 ロバート・Ｄ．パットナム　：　柴内康文【訳】 創元社 201703 4422360019 社会科学 福祉
2718 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 201612 4864294178 社会科学 福祉
2719 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 201804 4864295115 社会科学 福祉
2720 地域福祉への挑戦者たち 塚口　伍喜夫　：　坂下　達男　：　小林　良守【監修】 大学教育出版 201805 4864295212 社会科学 福祉
2721 社会教育における防災教育の展開 野元弘幸　【編著】 大学教育出版 201808 4864295301 社会科学 福祉
2722 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 201809 4864295271 社会科学 福祉
2723 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 201812 9784864299909 社会科学 福祉
2724 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 201903 9784866920092 社会科学 福祉
2725 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ー 坂本毅啓　：　佐藤貴之　：　中原大介 大学教育出版 201903 9784866920337 社会科学 福祉
2726 異文化理解とオーストラリアの多文化主義 田中豊裕 大学教育出版 201909 9784866920375 社会科学 福祉
2727 児童虐待の社会福祉学 篠原拓也 大学教育出版 201910 9784866920481 社会科学 福祉
2728 社協舞台の演出者たち 塚口伍喜夫 大学教育出版 201910 9784866920443 社会科学 福祉
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2729 レジャー・レクリエーション用語集 日本レジャー・レクリエーション学会 大学教育出版 202006 9784866920733 社会科学 福祉
2730 知識労働者のキャリア発達　：　キャリア志向・自律的学習・組織間移動 三輪卓己 中央経済社 201102 4502681709 社会科学 福祉
2731 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 201010 9784805833834 社会科学 福祉
2732 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 201011 9784805833773 社会科学 福祉
2733 ソーシャルワーカーの力量を高める理論・アプローチ 川村隆彦 中央法規出版 201102 9784805834282 社会科学 福祉
2734 キーワードでたどる福祉の３０年 白澤政和 中央法規出版 201103 9784805834596 社会科学 福祉
2735 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 201402 9784805839614 社会科学 福祉
2736 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 201403 9784805839843 社会科学 福祉
2737 ソーシャルワーク・スーパービジョン論 日本社会福祉教育学校連盟 中央法規出版 201505 9784805851579 社会科学 福祉
2738 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【編集代表】　：　小宮山恵美　：　滝沢香 中央法規出版 201508 9784805852453 社会科学 福祉
2739 四訂　精神保健福祉法詳解 精神保健福祉研究会 中央法規出版 201602 9784805852934 社会科学 福祉
2740 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 中央法規出版 201602 9784805852262 社会科学 福祉
2741 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 201606 9784805853818 社会科学 福祉
2742 新・精神科デイケアＱ＆Ａ 日本デイケア学会【編】 中央法規出版 201611 9784805854228 社会科学 福祉
2743 新訂第四版　身体障害認定基準及び認定要領　：　解釈と運用 中央法規出版 201611 9784805854112 社会科学 福祉
2744 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 〓良麻子 中央法規出版 201702 9784805854655 社会科学 福祉
2745 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 中央法規出版 201703 9784805854792 社会科学 福祉
2746 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】　：　上田幸輝　：　尾形多佳士 中央法規出版 201709 9784805855669 社会科学 福祉
2747 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　：　鵜浦直子 中央法規出版 201709 9784805855782 社会科学 福祉
2748 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 地域福祉イノベーション研究会【監修】　：　宮城孝【編集代表】　：　神山裕美 中央法規出版 201711 9784805855904 社会科学 福祉
2749 ソーシャルワークの面接技術と記録の思考過程 日本精神保健福祉士協会【監修】　：　田村綾子【編著】　：　上田幸輝 中央法規出版 201712 9784805855676 社会科学 福祉
2750 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 中央法規出版 201801 9784805855447 社会科学 福祉
2751 改訂　現代の社会福祉 鈴木幸雄【編著】 中央法規出版 201803 9784805856383 社会科学 福祉
2752 介護福祉の「専門性」を問い直す 黒澤貞夫 中央法規出版 201803 9784805856406 社会科学 福祉
2753 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】 中央法規出版 201803 9784805856499 社会科学 福祉
2754 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 中央法規出版 201805 9784805856871 社会科学 福祉
2755 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ゼミソーシャルワーク勉強会【著】 中央法規出版 201805 9784805856994 社会科学 福祉
2756 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 日本介護福祉士会【編】 中央法規出版 201805 9784805857083 社会科学 福祉
2757 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 中央法規出版 201805 9784805856918 社会科学 福祉
2758 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】 中央法規出版 201806 9784805857120 社会科学 福祉
2759 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 中央法規出版 201807 9784805855454 社会科学 福祉
2760 多様性時代のソーシャルワーク ヴィラーグ・ヴィクトル 中央法規出版 201809 9784805857434 社会科学 福祉
2761 スーパービジョンへの招待 奥川幸子【監修】 中央法規出版 201810 9784805857762 社会科学 福祉
2762 市町村社会福祉行政のアドミニストレーション 森明人 中央法規出版 201810 9784805857519 社会科学 福祉
2763 地域共生社会に向けたソーシャルワーク 日本社会福祉士会【編】 中央法規出版 201810 9784805857564 社会科学 福祉
2764 生活困窮者自立支援 岡部卓【編著】 中央法規出版 201811 9784805858158 社会科学 福祉
2765 社会保障入門　．　２０１９ 社会保障入門編集委員会【編】 中央法規出版 201901 9784805858219 社会科学 福祉
2766 障害ピアサポート 岩崎香【編著】 中央法規出版 201901 9784805858172 社会科学 福祉
2767 子ども家庭福祉 児童育成協会【監修】 中央法規出版 201902 9784805857830 社会科学 福祉
2768 社会福祉 児童育成協会【監修】 中央法規出版 201902 9784805857847 社会科学 福祉
2769 子ども家庭支援論 児童育成協会【監修】 中央法規出版 201902 9784805857854 社会科学 福祉
2770 社会的養護 児童育成協会【監修】 中央法規出版 201902 9784805857861 社会科学 福祉
2771 社会的養護 児童育成協会【監修】 中央法規出版 201902 9784805857984 社会科学 福祉
2772 子育て支援 児童育成協会【監修】 中央法規出版 201902 9784805857991 社会科学 福祉



　※　2021.11　追加タイトル：Newの表示あり　 ebook list <KinoDen> 64/140

No. 書名 著者名 出版社名 出版年月 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分)

2773 乳児保育 児童育成協会【監修】 中央法規出版 201903 9784805857953 社会科学 福祉
2774 古川孝順社会福祉学著作選集　：　社会福祉研究の構築　．　２ 古川孝順 中央法規出版 201903 9784805858431 社会科学 福祉
2775 古川孝順社会福祉学著作選集　：　社会福祉学序説　．　３ 古川孝順 中央法規出版 201903 9784805858431 社会科学 福祉
2776 古川孝順社会福祉学著作選集　：　社会福祉学　．　４ 古川孝順 中央法規出版 201903 9784805858431 社会科学 福祉
2777 古川孝順社会福祉学著作選集　：　社会福祉原論　．　５ 古川孝順 中央法規出版 201903 9784805858431 社会科学 福祉
2778 古川孝順社会福祉学著作選集　：　社会福祉改革の構想　．　６ 古川孝順 中央法規出版 201903 9784805858431 社会科学 福祉
2779 古川孝順社会福祉学著作選集　：　社会福祉の拡大と限定　．　７ 古川孝順 中央法規出版 201903 9784805858431 社会科学 福祉
2780 逐条解説　障害者総合支援法　第2版 障害者福祉研究会【編】 中央法規出版 201903 9784805858424 社会科学 福祉
2781 人間の理解 介護福祉士養成講座編集委員会【編】 中央法規出版 201903 9784805857618 社会科学 福祉
2782 社会の理解 介護福祉士養成講座編集委員会【編】 中央法規出版 201903 9784805857625 社会科学 福祉
2783 介護の基本Ⅰ 介護福祉士養成講座編集委員会【編】 中央法規出版 201903 9784805857632 社会科学 福祉
2784 介護の基本Ⅱ 介護福祉士養成講座編集委員会【編】 中央法規出版 201903 9784805857649 社会科学 福祉
2785 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【編】 中央法規出版 201903 9784805857656 社会科学 福祉
2786 生活支援技術Ⅰ 介護福祉士養成講座編集委員会【編】 中央法規出版 201903 9784805857663 社会科学 福祉
2787 生活支援技術Ⅱ 介護福祉士養成講座編集委員会【編】 中央法規出版 201903 9784805857670 社会科学 福祉
2788 生活支援技術Ⅲ 介護福祉士養成講座編集委員会【編】 中央法規出版 201903 9784805857687 社会科学 福祉
2789 介護過程 介護福祉士養成講座編集委員会【編】 中央法規出版 201903 9784805857694 社会科学 福祉
2790 介護総合演習・介護実習 介護福祉士養成講座編集委員会【編】 中央法規出版 201903 9784805857700 社会科学 福祉
2791 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【編】 中央法規出版 201903 9784805857717 社会科学 福祉
2792 発達と老化の理解 介護福祉士養成講座編集委員会【編】 中央法規出版 201903 9784805857724 社会科学 福祉
2793 認知症の理解 介護福祉士養成講座編集委員会【編】 中央法規出版 201903 9784805857731 社会科学 福祉
2794 障害の理解 介護福祉士養成講座編集委員会【編】 中央法規出版 201903 9784805857748 社会科学 福祉
2795 医療的ケア 介護福祉士養成講座編集委員会【編】 中央法規出版 201903 9784805857755 社会科学 福祉
2796 TEACCHプログラムに基づく　自閉症児・者のための自立課題アイデア集 諏訪利明【監修】 中央法規出版 201903 9784805858370 社会科学 福祉
2797 介護保険制度とケアマネジメント 白澤政和 中央法規出版 201904 9784805858639 社会科学 福祉
2798 ソーシャルワーカーのための研究ガイドブック 日本ソーシャルワーク学会【監修】 中央法規出版 201904 9784805858615 社会科学 福祉
2799 社協・行政協働型コミュニティソーシャルワーク 田中英樹 中央法規出版 201904 9784805858660 社会科学 福祉
2800 利用者の思いに気づく、力を活かす　「動き出しは本人から」の介護実践 大堀具視【編著】 中央法規出版 201904 9784805858530 社会科学 福祉
2801 コミュニティソーシャルワークの新たな展開 日本地域福祉研究所【監修】 中央法規出版 201906 9784805859001 社会科学 福祉
2802 地域包括ケアシステムの深化 筒井孝子 中央法規出版 201909 9784805859414 社会科学 福祉
2803 ひと目でわかる保育者のための児童家庭福祉データブック 一般社団法人全国保育士養成協議会【監修】 中央法規出版 201912 9784805859643 社会科学 福祉
2804 社会保障入門 社会保障入門編集委員会【編】 中央法規出版 202001 9784805859766 社会科学 福祉
2805 社会福祉の動向 社会福祉の動向編集委員会【編】 中央法規出版 202001 9784805859773 社会科学 福祉
2806 障害のある人のための　社会生活力プログラム・マニュアル 奥野英子【編著】 中央法規出版 202003 9784805881132 社会科学 福祉
2807 ケアとまちづくり、ときどきアート 西智弘 中外医学社 202006 9784498057302 社会科学 福祉
2808 虐待・親にもケアを　：　生きる力をとりもどすＭＹ　ＴＲＥＥプログラム 森田ゆり【編著】 築地書館 201806 480671562X 社会科学 福祉
2809 土地と住宅市場の経済分析 山崎福寿 東京大学出版会 199909 413040167X 社会科学 福祉
2810 国際文化論 平野健一郎 東京大学出版会 200001 4130322028 社会科学 福祉
2811 世論の政治社会学 岡田直之 東京大学出版会 200102 4130501461 社会科学 福祉
2812 都市発達史研究 今井登志喜 東京大学出版会 200105 4130263013 社会科学 福祉
2813 意味の文明学序説　：　その先の近代 今田高俊 東京大学出版会 200110 4130100882 社会科学 福祉
2814 中国人強制連行 西成田豊 東京大学出版会 200206 4130266039 社会科学 福祉
2815 都市とモダニティの理論 吉原直樹 東京大学出版会 200209 413050150X 社会科学 福祉
2816 家族心理学　：　社会変動・発達・ジェンダーの視点 柏木恵子 東京大学出版会 200304 4130120409 社会科学 福祉
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2817 変化のなかの雇用システム 仁田道夫 東京大学出版会 200309 4130402072 社会科学 福祉
2818 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 東京電機大学出版局 201607 9784501419905 社会科学 福祉
2819 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　：　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 201609 4501630000 社会科学 福祉
2820 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 200902 9784492701232 社会科学 福祉
2821 金融ジェロントロジー　：　「健康寿命」と「資産寿命」をいかに伸ばすか 清家篤【編著】 東洋経済新報社 201704 4492733426 社会科学 福祉
2822 教養としての社会保障 香取照幸 東洋経済新報社 201706 4492701443 社会科学 福祉
2823 社会保障クライシス　：　２０２５年問題の衝撃 山田謙次 東洋経済新報社 201710 4492701451 社会科学 福祉
2824 年金制度の展望　：　改革への課題と論点 坪野剛司【監修】　：　一般社団法人年金綜合研究所【編】 東洋経済新報社 201712 4492701478 社会科学 福祉
2825 新版　障害者の経済学 中島隆信 東洋経済新報社 201804 4492315055 社会科学 福祉
2826 人生１００年時代の「幸せ戦略」 第一生命経済研究所 東洋経済新報社 201911 9784492961711 社会科学 福祉
2827 ７つの階級 マイク・サヴィジ【著】 東洋経済新報社 201912 9784492223857 社会科学 福祉
2828 日本医療保険制度史（第３版） 吉原健二 東洋経済新報社 202001 9784492701485 社会科学 福祉
2829 女子の選択 橘木俊詔 東洋経済新報社 202002 9784492223949 社会科学 福祉
2830 格差は心を壊す　比較という呪縛 リチャード・ウィルキンソン 東洋経済新報社 202004 9784492315262 社会科学 福祉
2831 経済学で考える　人口減少時代の住宅土地問題 土地総合研究所【編】 東洋経済新報社 202009 9784492961827 社会科学 福祉
2832 労働経済 清家篤 東洋経済新報社 202010 9784492396544 社会科学 福祉
2833 子育て支援 小橋明子【監修・執筆】 中山書店 202007 9784521748320 社会科学 福祉
2834 母子世帯の居住貧困 葛西リサ 日本経済評論社 201704 4818824674 社会科学 福祉
2835 出会いと結婚 平井晶子　：　床谷文雄　：　山田昌弘【編著】 日本経済評論社 201712 9784818824713 社会科学 福祉
2836 子どもと教育　：　近代家族というアリーナ 比較家族史学会【監修】　：　小山静子　：　小玉亮子【編著】 日本経済評論社 201812 9784818825154 社会科学 福祉
2837 生活を支える社会のしくみを考える　：　現代日本のナショナル・ミニマム保障 門野圭司【編著】 日本経済評論社 201902 9784818825178 社会科学 福祉
2838 災害時の情報伝達と地方自治体 西本秀樹 日本経済評論社 201902 9784818825215 社会科学 福祉
2839 空き家問題の背景と対策　：　未利用不動産の有効活用 高崎経済大学地域科学研究所【編】 日本経済評論社 201903 9784818825277 社会科学 福祉
2840 参加による自治と創造　：　新・地域社会論 内田和浩 日本経済評論社 201906 9784818825307 社会科学 福祉
2841 人口政策の比較史　：　せめぎあう家族と行政 比較家族史学会【監修】　：　小島宏　：　廣嶋清志【編著】 日本経済評論社 201909 9784818825352 社会科学 福祉
2842 改訂版　社会保障の財政学 小西砂千夫 日本経済評論社 201909 9784818825475 社会科学 福祉
2843 近代日本の戦傷病者と戦争体験 松田英里 日本経済評論社 201911 9784818825444 社会科学 福祉
2844 米国の巨大水害と住宅復興 近藤民代 日本経済評論社 202002 9784818825598 社会科学 福祉
2845 労働法　第２版 和田肇　：　相澤美智子　：　緒方桂子 日本評論社 201902 9784535806856 社会科学 福祉
2846 New 待機児童対策 八田達夫【編著】 日本評論社 201905 9784535559431 社会科学 福祉
2847 みんなのシステム論 赤津玲子 日本評論社 201908 9784535563759 社会科学 福祉
2848 基本講義消費者法　第4版 中田邦博 日本評論社 202003 9784535524576 社会科学 福祉
2849 New 子ども虐待を考えるために知っておくべきこと 滝川一廣 日本評論社 202009 9784535904590 社会科学 福祉
2850 執事とメイドの裏表　：　イギリス文化における使用人のイメージ 新井潤美 白水社 201111 4560081794 社会科学 福祉
2851 格差から見る中国　：　急激な社会変動が引き起こした「光と影」の政治経済学 李養浩【著】　：　李智雄【監訳】　：　杉山直美【訳】 白桃書房 201905 9784561923039 社会科学 福祉
2852 中華オタク用語辞典 はちこ 文学通信 201906 9784909658081 社会科学 福祉
2853 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 201504 9784830948596 社会科学 福祉
2854 グローバル現代社会論 山田真茂留【編著】 文眞堂 201810 9784830950056 社会科学 福祉
2855 子供誌 高田宏 平凡社 199902 4582762808 社会科学 福祉
2856 明治犯科帳　：　激情と暗黒の事件簿 中嶋繁雄 平凡社 200009 4582850561 社会科学 福祉
2857 事件論　：　現代の死と虚実を読み解く 芹沢俊介 平凡社 200105 4582850898 社会科学 福祉
2858 海外リタイア生活術　：　豊かな「第二の人生」を楽しむ 戸田智弘 平凡社 200111 4582851169 社会科学 福祉
2859 社会で子どもを育てる　：　子育て支援都市トロントの発想 武田信子 平凡社 200211 4582851622 社会科学 福祉
2860 しのびよるネオ階級社会　：　”イギリス化”する日本の格差 林信吾 平凡社 200504 458285267X 社会科学 福祉
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2861 昔、革命的だったお父さんたちへ　：　「団塊世代」の登場と終焉 林信吾　：　葛岡智恭 平凡社 200509 4582852882 社会科学 福祉
2862 マックス・ウェーバー入門 牧野雅彦 平凡社 200602 4582853102 社会科学 福祉
2863 今から考える終の棲み家 大沢久子 平凡社 200708 4582853862 社会科学 福祉
2864 悪女の老後論 堀江珠喜 平凡社 200710 4582853951 社会科学 福祉
2865 人の力を引き出す　コーチング術 原口佳典 平凡社 200801 4582854044 社会科学 福祉
2866 へそ曲がりの大英帝国 新井潤美 平凡社 200807 4582854303 社会科学 福祉
2867 犯罪者の自伝を読む　：　ピエール・リヴィエールから永山則夫まで 小倉孝誠 平凡社 201009 4582855431 社会科学 福祉
2868 市民社会とは何か　：　基本概念の系譜 植村邦彦 平凡社 201012 4582855598 社会科学 福祉
2869 近代部落史　：　明治から現代まで 黒川みどり 平凡社 201102 4582855695 社会科学 福祉
2870 国民皆保険が危ない 山岡淳一郎 平凡社 201108 4582855997 社会科学 福祉
2871 日本会議の正体 青木理 平凡社 201607 458285818X 社会科学 福祉
2872 ミステリーで読む戦後史 古橋信孝 平凡社 201901 9784582859010 社会科学 福祉
2873 警察庁長官狙撃事件 清田浩司 平凡社 201902 9784582859034 社会科学 福祉
2874 親を棄てる子どもたち 大山眞人 平凡社 201902 9784582859041 社会科学 福祉
2875 虐待された少年はなぜ、事件を起こしたのか 石井光太 平凡社 201905 9784582859119 社会科学 福祉
2876 「差別はいけない」とみんないうけれど。 綿野恵太 平凡社 201907 9784582824896 社会科学 福祉
2877 増補　闘うレヴィ=ストロース 渡辺公三 平凡社 201908 9784582768862 社会科学 福祉
2878 京アニ事件 津堅信之 平凡社 202007 9784582859485 社会科学 福祉
2879 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 勉誠出版 201808 4585230645 社会科学 福祉
2880 必ず勝つ!!面接の受け方 : 「勝つ回答」「負ける回答」がわかる実践マニュアル 就職問題ネットワーク 法研 200704 9784879546692 社会科学 福祉
2881 必ず勝つ!!履歴書・職務経歴書 : 「勝つ文例」「負ける文例」がわかる実践マニュアル 就職問題ネットワーク 法研 200704 9784879546708 社会科学 福祉
2882 家で死んでもいいんだよ 川上嘉明 法研 201811 9784865135091 社会科学 福祉
2883 国際結婚論！？［歴史編］ 嘉本伊都子 法律文化社 200811 9784589031181 社会科学 福祉
2884 国際結婚論！？[現代編] 嘉本伊都子 法律文化社 200811 9784589031198 社会科学 福祉
2885 介護事故の法政策と保険政策 長沼建一郎 法律文化社 201111 9784589033789 社会科学 福祉
2886 民意のはかり方　：　「世論調査×民主主義」を考える 吉田徹【編】 法律文化社 201808 9784589039026 社会科学 福祉
2887 貧困と生活困窮者支援　：　ソーシャルワークの新展開 埋橋孝文　：　同志社大学社会福祉教育・研究支援センター【編】 法律文化社 201809 9784589039569 社会科学 福祉
2888 教養のためのセクシュアリティ・スタディーズ 風間孝　：　河口和也　：　守如子 法律文化社 201811 9784589039705 社会科学 福祉
2889 家計から診る貧困　：　子ども・若者・女性の経済的困難と政策 室住眞麻子 法律文化社 201902 9784589039798 社会科学 福祉
2890 共生社会の再構築　：　シティズンシップをめぐる包摂と分断　．　１ 大賀哲　：　蓮見二郎　：　山中亜紀【編】 法律文化社 201904 9784589040015 社会科学 福祉
2891 共生社会の再構築　：　デモクラシーと境界線の再定位　．　２ 大賀哲　：　仁平典宏　：　山本圭【編】 法律文化社 201904 9784589040022 社会科学 福祉
2892 労働法の基本 本久洋一　：　小宮文人【編】 法律文化社 201904 9784589040077 社会科学 福祉
2893 ジェンダー法学入門　第３版 三成美保　：　笹沼朋子　：　立石直子 法律文化社 201905 9784589040152 社会科学 福祉
2894 若者支援とソーシャルワーク 岡部茜 法律文化社 201908 9784589040237 社会科学 福祉
2895 高齢者の生活困難と養護老人ホーム 河合克義 法律文化社 201909 9784589040251 社会科学 福祉
2896 新・現代障害者福祉論 鈴木勉 法律文化社 201909 9784589040336 社会科学 福祉
2897 ベーシックインカムを問いなおす 佐々木隆治 法律文化社 201910 9784589040367 社会科学 福祉
2898 貧困と就労自立支援再考 埋橋孝文 法律文化社 201910 9784589040381 社会科学 福祉
2899 巨大ロボットの社会学 池田太臣 法律文化社 201911 9784589040411 社会科学 福祉
2900 オーストラリア多文化社会論 関根政美 法律文化社 202002 9784589040534 社会科学 福祉
2901 アメリカの医療政策と病院業 髙山一夫 法律文化社 202003 9784589040435 社会科学 福祉
2902 よくわかる公的扶助論 増田雅暢 法律文化社 202003 9784589040510 社会科学 福祉
2903 共生の思想と作法 笠井賢紀 法律文化社 202003 9784589040572 社会科学 福祉
2904 世界の病院・介護施設 加藤智章【編】 法律文化社 202003 9784589040701 社会科学 福祉
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2905 知的障害者家族の貧困 田中智子 法律文化社 202004 9784589040664 社会科学 福祉
2906 DIY（自分でする）社会学 景山佳代子 法律文化社 202006 9784589040480 社会科学 福祉
2907 成年後見制度の社会化に向けたソーシャルワーク実践 香山芳範 法律文化社 202007 9784589040954 社会科学 福祉
2908 独居高齢者のセルフ・ネグレクト研究 鄭煕聖 法律文化社 202007 9784589040923 社会科学 福祉
2909 New 人生100年時代の年金制度 日本年金学会【編】 法律文化社 202101 9784589041203 社会科学 福祉
2910 メジャー・シェア・ケアのメディア・コミュニケーション論 小玉美意子 学文社 201203 9784762022593 社会科学 福祉
2911 マスメディアと社会生活 四方由美 学文社 201209 9784762023170 社会科学 福祉
2912 消費者事故調 鶴岡憲一 学文社 201410 9784762024894 社会科学 福祉
2913 西洋の都市と日本の都市　どこが違うのか 斯波照雄 学文社 201501 9784762024948 社会科学 福祉
2914 児童虐待時代の社会的養護 鈴木崇之 学文社 201503 9784762025389 社会科学 福祉
2915 H・ブルーマーの集合行動論 仲川秀樹 学文社 201504 9784762025334 社会科学 福祉
2916 現代日本の企業組織再編と労働組合の課題 坂幸夫【編著】 学文社 201504 9784762025464 社会科学 福祉
2917 日本の社会事業施設史 井村圭壯 学文社 201505 9784762025488 社会科学 福祉
2918 リスク社会のフレーム分析 柳瀬公 学文社 201508 9784762025518 社会科学 福祉
2919 応用社会学原論 齋藤吉雄 学文社 201509 9784762025723 社会科学 福祉
2920 社会事業施設団体の形成史 井村圭壯 学文社 201510 9784762025600 社会科学 福祉
2921 関係性の社会病理 日本社会病理学会 【監修】 学文社 201603 9784762026331 社会科学 福祉
2922 国際コミュニケーションとメディア　：　東アジアの諸相 山本賢二　：　小川浩一【編著】 学文社 201903 9784762029073 社会科学 福祉
2923 知の社会学の可能性 栗原亘　：　関水徹平　：　大黒屋貴稔【編著】 学文社 201903 9784762028861 社会科学 福祉
2924 アースヒストリー　．　１ 飯田哲也 学文社 201907 9784762029127 社会科学 福祉
2925 社会病理学の足跡と再構成 日本社会病理学会  【監修】 学文社 201910 9784762029363 社会科学 福祉
2926 国境なき医師団　：　終わりなき挑戦、希望への意志 レネイ・Ｃ．フォックス　：　坂川雅子 みすず書房 201512 4622079488 社会科学 福祉
2927 京城のモダンガール　：　消費・労働・女性から見た植民地近代 徐智瑛　：　姜信子 みすず書房 201604 4622079801 社会科学 福祉
2928 ザ・ピープル　：　イギリス労働者階級の盛衰 セリーナ・トッド　：　近藤康裕【訳】 みすず書房 201608 4622085143 社会科学 福祉
2929 ライフ・プロジェクト　：　７万人の一生からわかったこと ヘレン・ピアソン【著】　：　大田直子【訳】 みすず書房 201710 9784622086406 社会科学 福祉
2930 地域包括ケア　サクセスガイド　新版　 田中滋【監修】 メディカ出版 202003 9784840471923 社会科学 福祉
2931 大学生のためのキャリアデザイン入門 岩上真珠 有斐閣 201406 9784641174009 社会科学 福祉
2932 労働法　第12版 安枝英訷 有斐閣 201412 9784641058507 社会科学 福祉
2933 スケープゴーティング 釘原直樹【編】 有斐閣 201412 9784641174054 社会科学 福祉
2934 問いからはじめる家族社会学 岩間暁子 有斐閣 201503 9784641150164 社会科学 福祉
2935 労働者像の多様化と労働法・社会保障法 村中孝史 有斐閣 201503 9784641144736 社会科学 福祉
2936 よくわかる社会保障法 西村健一郎 有斐閣 201503 9784641144675 社会科学 福祉
2937 社会意識からみた日本 数土直紀【編】 有斐閣 201503 9784641174115 社会科学 福祉
2938 「働くこと」を社会学する　産業・労働社会学 小川慎一 有斐閣 201503 9784641220430 社会科学 福祉
2939 ケースブック労働法〔第4版〕 荒木尚志 有斐閣 201504 9784641144743 社会科学 福祉
2940 ソーシャルワーク実践モデルのD&D 芝野松次郎 有斐閣 201504 9784641174108 社会科学 福祉
2941 子ども家庭福祉の世界 山野則子 有斐閣 201504 9784641220263 社会科学 福祉
2942 社会福祉法入門〔第3版〕 河野正輝 有斐閣 201507 9784641144552 社会科学 福祉
2943 問いからはじめる社会福祉学 圷洋一 有斐閣 201601 9784641150300 社会科学 福祉
2944 社会福祉のトポス 岩田正美 有斐閣 201601 9784641174160 社会科学 福祉
2945 企業変動における労働法の課題 野川忍 有斐閣 201603 9784641144842 社会科学 福祉
2946 消費者契約の経済分析 西内康人 有斐閣 201603 9784641137288 社会科学 福祉
2947 法人格を越えた労働法規制の可能性と限界 土岐将仁 有斐閣 202003 9784641243347 社会科学 福祉
2948 労働法〔第4版〕 荒木尚志 有斐閣 202006 9784641243170 社会科学 福祉
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2949 平安朝　女性のライフサイクル 服藤早苗 吉川弘文館 199812 9784642054546 社会科学 福祉
2950 女性史と出会う 総合女性史研究会【編】 吉川弘文館 200104 9784642755160 社会科学 福祉
2951 文明開化と差別 今西一 吉川弘文館 200110 9784642755276 社会科学 福祉
2952 家族の古代史 梅村恵子 吉川弘文館 200703 9784642056274 社会科学 福祉
2953 沖縄戦と孤児院　：　戦場の子どもたち 浅井春夫 吉川弘文館 201603 4642082921 社会科学 福祉
2954 民俗都市の人びと 倉石忠彦 吉川弘文館 201710 9784642754156 社会科学 福祉
2955 闘う女性の二〇世紀　：　地域社会と生き方の視点から 伊藤康子 吉川弘文館 201710 9784642754422 社会科学 福祉
2956 皇軍慰安所とおんなたち 峯岸賢太郎 吉川弘文館 201710 9784642754873 社会科学 福祉
2957 近世の巨大地震 矢田俊文 吉川弘文館 201804 9784642058636 社会科学 福祉
2958 中近世山村の生業と社会 白水智 吉川弘文館 201811 9784642029490 社会科学 福祉
2959 統計学はときにセクシーな学問である デビッド・シュピーゲルハルター【著】 ライフサイエンス出版 201808 9784897753720 社会科学 福祉
2960 東日本大震災と被災・避難の生活記録 吉原直樹 六花出版 201503 9784905421801 社会科学 福祉
2961 東日本大震災と〈復興〉の生活記録 吉原直樹 六花出版 201703 9784866170275 社会科学 福祉
2962 東日本大震災と〈自立・支援〉の生活記録 吉原直樹 六花出版 202007 9784866170978 社会科学 福祉
2963 アクティブラーニングで学ぶ震災・復興学 庄司美樹 六花出版 202009 9784866171005 社会科学 福祉
2964 中国賃金決定法の構造　：　社会主義秩序と市場経済秩序の交錯 森下之博 早稲田大学出版部 201712 9784657178060 社会科学 福祉
2965 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 FOM出版 201410 9784865101553 社会科学 教育
2966 めっしほうこう（滅私奉公） 藤川伸治 明石書店 201907 9784750348674 社会科学 教育
2967 学校に居場所カフェをつくろう！ 居場所カフェ立ち上げプロジェクト【編著】 明石書店 201908 9784750348759 社会科学 教育
2968 New 日本と世界の学力格差 志水宏吉【監修】 明石書店 201912 9784750348773 社会科学 教育
2969 小さな地域と小さな学校 中島勝住 明石書店 202002 9784750349718 社会科学 教育
2970 「発達障害」とされる外国人の子どもたち 金春喜 明石書店 202002 9784750349725 社会科学 教育
2971 NGから学ぶ　本気の伝え方 宮口幸治 明石書店 202004 9784750350059 社会科学 教育
2972 発達とレジリエンス アン・マステン【著】 明石書店 202004 9784750350196 社会科学 教育
2973 ポジティブ生徒指導・予防的学級経営ガイドブック ブランディ・シモンセン 明石書店 202006 9784750350080 社会科学 教育
2974 反転授業の実践知 反転授業研究会・問学教育研究部【編】 明石書店 202007 9784750350462 社会科学 教育
2975 LGBTQの子どもへの学校ソーシャルワーク 寺田千栄子 明石書店 202007 9784750350479 社会科学 教育
2976 多文化共生保育の挑戦 佐々木由美子 明石書店 202007 9784750350509 社会科学 教育
2977 国際セクシュアリティ教育ガイダンス　改訂版 ユネスコ【編】 明石書店 202008 9784750350486 社会科学 教育
2978 変容するフリースクール実践の意味 橋本あかね 明石書店 202008 9784750350615 社会科学 教育
2979 海外で学ぶ子どもの教育 佐藤郡衛 明石書店 202008 9784750350721 社会科学 教育
2980 New 教育のディープラーニング マイケル・フラン 明石書店 202009 9784750350707 社会科学 教育
2981 日本のオンライン教育最前線 石戸奈々子【編著】 明石書店 202010 9784750350912 社会科学 教育
2982 New ケニアの教育における格差と公正 小川未空 明石書店 202012 9784750351162 社会科学 教育
2983 New にほんでいきる 毎日新聞取材班【編】 明石書店 202012 9784750351193 社会科学 教育
2984 New 深化する多文化共生教育 孫美幸 明石書店 202012 9784750351292 社会科学 教育
2985 New バングラデシュの就学前教育 門松愛 明石書店 202101 9784750351438 社会科学 教育
2986 New 途上国の学びを拓く 久保田賢一【編著】 明石書店 202102 9784750351452 社会科学 教育
2987 New 北欧の教育最前線 北欧教育研究会【編著】 明石書店 202102 9784750351483 社会科学 教育
2988 New Q&Aでわかる外国につながる子どもの就学支援 小島祥美【編著】 明石書店 202103 9784750351537 社会科学 教育
2989 New 日本語を学ぶ子どもたちを育む「鈴鹿モデル」 川上郁雄【編著】 明石書店 202103 9784750351834 社会科学 教育
2990 子どもが育つ遊びと学び 高櫻綾子【編】 朝倉書店 201904 9784254650075 社会科学 教育
2991 乳幼児の発達と保育 秋田喜代美【監修】 朝倉書店 201908 9784254650082 社会科学 教育
2992 高校英語授業における文法指導を考える 金谷憲【編著】 アルク 202006 9784757436282 社会科学 教育
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2993 教育 広田照幸 岩波書店 200405 9784000270076 社会科学 教育
2994 教育学 広田照幸 岩波書店 200907 9784000283243 社会科学 教育
2995 適塾の謎 芝　哲夫 大阪大学出版会 200506 4872591925 社会科学 教育
2996 「がまんする力」が育つ保育　：　河添理論の保育実践パート３ 今井寿美枝【編著】 大月書店 201607 4272412280 社会科学 教育
2997 半径５メートルからの教育社会学 片山悠樹【編】　：　内田　良【編】　：　古田和久【編】 大月書店 201709 4272412388 社会科学 教育
2998 新聞奨学生　奪われる学生生活 横山　真［著］ 大月書店 201802 4272310526 社会科学 教育
2999 「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 201803 427241240X 社会科学 教育
3000 わかる・役立つ　教育学入門 植上一希・寺崎里水［編］ 大月書店 201809 4272412418 社会科学 教育
3001 私立大学の財政分析ハンドブック 野中郁江 大月書店 202001 9784272412563 社会科学 教育
3002 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 202003 9784272412426 社会科学 教育
3003 未来の市民を育む　「公共」の授業 杉浦真理 大月書店 202004 9784272405961 社会科学 教育
3004 包括的性教育 浅井春夫 大月書店 202010 9784272412587 社会科学 教育
3005 Rによる教育データ分析入門 小林雄一郎 オーム社 202009 9784274225918 社会科学 教育
3006 ユニバーサルデザインの視点を活かした指導と学級づくり 柘植雅義【監修・編著】 金子書房 201409 9784760895410 社会科学 教育
3007 発達障害の「本当の理解」とは 柘植雅義【監修】 金子書房 201411 9784760895427 社会科学 教育
3008 これからの発達障害のアセスメント 柘植雅義【監修】 金子書房 201508 9784760895434 社会科学 教育
3009 発達障害の早期発見・早期療育・親支援 柘植雅義【監修】 金子書房 201602 9784760895458 社会科学 教育
3010 学校でのICT利用による読み書き支援 柘植雅義【監修】 金子書房 201606 9784760895465 社会科学 教育
3011 発達障害のある子の社会性とコミュニケーションの支援 柘植雅義【監修】 金子書房 201608 9784760895472 社会科学 教育
3012 ネットいじめの構造と対処・予防 加納寛子【編著】 金子書房 201608 9784760830367 社会科学 教育
3013 発達障害のある大学生への支援 柘植雅義【監修】 金子書房 201611 9784760895489 社会科学 教育
3014 発達障害の子を育てる親の気持ちと向き合う 柘植雅義【監修】 金子書房 201701 9784760895496 社会科学 教育
3015 発達障害のある子／ない子の学校適応・不登校対応 柘植雅義【監修】 金子書房 201703 9784760895502 社会科学 教育
3016 はじめよう！　ブックコミュニケーション 村中李衣 金子書房 201911 9784760832798 社会科学 教育
3017 子どもの貧困に向きあえる学校づくり　：　地域のなかのスクールソーシャルワーク 鈴木庸裕　：　丹波史紀　：　村井琢哉ほか かもがわ出版 201801 4780309468 社会科学 教育
3018 「気になる子」が変わるとき　：　困難をかかえる子どもの発達と保育 木下孝司 かもがわ出版 201805 9784780309607 社会科学 教育
3019 平和と子どもの幸せを求めつづけて　：　困難な時代に子育て・教育の希望をさぐる 山下雅彦 かもがわ出版 201904 9784780310207 社会科学 教育
3020 教師をめざす学びのハンドブック　：　教職入門から教職実践演習まで 木村裕　：　篠原岳司　：　杉浦由香里 かもがわ出版 201904 9784780310214 社会科学 教育
3021 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　：　茨城大学教育学部附属特別支援学校【編著】 かもがわ出版 201907 9784780310313 社会科学 教育
3022 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 201909 9784780310467 社会科学 教育
3023 森のようちえんの遊びと学び 金子龍太郎 かもがわ出版 201911 9784780310610 社会科学 教育
3024 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【編】 かもがわ出版 202001 9784780310658 社会科学 教育
3025 スウェーデンの作業療法士が教える　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 202002 9784780310740 社会科学 教育
3026 がん哲学のレッスン 樋野興夫 かもがわ出版 202002 9784780310771 社会科学 教育
3027 New 子どもの思考が見える21のルーチン ロン・リチャート 北大路書房 201509 9784762829048 社会科学 教育
3028 教科書の中の知識 浅石卓真 樹村房 202003 9784883673223 社会科学 教育
3029 創造と教育 日本創造学会【編】 共立出版 198611 9784320008502 社会科学 教育
3030 幼児のからだを測る・知る 出村愼一【監修】 杏林書院 201109 9784764411241 社会科学 教育
3031 幼児のからだとこころを育てる運動遊び 出村愼一【監修】 杏林書院 201206 9784764411326 社会科学 教育
3032 DXの基礎知識 山本修一郎 近代科学社Digital 202010 9784764960152 社会科学 教育
3033 授業づくりの考え方　：　小学校の模擬授業とリフレクションで学ぶ 渡辺貴裕 くろしお出版 201901 9784874247822 社会科学 教育
3034 学習障害（幼）児の学習意欲と遊び学習の支援　：　川村秀忠選集 川村秀忠 慶應義塾大学出版会 201106 9784766418415 社会科学 教育
3035 グループ学習入門　：　学びあう場づくりの技法 新井和広　：　坂倉杏介　：　慶應義塾大学教養研究センター【監修】 慶應義塾大学出版会 201304 9784766420395 社会科学 教育
3036 ワークショップデザイン論　：　創ることで学ぶ 山内祐平　：　森玲奈　：　安斎，勇樹 慶應義塾大学出版会 201306 9784766420388 社会科学 教育
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3037 障害の重い子どもの目標設定ガイド　：　授業における「学習到達度チェックリスト」の活用 徳永豊【編著】 慶應義塾大学出版会 201410 9784766421804 社会科学 教育
3038 不登校の子どもに何が必要か　：　学校の先生・ＳＣにも知ってほしい 増田健太郎 慶應義塾大学出版会 201603 4766422384 社会科学 教育
3039 東日本大震災と特別支援教育　：　共生社会にむけた防災教育を 田中真理　：　川住隆一　：　菅井裕行 慶應義塾大学出版会 201603 4766423232 社会科学 教育
3040 大学のＩＲ　：　意思決定支援のための情報収集と分析 小林雅之　：　山田礼子 慶應義塾大学出版会 201604 4766422791 社会科学 教育
3041 五訂版　視覚障害教育に携わる方のために 香川邦生【編著】　：　猪平眞理　：　大内進 慶應義塾大学出版会 201609 4766423674 社会科学 教育
3042 福澤諭吉家庭教育のすすめ　新版 渡辺徳三郎　：　山内慶太 慶應義塾大学出版会 201610 4766423852 社会科学 教育
3043 盲児に対する点字読み指導法の研究　：　点字読み熟達者の手の使い方の分析を通して 牟田口辰己 慶應義塾大学出版会 201702 4766423984 社会科学 教育
3044 ウィトゲンシュタインの教育学　：　後期哲学と「言語の限界」 渡邊福太郎 慶應義塾大学出版会 201707 4766424433 社会科学 教育
3045 クリエイティブ・ラーニング 井庭崇【編著】 慶應義塾大学出版会 201902 9784766425727 社会科学 教育
3046 教育現象のシステム論 石戸教嗣 勁草書房 200310 9784326298761 社会科学 教育
3047 現代イギリスの教育行政改革 清田夏代 勁草書房 200509 4326250518 社会科学 教育
3048 ニューカマーの子どもと学校文化　：　日系ブラジル人生徒の教育エスノグラフィー 児島明 勁草書房 200603 4326250526 社会科学 教育
3049 教師の専門性とアイデンティティ　：　教育改革時代の国際比較調査と国際シンポジウムから 久冨善之【編著】 勁草書房 200806 4326250577 社会科学 教育
3050 イギリスの性教育政策史　：　自由化の影と国家「介入」 広瀬裕子 勁草書房 200908 4326250585 社会科学 教育
3051 「多文化共生」は可能か　：　教育における挑戦 馬渕仁【編著】 勁草書房 201102 9784326250691 社会科学 教育
3052 憲法と教育法の研究　：　主権者教育権の提唱 永井憲一 勁草書房 201402 9784326402908 社会科学 教育
3053 ディープ・アクティブラーニング　：　大学授業を深化させるために 松下佳代　：　京都大学高等教育研究開発推進センター【編著】 勁草書房 201501 4326251018 社会科学 教育
3054 教師のライフストーリー　：　高校教師の中年期の危機と再生 高井良健一 勁草書房 201505 4326251050 社会科学 教育
3055 テキスト教育と教育行政 井深雄二　：　大橋基博ほか【編著】 勁草書房 201510 4326251077 社会科学 教育
3056 戦後日本の教育委員会　：　指揮監督権はどこにあったのか 大畠菜穂子 勁草書房 201512 432625114X 社会科学 教育
3057 教育の大衆化は何をもたらしたか　：　フランス社会の階層と格差 園山大祐【編著】 勁草書房 201605 4326602929 社会科学 教育
3058 教育政治学を拓く　：　１８歳選挙権の時代を見すえて 小玉重夫 勁草書房 201608 4326299118 社会科学 教育
3059 高校就職指導の社会学　：　「日本型」移行を再考する 堀有喜衣 勁草書房 201608 4326602937 社会科学 教育
3060 子どもはテレビをどう見るか　：　テレビ理解の心理学 村野井均 勁草書房 201610 4326299126 社会科学 教育
3061 災害と厄災の記憶を伝える　：　教育学は何ができるのか 山名淳【編著】　：　矢野智司【編著】 勁草書房 201701 4326251204 社会科学 教育
3062 教育思想事典　増補改訂版 教育思想史学会【編】 勁草書房 201709 9784326251223 社会科学 教育
3063 教師の「専門家共同体」の形成と展開 鈴木悠太 勁草書房 201802 9784326251230 社会科学 教育
3064 教師の責任と教職倫理　：　経年調査にみる教員文化の変容 久冨善之　：　長谷川裕　：　福島裕敏【編著】 勁草書房 201807 9784326251278 社会科学 教育
3065 ブルーナーの「文化心理学」と教育論　：　「デューイとブルーナー」再考 嶋口裕基 勁草書房 201811 9784326251308 社会科学 教育
3066 平等の教育社会学 耳塚寛明 勁草書房 201902 9784326251339 社会科学 教育
3067 子育てをめぐる公私再編のポリティクス 清水美紀 勁草書房 201908 9784326603206 社会科学 教育
3068 現代日本教育費政策史 井深雄二 勁草書房 202002 9784326251414 社会科学 教育
3069 英語授業の大技・小技 静哲人 研究社 199903 9784327410544 社会科学 教育
3070 英語授業の心・技・体 靜哲人 研究社 200906 9784327410704 社会科学 教育
3071 小学校国語科教育法 阿部藤子 建帛社 201803 9784767921112 社会科学 教育
3072 小学校図画工作科教育法 山口喜雄 建帛社 201803 9784767921136 社会科学 教育
3073 小学校算数科教育法 鈴木将史【編著】 建帛社 201804 9784767921129 社会科学 教育
3074 小学校理科教育法 森本信也 建帛社 201804 9784767921105 社会科学 教育
3075 小学校家庭科教育法 大竹美登利 建帛社 201804 9784767921143 社会科学 教育
3076 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 201903 9784767921150 社会科学 教育
3077 教育メディア 稲葉竹俊　ほか コロナ社 201504 9784339027860 社会科学 教育
3078 理工系学生のための　キャリアナビゲーション 二上武生 コロナ社 201809 9784339078190 社会科学 教育
3079 グローバルリーダーを育てる北海道大学の挑戦 玉城英彦 彩流社 201705 9784779123061 社会科学 教育
3080 授業力アップ　アクティブ・ラーニング　：　グループ学習・ＩＣＴ活用・ＰＢＬ 市坪誠【編著】　：　油谷英明　：　小林淳哉 実教出版 201605 4407339314 社会科学 教育
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3081 ICT活用指導力アップ！教育の情報化 梅田恭子 実教出版 201904 9784407347722 社会科学 教育
3082 部活動の論点 青柳健隆 旬報社 201912 9784845116164 社会科学 教育
3083 先輩が教えてくれる！新人保育士のきほん 中野悠人 翔泳社 201611 9784798146690 社会科学 教育
3084 保育現場における困りごと相談ハンドブック 木元有香 新日本法規出版 201910 9784788286306 社会科学 教育
3085 超デジタル時代の「学び」　：　よいかげんな知の復権をめざして 渡部信一 新曜社 201202 478851267X 社会科学 教育
3086 開発空間の暴力　：　いじめ自殺を生む風景 荻野昌弘 新曜社 201203 4788512696 社会科学 教育
3087 おさなごころを科学する　：　進化する乳幼児観 森口佑介 新曜社 201403 4788513749 社会科学 教育
3088 食をつなげる、食でつながる　：　八国山保育園の食 外山紀子　：　野村明洋 新曜社 201403 4788513803 社会科学 教育
3089 あたりまえを疑え！　：　臨床教育学入門 遠藤野ゆり　：　大塚類 新曜社 201404 4788513765 社会科学 教育
3090 〈高卒当然社会〉の戦後史　：　誰でも高校に通える社会は維持できるのか 香川めい　：　児玉英靖　：　相澤真一 新曜社 201407 4788513951 社会科学 教育
3091 学校心理学　：　教師・スクールカウンセラー・保護者のチームによる心理教育的援助サービス 石隈利紀【著】 誠信書房 199911 9784414301496 社会科学 教育
3092 教育心理学のための統計学　：　テストでココロをはかる 熊谷龍一　：　荘島宏二郎 誠信書房 201508 9784414301908 社会科学 教育
3093 学校トラウマの実際と対応 藤森和美【編著】 誠信書房 202008 9784414416664 社会科学 教育
3094 学校法人ハンドブック　〔八訂版〕 実藤秀志 税務経理協会 201805 9784419065379 社会科学 教育
3095 大学生　学びのハンドブック　４訂版 世界思想社編集部【編】 世界思想社 201801 9784790717072 社会科学 教育
3096 おいしい育児　：　家でも輝け、おとうさん！ 佐川光晴 世界思想社 201802 9784790717096 社会科学 教育
3097 新・知のツールボックス 専修大学出版企画委員会【編】 専修大学出版局 201904 9784881253267 社会科学 教育
3098 スクールカウンセリングモデル１００例　：　読み取る。支える。現場の工夫。 かしまえりこ　：　神田橋條治 創元社 200609 9784422113791 社会科学 教育
3099 子どもの生活と児童文化 川北典子　：　村川京子　：　松崎行代【編著】 創元社 201510 4422120638 社会科学 教育
3100 子どもを育む学校臨床力　：　多様性の時代の生徒指導教育相談特別支援 角田豊　：　片山紀子　：　小松貴弘【編著】 創元社 201602 4422120646 社会科学 教育
3101 子どもにやる気を起こさせる方法 ドン・ディンクメイヤー 創元社 201702 9784422116297 社会科学 教育
3102 グループワーク〈ミソドラマ〉で　子どもの心の声を聴く アラン・グッゲンビュール【著】 創元社 201907 9784422120676 社会科学 教育
3103 乳幼児観察入門 リサ・ミラー 創元社 201909 9784422117232 社会科学 教育
3104 学校臨床力を磨く事例検討の進め方 角田豊【編著】 創元社 202007 9784422120706 社会科学 教育
3105 幼児体育　理論と実践　：　日本幼児体育学会認定　幼児体育指導員養成テキスト　概要版 日本幼児体育学会【編】　：　前橋明【著】 大学教育出版 200607 9784887307124 社会科学 教育
3106 米国の日本語教育に学ぶ新英語教育 米原　幸大 大学教育出版 200807 4887308353 社会科学 教育
3107 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 200910 9784887309395 社会科学 教育
3108 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 201309 9784864292276 社会科学 教育
3109 道徳教育法・特別活動指導法 梨木昭平 大学教育出版 201406 4864293058 社会科学 教育
3110 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 201610 486429416X 社会科学 教育
3111 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 201804 4864295069 社会科学 教育
3112 新しい視点から見た教職入門 中田正浩【編著】 大学教育出版 201804 9784864295093 社会科学 教育
3113 教育原理　事始め 中田正浩 大学教育出版 201804 9784864295109 社会科学 教育
3114 道徳教育の理論と実践 石村　秀登　：　末次　弘幸【編著】 大学教育出版 201805 4864295026 社会科学 教育
3115 １９９２年の「精神薄弱」用語問題　：　伊藤隆二教授の教育思想をめぐって 鶴田一郎 大学教育出版 201809 4864295336 社会科学 教育
3116 はし〓めての人のための小学校理科の『学ひ〓合い』 三崎隆 大学教育出版 201810 4864295387 社会科学 教育
3117 はし〓めての人のための中学校理科の『学ひ〓合い』 三崎隆 大学教育出版 201810 4864295395 社会科学 教育
3118 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 201810 4864299870 社会科学 教育
3119 健康を科学する実践研究　：　読めばできる！養護教論の研究ガイド 大野　泰子　：　川又　俊則 大学教育出版 201810 4864295409 社会科学 教育
3120 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 201810 4864299889 社会科学 教育
3121 幼儿体育与健康　：　〓孩子〓〓、心〓、感〓 日本幼児体育学会　：　前橋明【著】　：　北京緑樹体育【訳】 大学教育出版 201811 9784864295345 社会科学 教育
3122 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 201905 9784866920153 社会科学 教育
3123 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【編】 大学教育出版 201906 9784866920313 社会科学 教育
3124 科学的リテラシーを育成する理科教育の創造 鶴岡義彦【編著】 大学教育出版 201909 9784866920436 社会科学 教育
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3125 TBLを文系座学科目に 関谷弘毅 大学教育出版 202003 9784866920627 社会科学 教育
3126 ジェンダーと英語教育 石川有香【編著】 大学教育出版 202003 9784866920818 社会科学 教育
3127 新しい視点から見た教職入門　第2版 中田正浩【編著】 大学教育出版 202004 9784866920771 社会科学 教育
3128 学級担任が創る小学校英語の授業 猪井新一 大学教育出版 202004 9784866920702 社会科学 教育
3129 幼稚園教諭・保育教諭をめざす人のための教育学入門 橋本勇人【編著者代表】 大学教育出版 202005 9784866920641 社会科学 教育
3130 経済教育実践論序説 大阪教育大学経済教育研究会【編】 大学教育出版 202005 9784866920825 社会科学 教育
3131 New 語りと教育の近代史 松山鮎子 大学教育出版 202010 9784866920979 社会科学 教育
3132 大学への進学 中村高康【編】 玉川大学出版部 201010 9784472404108 社会科学 教育
3133 大学生 橋本鉱市【編】 玉川大学出版部 201010 9784472404122 社会科学 教育
3134 大学と学問 阿曽沼明裕【編】 玉川大学出版部 201010 9784472404146 社会科学 教育
3135 大学と国家 村澤昌崇【編】 玉川大学出版部 201010 9784472404153 社会科学 教育
3136 大学の学び 杉谷祐美子【編】 玉川大学出版部 201102 9784472404115 社会科学 教育
3137 大学から社会へ 小方直幸【編】 玉川大学出版部 201102 9784472404139 社会科学 教育
3138 大学のマネジメント 米澤彰純【編】 玉川大学出版部 201102 9784472404160 社会科学 教育
3139 大学とマネー 島一則【編】 玉川大学出版部 201102 9784472404177 社会科学 教育
3140 生徒・進路指導の理論と方法 工藤亘　：　藤平敦【編著】 玉川大学出版部 201903 9784472405570 社会科学 教育
3141 西洋教育史　新訂版 石橋哲成　：　佐久間裕之【編著】 玉川大学出版部 201903 9784472405594 社会科学 教育
3142 大学生のための実践的キャリア＆就活講座 伊藤宏 中央経済社 202001 9784502328411 社会科学 教育
3143 睡眠・食事・生活の基本 一般社団法人日本赤ちゃん学協会【編集】 中央法規出版 201612 9784805854181 社会科学 教育
3144 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 笹田哲 中央法規出版 201803 9784805856482 社会科学 教育
3145 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 201804 9784805856581 社会科学 教育
3146 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 水野智美　：　西村実穂【著】　：　徳田克己【監修】 中央法規出版 201805 9784805856888 社会科学 教育
3147 子どもイキイキ！　園生活が充実する「すきま遊び」 日本保育協会【監修】　：　駒井美智子【著】 中央法規出版 201805 9784805857007 社会科学 教育
3148 自信がもてる！　育ちを支える食事の基本 日本保育協会【監修】　：　小野友紀【著】 中央法規出版 201806 9784805857014 社会科学 教育
3149 遊びにつなぐ！　場面から読み取る子どもの発達 日本保育協会【監修】　：　増田修治【著】 中央法規出版 201806 9784805857021 社会科学 教育
3150 失敗から学ぶ　保護者とのコミュニケーション 日本保育協会【監修】　：　大方美香【編著】 中央法規出版 201808 9784805857045 社会科学 教育
3151 特別な配慮を必要とする子どもが輝くクラス運営 松井剛太 中央法規出版 201808 9784805857441 社会科学 教育
3152 教室でできる　気になる子への認知行動療法 松浦直己 中央法規出版 201810 9784805857540 社会科学 教育
3153 子どもの育ちが見える「要録」作成のポイント 神長美津子 中央法規出版 201811 9784805857571 社会科学 教育
3154 教育原理 児童育成協会【監修】 中央法規出版 201901 9784805857823 社会科学 教育
3155 保育原理 児童育成協会【監修】 中央法規出版 201902 9784805857816 社会科学 教育
3156 保育者論 児童育成協会【監修】 中央法規出版 201902 9784805857878 社会科学 教育
3157 子どもの理解と援助 児童育成協会【監修】 中央法規出版 201902 9784805857908 社会科学 教育
3158 子どもの保健 児童育成協会【監修】 中央法規出版 201902 9784805857915 社会科学 教育
3159 教育・保育カリキュラム論 児童育成協会【監修】 中央法規出版 201902 9784805857939 社会科学 教育
3160 保育内容総論 児童育成協会【監修】 中央法規出版 201902 9784805857946 社会科学 教育
3161 子どもの健康と安全 児童育成協会【監修】 中央法規出版 201902 9784805857960 社会科学 教育
3162 障害児保育 児童育成協会【監修】 中央法規出版 201902 9784805857977 社会科学 教育
3163 保育実習 児童育成協会【監修】 中央法規出版 201902 9784805858004 社会科学 教育
3164 保育の心理学 児童育成協会【監修】 中央法規出版 201903 9784805857885 社会科学 教育
3165 子ども家庭支援の心理学 児童育成協会【監修】 中央法規出版 201903 9784805857892 社会科学 教育
3166 言葉・非認知的な心・学ぶ力 一般社団法人日本赤ちゃん学協会【編集】 中央法規出版 201907 9784805854204 社会科学 教育
3167 保育を変える　チーム力の高め方 倉石哲也 中央法規出版 201909 9784805859438 社会科学 教育
3168 そのママでいい 田中康雄【監修】 中央法規出版 202002 9784805859964 社会科学 教育
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3169 思いをつなぐ　保育の環境構成　０・１歳児クラス編 宮里暁美【編著】 中央法規出版 202003 9784805881033 社会科学 教育
3170 思いをつなぐ　保育の環境構成　２・３歳児クラス編 宮里暁美【編著】 中央法規出版 202003 9784805881040 社会科学 教育
3171 思いをつなぐ　保育の環境構成　４・５歳児クラス編 宮里暁美【編著】 中央法規出版 202003 9784805881057 社会科学 教育
3172 遊びが学びに欠かせないわけ　：　自立した学び手を育てる ピーター・グレイ　：　吉田新一郎【訳】 築地書館 201804 4806715557 社会科学 教育
3173 手話の歴史　上　：　ろう者が手話を生み、奪われ、取り戻すまで　．　上 ハーラン・レイン　：　斉藤渡【訳】　：　前田浩【監修・解説】 築地書館 201805 4806715603 社会科学 教育
3174 手話の歴史　下　：　ろう者が手話を生み、奪われ、取り戻すまで　．　下 ハーラン・レイン　：　斉藤渡【訳】　：　前田浩【監修・解説】 築地書館 201805 4806715611 社会科学 教育
3175 みんなで創るミライの学校 辻正矩 築地書館 201911 9784806715917 社会科学 教育
3176 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】　：　久保田真一郎 東京電機大学出版局 201802 4501631309 社会科学 教育
3177 登校拒否・ひきこもりからの“出発” 前島康男 東京電機大学出版局 202003 9784501632601 社会科学 教育
3178 子ども格差の経済学　：　「塾、習い事」に行ける子・行けない子 橘木俊詔 東洋経済新報社 201707 4492314997 社会科学 教育
3179 大学・財団のための　ミッション・ドリブン・インベストメント 川原淳次 東洋経済新報社 201805 4492733450 社会科学 教育
3180 就活テクニック大全 : 最小の努力で「トップ内定」し「仕事力」も高める 坂本直文 東洋経済新報社 201903 9784492223888 社会科学 教育
3181 子どもの健康と安全 大西文子【編】 中山書店 201909 9784521747774 社会科学 教育
3182 学生時代にキャリア力を身につけよう 近藤仁 日本経済評論社 201801 9784818824904 社会科学 教育
3183 留学生は近代日本で何を学んだのか　：　医療・園芸・デザイン・師範 見城悌治 日本経済評論社 201803 4818824976 社会科学 教育
3184 スタ－ジュ フランス版「インタ－ンシップ」 五十畑浩平 日本経済評論社 202002 9784818825529 社会科学 教育
3185 発達障害の豊かな世界 杉山登志郎 日本評論社 200004 4535561559 社会科学 教育
3186 赤ちゃんの心理学 大藪泰 日本評論社 201306 453556325X 社会科学 教育
3187 New 学習障害のある子どもを支援する 宮本信也【編】 日本評論社 201901 9784535563735 社会科学 教育
3188 スクールカウンセラーと教師のための「チーム学校」入門 半田一郎【編】 日本評論社 202004 9784535563858 社会科学 教育
3189 プラハのシュタイナー学校 増田幸弘 白水社 201006 4560080658 社会科学 教育
3190 消えゆく「限界大学」　：　私立大学定員割れの構造 小川洋 白水社 201612 4560095264 社会科学 教育
3191 手話通訳者になろう 木村晴美　：　岡典栄 白水社 201908 9784560097168 社会科学 教育
3192 隣国の言語を学び、教えるということ 澤邉裕子 ひつじ書房 201903 9784894769670 社会科学 教育
3193 古典は本当に必要なのか、否定論者と議論して本気で考えてみた。 勝又基編【編】 文学通信 201909 9784909658166 社会科学 教育
3194 サーフィン型学校が子どもを救う！　：　「やり直し可能」な教育システムへ 永山彦三郎 平凡社 200102 4582850758 社会科学 教育
3195 学歴の社会史　：　教育と日本の近代 天野郁夫 平凡社 200501 4582765262 社会科学 教育
3196 自信力が学生を変える　：　大学生意識調査からの提言 河地和子 平凡社 200506 4582852769 社会科学 教育
3197 東大脳の作り方 安川佳美 平凡社 200609 4582853382 社会科学 教育
3198 増補試験の社会史　：　近代日本の試験・教育・社会 天野郁夫 平凡社 200702 4582766021 社会科学 教育
3199 日本は中国でどう教えられているのか 西村克仁 平凡社 200711 4582853986 社会科学 教育
3200 全学連と全共闘 伴野準一 平凡社 201010 4582855520 社会科学 教育
3201 発達障害　母たちの奮闘記 山下成司 平凡社 201104 4582855822 社会科学 教育
3202 知っていそうで知らないノーベル賞の話 北尾利夫 平凡社 201109 4582856063 社会科学 教育
3203 パブリック・スクールと日本の名門校　：　なぜ彼らはトップであり続けるのか 秦由美子 平凡社 201803 4582858694 社会科学 教育
3204 大学事典 児玉善仁【編】 平凡社 201806 9784582121025 社会科学 教育
3205 教育現場は困ってる 榎本博明 平凡社 202006 9784582859430 社会科学 教育
3206 家庭における人間形成　：　子どもの自立を考える 水野建雄 勉誠出版 201010 4585235000 社会科学 教育
3207 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 勉誠出版 201010 4585235019 社会科学 教育
3208 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 勉誠出版 201110 4585235035 社会科学 教育
3209 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 勉誠出版 201110 4585235043 社会科学 教育
3210 新時代のキャリア教育と職業指導　：　免許法改定に対応して 佐藤史人　：　伊藤一雄　：　佐々木英一 法律文化社 201809 9784589039538 社会科学 教育
3211 「１８歳選挙権」時代のシティズンシップ教育　：　日本と諸外国の経験と模索 石田徹　：　高橋進　：　渡辺博明【編】 法律文化社 201902 9784589039880 社会科学 教育
3212 SDGs時代の国際教育開発学 ダニエル・Ａ．ワグナー【著】 法律文化社 202009 9784589041012 社会科学 教育
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3213 戦後教育の源流 黒澤英典 学文社 199404 9784762005329 社会科学 教育
3214 私立大学の教師教育の課題と展望 黒澤英典 学文社 200604 9784762015250 社会科学 教育
3215 現代の教育危機と総合人間学 柴田義松【編】 学文社 200611 9784762016080 社会科学 教育
3216 日本の若者を世界に通用する人材に 久原正治 学文社 200901 9784762019012 社会科学 教育
3217 〈解釈〉と〈分析〉の統合をめざす文学教育 鶴田清司 学文社 201003 9784762020360 社会科学 教育
3218 社会人基礎力の育成とビジネス系大学教育 全国ビジネス系大学教育会議【編著】 学文社 201012 9784762021282 社会科学 教育
3219 オーストラリアの教育改革 佐藤博志【編著】 学文社 201104 9784762021466 社会科学 教育
3220 近代日本キリスト教主義幼稚園の保育と園舎 永井理恵子 学文社 201109 9784762021312 社会科学 教育
3221 ビジネス系大学教育における初年次教育 全国ビジネス系大学教育会議【編著】 学文社 201201 9784762022470 社会科学 教育
3222 ビジネス系大学教育における質保証 全国ビジネス系大学教育会議【編著】 学文社 201212 9784762023330 社会科学 教育
3223 ペダゴジーの社会学 久冨善之 学文社 201306 9784762023781 社会科学 教育
3224 グローバル人材を育てます 全国ビジネス系大学教育会議【編著】 学文社 201401 9784762024252 社会科学 教育
3225 インターンシップ　第２版 古閑博美【編著】 学文社 201503 9784762025297 社会科学 教育
3226 子どもの姿で探る問題解決学習の学力と授業 市川博 学文社 201510 9784762025624 社会科学 教育
3227 道徳教育の根拠を問う 中西真彦 学文社 201510 9784762025662 社会科学 教育
3228 科研費採択に向けた効果的なアプローチ 塩満典子 学文社 201609 9784762026683 社会科学 教育
3229 高校生の市民性の諸相 林幸克 学文社 201709 9784762027406 社会科学 教育
3230 クリエイティブな教師になろう 佐藤博志【編著】 学文社 201801 9784762027697 社会科学 教育
3231 女性の視点でつくる社会科授業 升野伸子 学文社 201802 9784762027758 社会科学 教育
3232 海外留学がキャリアと人生に与えるインパクト 横田雅弘 学文社 201803 9784762028021 社会科学 教育
3233 唱歌教育の展開に関する実証的研究 嶋田由美 学文社 201812 9784762028533 社会科学 教育
3234 よい授業とは何か 川田龍哉 学文社 201903 9784762028878 社会科学 教育
3235 研究資金獲得法の最前線 塩満典子 学文社 201909 9784762029271 社会科学 教育
3236 遊び込む子どもを支える幼稚園カリキュラム 杉浦英樹 【編著】 学文社 201910 9784762029301 社会科学 教育
3237 英語教育論争から考える 鳥飼玖美子 みすず書房 201408 9784622078470 社会科学 教育
3238 手話を生きる　：　少数言語が多数派日本語と出会うところで 斉藤道雄 みすず書房 201602 4622079747 社会科学 教育
3239 New スクール・セクシュアル・ハラスメント 内海﨑貴子 八千代出版 201902 9784842917399 社会科学 教育
3240 新しい時代の生活指導 山本敏郎 有斐閣 201411 9784641220348 社会科学 教育
3241 子どものこころ　新版 桜井茂男 有斐閣 201412 9784641220119 社会科学 教育
3242 はじめての特別支援教育　改訂版 柘植雅義 有斐閣 201412 9784641220386 社会科学 教育
3243 問いからはじめる教育学 勝野正章 有斐閣 201502 9784641150140 社会科学 教育
3244 新しい教育評価入門 西岡加名恵 有斐閣 201504 9784641174078 社会科学 教育
3245 新しい時代の教職入門〔改訂版〕 秋田喜代美 有斐閣 201508 9784641220607 社会科学 教育
3246 やさしい教育心理学〔第4版〕 鎌原雅彦 有斐閣 201508 9784641220591 社会科学 教育
3247 イタリア・アカデミックな歩きかた 丹野義彦 有斐閣 201512 9784641174184 社会科学 教育
3248 中学・高校教師になるための教育心理学〔第4版〕 心理科学研究会【編】 有斐閣 202004 9784641281486 社会科学 教育
3249 問いからはじめる教育史 岩下誠 有斐閣 202010 9784641150805 社会科学 教育
3250 帝国日本と植民地大学 酒井哲哉【編】　：　松田利彦【編】 ゆまに書房 201402 4843344567 社会科学 教育
3251 科研費獲得の方法とコツ　改訂第7版 児島将康 羊土社 202009 9784758121071 社会科学 教育
3252 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 201701 4642083073 社会科学 教育
3253 江戸の親子　：　父親が子どもを育てた時代 太田素子 吉川弘文館 201708 4642067280 社会科学 教育
3254 国民学校　：　皇国の道 戸田金一 吉川弘文館 201710 9784642754101 社会科学 教育
3255 小学校プログラミング教育の考え方・進め方 蔵満逸司 黎明書房 201901 9784654023097 社会科学 教育
3256 教科の一人学び「自由進度学習」の考え方・進め方 小山儀秋【監修】 黎明書房 201903 9784654023134 社会科学 教育
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3257 改訂版　全員を聞く子どもにする教室の作り方 多賀一郎 黎明書房 201906 9784654023172 社会科学 教育
3258 算数科の深い学びを実践する 柴田録治【監修】 黎明書房 201910 9784654019649 社会科学 教育
3259 「聴く力」をみがきキャッチングに卓越した教師になる 前田勝洋 黎明書房 201912 9784654023233 社会科学 教育
3260 危機に立つＳＮＳ時代の教師たち 多賀一郎 黎明書房 202002 9784654023288 社会科学 教育
3261 崩壊学級担任を救う33の方法＆つぶす13の方法 梶川高彦 黎明書房 202005 9784654023332 社会科学 教育
3262 若手教師のための一斉授業入門 多賀一郎 黎明書房 202009 9784654023387 社会科学 教育
3263 ホットでほっとな学級びらき・授業びらき 前田勝洋 黎明書房 202011 9784654023400 社会科学 教育
3264 「女教員」と「母性」 齋藤慶子 六花出版 201406 9784905421689 社会科学 教育
3265 動員される母親たち 奥村典子 六花出版 201410 9784905421696 社会科学 教育
3266 戦後 夜間中学校の歴史 大多和雅絵 六花出版 201706 9784866170343 社会科学 教育
3267 戦後日本の道徳教育の成立 ?占新 六花出版 201902 9784866170770 社会科学 教育
3268 戦後女性教員史 跡部千慧 六花出版 202001 9784866170817 社会科学 教育
3269 「伊勢参宮旅行」と「帝都」の子どもたち 橋本萌 六花出版 202007 9784866170923 社会科学 教育
3270 総力戦体制下の〈教育科学研究会〉 金智恩 六花出版 202007 9784866170916 社会科学 教育
3271 朝鮮人学校の子どもたち 松下佳弘 六花出版 202010 9784866171036 社会科学 教育
3272 アメリカ進歩主義教育の源流 山本孝司 早稲田大学出版部 202001 9784657208019 社会科学 教育
3273 New 職場・学校で活かす現場グラフィー 清水展 明石書店 202102 9784750351445 社会科学 風俗習慣
3274 日本文化の源流を探る 佐々木高明 海青社 201311 9784860992828 社会科学 風俗習慣
3275 古代中国の犬文化 桂　小蘭 大阪大学出版会 200502 4872591887 社会科学 風俗習慣
3276 サンゴ礁と人間　：　ポリネシアのフィールドノート 近森正 慶應義塾大学出版会 201210 9784766419832 社会科学 風俗習慣
3277 装うこと生きること　：　女性たちの日本近代 羽生清 勁草書房 200406 4326851848 社会科学 風俗習慣
3278 フロックコートと羽織袴　：　礼装規範の形成と近代日本 小山直子 勁草書房 201603 4326602880 社会科学 風俗習慣
3279 近代日本における出産と産屋　：　香川県伊吹島の出部屋の存続と閉鎖 伏見裕子 勁草書房 201603 4326602910 社会科学 風俗習慣
3280 鬼の大事典 沢史生 彩流社 200103 9784882027003 社会科学 風俗習慣
3281 鬼の大事典 沢史生 彩流社 200103 9784882027003 社会科学 風俗習慣
3282 鬼の大事典 沢史生 彩流社 200103 9784882027003 社会科学 風俗習慣
3283 日本大神楽事典　改訂増補 柳貴家勝蔵 彩流社 200704 9784779112560 社会科学 風俗習慣
3284 Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　Ｃａｌｃｕｌｕｓ　ｉｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　：　英語で学ぶ微分積分学 Ｊａｎ　Ｂ〓ｅｚｉｎａ　：　柳田英二 裳華房 201903 9784785306410 社会科学 風俗習慣
3285 開発と生活戦略の民族誌　：　ソロモン諸島アノケロ村の自然・移住・紛争 宮内泰介 新曜社 201103 4788512246 社会科学 風俗習慣
3286 祭りと地方都市　：　都市コミュニティ論の再興 竹元秀樹 新曜社 201404 4788513838 社会科学 風俗習慣
3287 誘惑する文化人類学　：　コンタクト・ゾーンの世界へ 田中雅一 世界思想社 201806 9784790717065 社会科学 風俗習慣
3288 日本の祭と神賑 森田玲 創元社 201507 9784422230351 社会科学 風俗習慣
3289 われらみな食人種（カニバル） クロード・レヴィ・ストロース【著】 創元社 201911 9784422390017 社会科学 風俗習慣
3290 フィッシュ・アンド・チップスの歴史 パニコス・パナイー【著】 創元社 202009 9784422203430 社会科学 風俗習慣
3291 宗教民俗学 宮家準 東京大学出版会 198909 4130100580 社会科学 風俗習慣
3292 民俗宗教と日本社会 宮家準 東京大学出版会 200204 4130104055 社会科学 風俗習慣
3293 江戸の風俗事典 石井明 東京堂出版 201611 9784490108828 社会科学 風俗習慣
3294 先住民族社会の形成と存続：ニュージーランド南島ナイ・タフ族の伝統と社会　：　ニュージーランド南島ナイ・タフ族の伝統と社会 原田敏治 日本経済評論社 201601 4818824100 社会科学 風俗習慣
3295 写真で読む三くだり半 高木侃 日本経済評論社 201710 4818824747 社会科学 風俗習慣
3296 ぼくの家は「世界遺産」 小松義夫 白水社 200711 456003172X 社会科学 風俗習慣
3297 食べてはいけない！ 森枝卓士 白水社 200711 4560031746 社会科学 風俗習慣
3298 茶の世界史 ビアトリス・ホーネガー【著】 白水社 202003 9784560097601 社会科学 風俗習慣
3299 職業別　パリ風俗 鹿島茂 白水社 202005 9784560721346 社会科学 風俗習慣
3300 怪異をつくる 木場貴俊 文学通信 202003 9784909658227 社会科学 風俗習慣
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3301 洒落者たちのイギリス史　：　騎士の国から紳士の国へ 川北稔 平凡社 199306 4582760082 社会科学 風俗習慣
3302 菅江真澄遊覧記　．　１ 菅江真澄【著】　：　内田武志　：　宮本常一【編訳】 平凡社 200004 4582763359 社会科学 風俗習慣
3303 菅江真澄遊覧記　．　２ 菅江真澄【著】　：　内田武志　：　宮本常一【編訳】 平凡社 200005 4582763413 社会科学 風俗習慣
3304 魚々食記　：　古来、日本人は魚をどう食べてきたか 川那部浩哉 平凡社 200005 4582850413 社会科学 風俗習慣
3305 菅江真澄遊覧記　．　３ 菅江真澄【著】　：　内田武志　：　宮本常一【編訳】 平凡社 200006 4582763456 社会科学 風俗習慣
3306 菅江真澄遊覧記　．　４ 菅江真澄【著】　：　内田武志　：　宮本常一【編訳】 平凡社 200007 4582763510 社会科学 風俗習慣
3307 菅江真澄遊覧記　．　５ 菅江真澄【訳】　：　内田武志　：　宮本常一【編訳】 平凡社 200008 4582763561 社会科学 風俗習慣
3308 アンデス　食の旅　：　高度差５０００ｍの恵みを味わう 高野潤 平凡社 200011 4582850642 社会科学 風俗習慣
3309 「食」の課外授業 西江雅之 平凡社 200512 4582853048 社会科学 風俗習慣
3310 新・お葬式の作法　：　遺族になるということ 碑文谷創 平凡社 200603 4582853145 社会科学 風俗習慣
3311 女は見た目が１０割　：　誰のために化粧をするのか 鈴木由加里 平凡社 200607 4582853331 社会科学 風俗習慣
3312 アマゾン源流　「食」の冒険 高野潤 平凡社 200806 4582854257 社会科学 風俗習慣
3313 春画を読む　恋のむつごと四十八手 白倉敬彦 平凡社 201003 4582855148 社会科学 風俗習慣
3314 日本人の作法 陶智子 平凡社 201005 4582855261 社会科学 風俗習慣
3315 食の街道を行く 向笠千恵子 平凡社 201007 4582855369 社会科学 風俗習慣
3316 クスクスの謎　：　人と人をつなげる粒パスタの魅力 にむらじゅんこ 平凡社 201201 4582856233 社会科学 風俗習慣
3317 昆虫食入門 内山昭一 平凡社 201204 4582856357 社会科学 風俗習慣
3318 紅茶の文化史 春山行夫 平凡社 201302 9784582767827 社会科学 風俗習慣
3319 菊と刀　：　日本文化の型 ルース・ベネディクト　：　越智敏之【訳】　：　越智道雄【訳】 平凡社 201308 4582767931 社会科学 風俗習慣
3320 美少年尽くし　：　江戸男色談義 佐伯順子 平凡社 201502 4582768261 社会科学 風俗習慣
3321 これからの死に方　：　葬送はどこまで自由か 〓島次郎 平凡社 201603 4582858082 社会科学 風俗習慣
3322 肉食行為の研究 野林厚志【編】 平凡社 201803 4582837700 社会科学 風俗習慣
3323 さし絵で楽しむ江戸のくらし 深谷大 平凡社 201908 9784582859195 社会科学 風俗習慣
3324 マリー・アントワネットの衣裳部屋 内村理奈 平凡社 201910 9784582620696 社会科学 風俗習慣
3325 配膳さんという仕事 笠井一子 平凡社 202004 9784582838275 社会科学 風俗習慣
3326 超域する異界 大野寿子【編】 勉誠出版 201301 4585290508 社会科学 風俗習慣
3327 歌垣の世界　：　歌垣文化圏の中の日本 工藤隆 勉誠出版 201512 4585291113 社会科学 風俗習慣
3328 犬からみた人類史 大石高典 勉誠出版 201905 9784585230700 社会科学 風俗習慣
3329 「本読み」の民俗誌 川島秀一 勉誠出版 202006 9784585230816 社会科学 風俗習慣
3330 食文化とおもてなし 山上徹 学文社 201202 9784762022548 社会科学 風俗習慣
3331 生者と死者を結ぶネットワーク 郷堀ヨゼフ【著】 学文社 201603 9784762026263 社会科学 風俗習慣
3332 料理と帝国　：　食文化の世界史紀元前２万年から現代まで レイチェル・ローダン　：　ヒデコ・ラッセル みすず書房 201605 4622079607 社会科学 風俗習慣
3333 道具と暮らしの江戸時代 小泉和子 吉川弘文館 199904 9784642754644 社会科学 風俗習慣
3334 葬式と檀家 圭室文雄 吉川弘文館 199907 9784642054706 社会科学 風俗習慣
3335 日本の祭りを読み解く 真野俊和 吉川弘文館 200109 9784642055253 社会科学 風俗習慣
3336 アイヌ文化誌ノート 佐々木利和 吉川弘文館 200110 9784642755283 社会科学 風俗習慣
3337 文明開化　失われた風俗 百瀬響 吉川弘文館 200809 9784642056618 社会科学 風俗習慣
3338 中世京都と祇園祭　：　疫神と都市の生活 脇田晴子 吉川弘文館 201607 4642067159 社会科学 風俗習慣
3339 中近世の生業と里湖の環境史 佐野静代 吉川弘文館 201703 4642029362 社会科学 風俗習慣
3340 「うつわ」を食らう　：　日本人と食事の文化 神崎宣武 吉川弘文館 201706 4642067264 社会科学 風俗習慣
3341 日本古代中世の葬送と社会 島津　毅 吉川弘文館 201709 4642046372 社会科学 風俗習慣
3342 歴史と民俗のあいだ　：　海と都市の視点から 宮田登 吉川弘文館 201710 9784642754026 社会科学 風俗習慣
3343 江戸の職人　：　都市民衆史への志向 乾宏巳 吉川弘文館 201710 9784642754040 社会科学 風俗習慣
3344 江戸の旅人たち 深井甚三 吉川弘文館 201710 9784642754095 社会科学 風俗習慣
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3345 近世おんな旅日記 柴桂子 吉川弘文館 201710 9784642754132 社会科学 風俗習慣
3346 山の民俗誌 湯川洋司 吉川弘文館 201710 9784642754231 社会科学 風俗習慣
3347 番と衆　：　日本社会の東と西 福田アジオ 吉川弘文館 201710 9784642754255 社会科学 風俗習慣
3348 婚姻の民俗　：　東アジアの視点から 江守五夫 吉川弘文館 201710 9784642754484 社会科学 風俗習慣
3349 新・桃太郎の誕生　：　日本の「桃ノ子太郎」たち 野村純一 吉川弘文館 201710 9784642754859 社会科学 風俗習慣
3350 神々の原像　：　祭祀の小宇宙 新谷尚紀 吉川弘文館 201710 9784642754927 社会科学 風俗習慣
3351 遊牧という文化　：　移動の生活戦略 松井健 吉川弘文館 201710 9784642755092 社会科学 風俗習慣
3352 現代民俗学のフィールド 古家信平【編】 吉川弘文館 201803 9784642082013 社会科学 風俗習慣
3353 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 201807 9784642082020 社会科学 風俗習慣
3354 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 201812 9784642082037 社会科学 風俗習慣
3355 日本の食文化　：　食事と作法　．　１ 小川直之【編】 吉川弘文館 201812 9784642068369 社会科学 風俗習慣
3356 モノのはじまりを知る事典 木村茂光 吉川弘文館 201912 9784642083683 社会科学 風俗習慣
3357 Ｊａｐａｎ’ｓ　Ｐｒｅ－Ｗａｒ　Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ　ｏｆ　Ｓｏｕｔｈｅａｓｔ　Ａｓｉａ　：　Ｆｏｃｕｓｉｎｇ　ｏｎ　Ｅｔｈｎｏｌｏｇｉｓ Ｐｅｔｒａ　Ｋａｒｌｏｖ〓 早稲田大学出版部 201801 9784657178084 社会科学 風俗習慣
3358 犬神考　：　迷信に対する人々の意識の変容 酒井貴広 早稲田大学出版部 201906 9784657198020 社会科学 風俗習慣
3359 New 基地問題の国際比較 川名晋史【編】 明石書店 202101 9784750351254 社会科学 政治･行政
3360 闘う沖縄　本土の責任　：　多角的論点丸わかり 土岐直彦 かもがわ出版 201809 4780309808 社会科学 政治･行政
3361 抑止力神話の先へ 伊勢﨑賢治 かもがわ出版 202003 9784780310795 社会科学 政治･行政
3362 米軍基地問題の基層と表層 〓作正博 関西大学出版部 201902 9784873546858 社会科学 政治･行政
3363 第一次世界大戦と日本海軍　：　外交と軍事との連接 平間洋一 慶應義塾大学出版会 199804 9784766406870 社会科学 政治･行政
3364 インターネットを武器にした〈ゲリラ〉　：　反グローバリズムとしてのサパティスタ運動 山本純一（経済学） 慶應義塾大学出版会 200209 9784766409529 社会科学 政治･行政
3365 インテリジェンスの歴史　：　水晶玉を覗こうとする者たち 北岡元 慶應義塾大学出版会 200609 9784766413007 社会科学 政治･行政
3366 幕府海軍の興亡　：　幕末期における日本の海軍建設 金澤裕之 慶應義塾大学出版会 201705 4766424212 社会科学 政治･行政
3367 軍法会議のない「軍隊」　：　自衛隊に軍法会議は不要か 霞信彦 慶應義塾大学出版会 201708 4766424530 社会科学 政治･行政
3368 「軍」としての自衛隊　：　ＰＳＩ参加と日本の安全保障政策 津山謙 慶應義塾大学出版会 201710 4766424670 社会科学 政治･行政
3369 革命のインテリジェンス　：　ソ連の対外政治工作としての「影響力」工作 佐々木太郎 勁草書房 201602 432630247X 社会科学 政治･行政
3370 軍備と影響力　：　核兵器と駆け引きの論理 トーマス・シェリング【著】　：　斎藤剛【訳】 勁草書房 201807 9784326302680 社会科学 政治･行政
3371 軍人と自衛官 小出輝章 彩流社 201909 9784779125775 社会科学 政治･行政
3372 グアンタナモ 渡邉優 彩流社 202003 9784779126550 社会科学 政治･行政
3373 沖縄と海兵隊　：　駐留の歴史的展開 屋良朝博　：　川名晋史　：　齊藤孝祐 旬報社 201606 9784845114641 社会科学 政治･行政
3374 私たち、戦争人間について 石川明人 創元社 201708 9784422300719 社会科学 政治･行政
3375 未来の戦死に向き合うためのノート 井上義和 創元社 201902 9784422300726 社会科学 政治･行政
3376 帝国日本陸軍 ヒリス・ローリー【著】　：　内山秀夫【訳】 日本経済評論社 200211 9784818814585 社会科学 政治･行政
3377 帝国主義期イギリス海軍の経済史的分析１８８５～１９１７年　：　国家財政と軍事・外交戦略 藤田哲雄 日本経済評論社 201509 9784818823440 社会科学 政治･行政
3378 日本憲兵史：思想憲兵と野戦憲兵 荻野富士夫 日本経済評論社 201803 9784818824928 社会科学 政治･行政
3379 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 201803 9784830949890 社会科学 政治･行政
3380 スターリンの対日情報工作 三宅正樹 平凡社 201008 4582855407 社会科学 政治･行政
3381 宋代募兵制の研究　：　近世職業兵士の実相 齋藤忠和 勉誠出版 201407 458522081X 社会科学 政治･行政
3382 軍備拡張の近代史　：　日本軍の膨張と崩壊 山田朗 吉川弘文館 199706 9784642054188 社会科学 政治･行政
3383 戦間期の日本海軍と統帥権 太田　久元 吉川弘文館 201701 4642038620 社会科学 政治･行政
3384 特務機関の謀略　：　諜報とインパール作戦 山本武利 吉川弘文館 201710 9784642754576 社会科学 政治･行政
3385 幕末の海軍　：　明治維新への航跡 神谷　大介 吉川弘文館 201801 9784642058599 社会科学 政治･行政
3386 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 吉川弘文館 201801 4642038698 社会科学 政治･行政
3387 日本の参謀本部 大江志乃夫 吉川弘文館 201803 9784642067591 社会科学 政治･行政
3388 幕末以降　帝国軍艦写真と史実（新装版） 海軍有終会【編】 吉川弘文館 201812 9784642038829 社会科学 政治･行政
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3389 理科系のための　実戦英語プレゼンテーション 廣岡　慶彦【著】 朝倉書店 201403 9784254102659 自然科学・数学 その他自然科学

3390 理系英語で使える　強力動詞６０ 太田　真智子　：　斎藤　恭一【著】 朝倉書店 201504 9784254102666 自然科学・数学 その他自然科学

3391 理科系の日本語表現技法　新装版 栗山次郎【編著】 朝倉書店 201507 9784254102710 自然科学・数学 その他自然科学

3392 理科系のための　入門英語論文ライティング　改訂版 廣岡慶彦 朝倉書店 202010 9784254102918 自然科学・数学 その他自然科学

3393 理系英語のライティング Ver. 2 野口ジュディー アルク 202010 9784757436459 自然科学・数学 その他自然科学

3394 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 202005 9784274225369 自然科学・数学 その他自然科学

3395 流れといのち エイドリアン・ベジャン【著】 紀伊國屋書店 201905 9784314011679 自然科学・数学 その他自然科学

3396 日本の科学者と創造性 日本創造学会【編】 共立出版 198711 9784320008595 自然科学・数学 その他自然科学

3397 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【編著】　：　大久保　潤　：　藤原　義久 近代科学社 200712 9784764903463 自然科学・数学 その他自然科学

3398 複雑ネットワーク　：　基礎から応用まで 増田　直紀　：　今野　紀雄 近代科学社 201004 9784764903630 自然科学・数学 その他自然科学

3399 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 201405 9784764904606 自然科学・数学 その他自然科学

3400 科学技術日本語案内 山崎信寿　：　富田豊　：　平林義彰 慶應義塾大学出版会 200206 9784766409321 自然科学・数学 その他自然科学

3401 科学思想史 金森修【編著】 勁草書房 201007 4326101997 自然科学・数学 その他自然科学

3402 帝国を調べる　：　植民地フィールドワークの科学史 坂野徹【編著】 勁草書房 201602 4326200545 自然科学・数学 その他自然科学

3403 昭和後期の科学思想史 金森修【編著】 勁草書房 201606 4326102527 自然科学・数学 その他自然科学

3404 明治・大正期の科学思想史 金森修【編】 勁草書房 201708 9784326102617 自然科学・数学 その他自然科学

3405 帝国日本の科学思想史 坂野徹　：　塚原東吾【編著】 勁草書房 201809 9784326102716 自然科学・数学 その他自然科学

3406 理科系のためのかならず書ける英語論文 藤野輝雄 研究社 200603 9784327451998 自然科学・数学 その他自然科学

3407 ベーシック版理科系のためのかならず書ける英語論文 藤野輝雄 研究社 200809 9784327452155 自然科学・数学 その他自然科学

3408 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 藤野輝雄 研究社 201204 9784327452452 自然科学・数学 その他自然科学

3409 理系 国際学会のためのビギナーズガイド 山中司 裳華房 201911 9784785300104 自然科学・数学 その他自然科学

3410 世界を変えた50人の女性科学者たち レイチェル・イグノトフスキー【著】 創元社 201804 9784422400389 自然科学・数学 その他自然科学

3411 科学者が消える 岩本宣明 東洋経済新報社 201910 9784492223901 自然科学・数学 その他自然科学

3412 理系学生が一番最初に読むべき！英語科学論文の書き方 片山晶子【編・執筆】 中山書店 201704 9784521745190 自然科学・数学 その他自然科学

3413 研究不正と歪んだ科学 榎木英介【編著】 日本評論社 201911 9784535787674 自然科学・数学 その他自然科学

3414 New 科学者をまどわす魔法の数字，インパクト・ファクターの正体 麻生一枝 日本評論社 202101 9784535789296 自然科学・数学 その他自然科学

3415 科学コミュニケーション　：　理科の〈考え方〉をひらく 岸田一隆 平凡社 201102 4582855733 自然科学・数学 その他自然科学

3416 江戸の科学者　：　西洋に挑んだ異才列伝 新戸雅章 平凡社 201804 4582858759 自然科学・数学 その他自然科学

3417 学校に入り込むニセ科学 左巻健男 平凡社 201911 9784582859256 自然科学・数学 その他自然科学

3418 自然史・理工系研究データの活用 井上透【監修】 勉誠出版 202004 9784585202837 自然科学・数学 その他自然科学

3419 〈科学ブーム〉の構造　：　科学技術が神話を生みだすとき 五島綾子 みすず書房 201407 9784622078401 自然科学・数学 その他自然科学

3420 科学・技術と現代社会　．　上 池内了 みすず書房 201410 9784622078340 自然科学・数学 その他自然科学

3421 科学・技術と現代社会　．　下 池内了 みすず書房 201410 9784622078357 自然科学・数学 その他自然科学

3422 若き科学者へ　新版 ピーター・ブライアン・メダワー　：　鎮目恭夫【訳】 みすず書房 201607 4622085305 自然科学・数学 その他自然科学

3423 医学・理工・自然科学系研究者のための英語論文ラクラク・アクセプト 北風政史 メディカ出版 202003 9784840472210 自然科学・数学 その他自然科学

3424 理系なら知っておきたいラボノートの書き方　改訂版 岡崎康司 羊土社 201201 9784758120289 自然科学・数学 その他自然科学

3425 コピペしないレポートから始まる研究倫理 上岡洋晴 ライフサイエンス出版 201612 9784897753522 自然科学・数学 その他自然科学

3426 科学技術和独英大辞典 町村直義【編】 技報堂出版 201801 9784765530194 自然科学・数学 その他自然科学

3427 ラプラシアンの幾何と有限要素法 浦川肇 朝倉書店 200910 9784254118230 自然科学・数学 数学
3428 解析的整数論　：　素数分布論 本橋洋一 朝倉書店 200911 9784254118216 自然科学・数学 数学
3429 解析的整数論２　：　ゼータ解析 本橋洋一 朝倉書店 201107 9784254118223 自然科学・数学 数学
3430 逆問題　：　理論および数理科学への応用 堤正義 朝倉書店 201210 9784254118247 自然科学・数学 数学
3431 経済・経営系のための　よくわかる統計学 前川功一【編著】　：　得津康義　：　河合研一【著】 朝倉書店 201403 9784254121971 自然科学・数学 数学
3432 新解説・和算公式集　算法助術 土倉保【編著】 朝倉書店 201411 9784254111446 自然科学・数学 数学
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3433 境界値問題と行列解析 山本哲朗 朝倉書店 201411 9784254118278 自然科学・数学 数学
3434 多変量データ解析 杉山〓一　：　藤越康祝　：　小椋透 朝倉書店 201411 9784254128017 自然科学・数学 数学
3435 事例で学ぶ数学活用法 大熊政明　：　金子成彦　：　吉田英生【編】 朝倉書店 201502 9784254111422 自然科学・数学 数学
3436 電気電子情報のための　線形代数 奥村浩士 朝倉書店 201503 9784254111453 自然科学・数学 数学
3437 確率計画法 椎名孝之 朝倉書店 201503 9784254117905 自然科学・数学 数学
3438 楕円型方程式と近平衡力学系　：　循環するハミルトニアン　．　上 鈴木貴　：　大塚浩史 朝倉書店 201506 9784254118285 自然科学・数学 数学
3439 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　．　下 鈴木貴　：　大塚浩史 朝倉書店 201506 9784254118292 自然科学・数学 数学
3440 非線形計画法 山下信雄 朝倉書店 201507 9784254117912 自然科学・数学 数学
3441 保型形式論　：　現代整数論講義 吉田敬之 朝倉書店 201508 9784254118315 自然科学・数学 数学
3442 線形双曲型偏微分方程式　：　初期値問題の適切性 西谷達雄 朝倉書店 201509 9784254118308 自然科学・数学 数学
3443 曲面と可積分系 井ノ口順一 朝倉書店 201510 9784254117684 自然科学・数学 数学
3444 線型代数群の基礎 堀田良之 朝倉書店 201602 9784254118322 自然科学・数学 数学
3445 コンピュータと数学 高橋正子 朝倉書店 201605 9784254117523 自然科学・数学 数学
3446 待ち行列の数理モデル 木村俊一 朝倉書店 201607 9784254275711 自然科学・数学 数学
3447 Ｒで学ぶ実験計画法 長畑秀和 朝倉書店 201608 9784254122169 自然科学・数学 数学
3448 確率制御の基礎と応用 辻村元男　：　前田章 朝倉書店 201609 9784254295443 自然科学・数学 数学
3449 多様体のトポロジー 服部晶夫　：　佐藤肇　：　森田茂之 朝倉書店 201611 9784254116168 自然科学・数学 数学
3450 Ｒで学ぶ多変量解析 長畑秀和 朝倉書店 201705 9784254122268 自然科学・数学 数学
3451 圏と加群 清水勇二 朝倉書店 201803 9784254117660 自然科学・数学 数学
3452 分割表の統計解析　：　二元表から多元表まで 宮川雅巳　：　青木敏 朝倉書店 201805 9784254128390 自然科学・数学 数学
3453 Ｒで学ぶマルチレベルモデル［入門編］　：　基本モデルの考え方と分析 尾崎幸謙　：　川端一光　：　山田剛史【編著】 朝倉書店 201809 9784254122367 自然科学・数学 数学
3454 Ｒで学ぶ　マルチレベルモデル［実践編］ 尾崎幸謙 朝倉書店 201904 9784254122374 自然科学・数学 数学
3455 Pythonによる ベイズ統計学入門 中妻照雄 朝倉書店 201904 9784254128987 自然科学・数学 数学
3456 多重比較法 坂巻顕太郎 朝倉書店 201908 9784254128628 自然科学・数学 数学
3457 多変数解析関数論　第2版 野口潤次郎 朝倉書店 201909 9784254111576 自然科学・数学 数学
3458 数論　：　Ｆｅｒｍａｔの夢と類体論　．　１ 加藤和也　：　黒川信重　：　斎藤毅 岩波書店 200501 9784000055277 自然科学・数学 数学
3459 数論　：　岩澤理論と保型形式　．　２ 黒川信重　：　栗原将人　：　斎藤毅 岩波書店 200502 9784000055284 自然科学・数学 数学
3460 微分形式の幾何学 森田茂之 岩波書店 200503 9784000058735 自然科学・数学 数学
3461 リー群と表現論 小林俊行　：　大島利雄 岩波書店 200504 9784000061421 自然科学・数学 数学
3462 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 200505 9784000053204 自然科学・数学 数学
3463 確率微分方程式 舟木直久 岩波書店 200506 9784000051965 自然科学・数学 数学
3464 測度と確率 小谷眞一 岩波書店 200507 9784000056106 自然科学・数学 数学
3465 Ｍｏｒｓｅ理論の基礎 松本幸夫 岩波書店 200508 9784000060561 自然科学・数学 数学
3466 複素幾何 小林昭七 岩波書店 200509 9784000059527 自然科学・数学 数学
3467 代数幾何 上野健爾 岩波書店 200510 9784000056496 自然科学・数学 数学
3468 現代数学の広がり　．　１ 上野健爾　：　青本和彦　：　砂田利一 岩波書店 200511 9784000053198 自然科学・数学 数学
3469 関数解析 岡本久　：　中村周 岩波書店 200601 9784000051972 自然科学・数学 数学
3470 位相幾何 佐藤肇 岩波書店 200602 9784000050517 自然科学・数学 数学
3471 力学系 久保泉　：　矢野公一 岩波書店 200603 9784000061469 自然科学・数学 数学
3472 幾何学的変分問題 西川青季 岩波書店 200604 9784000052436 自然科学・数学 数学
3473 双曲型偏微分方程式と波動現象 井川満 岩波書店 200604 9784000056113 自然科学・数学 数学
3474 楕円型・放物型偏微分方程式 村田實　：　倉田和浩 岩波書店 200605 9784000056502 自然科学・数学 数学
3475 複素解析 藤本坦孝 岩波書店 200605 9784000059534 自然科学・数学 数学
3476 可換環と体 堀田良之 岩波書店 200606 9784000051989 自然科学・数学 数学
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3477 微分方程式と固有関数展開 小谷眞一　：　俣野博 岩波書店 200606 9784000058742 自然科学・数学 数学
3478 実関数とフーリエ解析 高橋陽一郎 岩波書店 200607 9784000054577 自然科学・数学 数学
3479 非可換環 谷崎俊之 岩波書店 200607 9784000058759 自然科学・数学 数学
3480 群論 寺田至　：　原田耕一郎 岩波書店 200608 9784000052696 自然科学・数学 数学
3481 代数解析概論 柏原正樹 岩波書店 200803 9784000056519 自然科学・数学 数学
3482 多変数複素解析 大沢健夫 岩波書店 200803 9784000056526 自然科学・数学 数学
3483 双有理幾何学 Ｊａｎｏｓ　Ｋｏｌｌａｒ　：　森重文 岩波書店 200804 9784000056137 自然科学・数学 数学
3484 確率解析 重川一郎 岩波書店 200805 9784000052023 自然科学・数学 数学
3485 特異摂動の代数解析学 河合隆裕　：　竹井義次 岩波書店 200805 9784000062916 自然科学・数学 数学
3486 複雑領域上のディリクレ問題　：　ポテンシャル論の観点から 相川弘明 岩波書店 200806 9784000075602 自然科学・数学 数学
3487 特性類と幾何学 森田茂之 岩波書店 200806 9784000062923 自然科学・数学 数学
3488 無限次元リー環 脇本実 岩波書店 200807 9784000060486 自然科学・数学 数学
3489 離散群 大鹿健一 岩波書店 200807 9784000061483 自然科学・数学 数学
3490 アラケロフ幾何 森脇淳 岩波書店 200808 9784000075510 自然科学・数学 数学
3491 指数定理 古田幹雄 岩波書店 200808 9784000054607 自然科学・数学 数学
3492 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 200808 9784000059787 自然科学・数学 数学
3493 一般コホモロジー 河野明　：　玉木大 岩波書店 200809 9784000050579 自然科学・数学 数学
3494 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 200809 9784000059565 自然科学・数学 数学
3495 非線形問題と複素幾何学 中島啓 岩波書店 200810 9784000058803 自然科学・数学 数学
3496 モジュライ理論　．　１ 向井茂 岩波書店 200812 9784000060578 自然科学・数学 数学
3497 モジュライ理論　．　２ 向井茂 岩波書店 200812 9784000060585 自然科学・数学 数学
3498 非平衡ダイナミクスの数理 西浦廉政 岩波書店 200901 9784000058810 自然科学・数学 数学
3499 フェルマー予想 斎藤毅 岩波書店 200902 9784000059589 自然科学・数学 数学
3500 ギンツブルクーランダウ方程式と安定性解析 神保秀一　：　森田善久 岩波書店 200905 9784000075619 自然科学・数学 数学
3501 線形計算の数理 杉原正顯　：　室田一雄 岩波書店 200908 9784000075565 自然科学・数学 数学
3502 正則関数のなすヒルベルト空間 中路貴彦 岩波書店 200910 9784000075664 自然科学・数学 数学
3503 オーリッチ空間とその応用 北廣男 岩波書店 200912 9784000075633 自然科学・数学 数学
3504 特異積分 薮田公三 岩波書店 201011 9784000075695 自然科学・数学 数学
3505 放物型発展方程式とその応用　：　可解性の理論　．　上 八木厚志 岩波書店 201103 9784000075954 自然科学・数学 数学
3506 放物型発展方程式とその応用　：　解の挙動と自己組織化　．　下 八木厚志 岩波書店 201103 9784000075961 自然科学・数学 数学
3507 リジッド幾何学入門 加藤文元 岩波書店 201301 9784000075978 自然科学・数学 数学
3508 高次元代数多様体論 川又雄二郎 岩波書店 201407 9784000075985 自然科学・数学 数学
3509 岩澤理論とその展望　．　上 落合理 岩波書店 201409 9784000298216 自然科学・数学 数学
3510 岩澤理論とその展望　．　下 落合理 岩波書店 201608 9784000298223 自然科学・数学 数学
3511 数値解析の原理　：　現象の解明をめざして 菊地文雄　：　齊藤宣一 岩波書店 201608 9784000298230 自然科学・数学 数学
3512 New 新装版　数学読本 松坂和夫 岩波書店 201905 9784000298773 自然科学・数学 数学
3513 New 新装版　数学読本 松坂和夫 岩波書店 201905 9784000298780 自然科学・数学 数学
3514 New 新装版　数学読本 松坂和夫 岩波書店 201905 9784000298797 自然科学・数学 数学
3515 New 新装版　数学読本 松坂和夫 岩波書店 201905 9784000298803 自然科学・数学 数学
3516 New 新装版　数学読本 松坂和夫 岩波書店 201905 9784000298810 自然科学・数学 数学
3517 New 新装版　数学読本 松坂和夫 岩波書店 201905 9784000298827 自然科学・数学 数学
3518 はじめての応用解析 藤田宏 岩波書店 201909 9784000058407 自然科学・数学 数学
3519 曲線と曲面の現代幾何学 宮岡礼子 岩波書店 201909 9784000052504 自然科学・数学 数学
3520 New 微分積分 和達三樹 岩波書店 201911 9784000298834 自然科学・数学 数学
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3521 New 線形代数 戸田盛和 岩波書店 201911 9784000298841 自然科学・数学 数学
3522 New ベクトル解析 戸田盛和 岩波書店 201911 9784000298858 自然科学・数学 数学
3523 New 常微分方程式 矢嶋信男 岩波書店 201911 9784000298865 自然科学・数学 数学
3524 New 複素関数 表実 岩波書店 201911 9784000298872 自然科学・数学 数学
3525 New フーリエ解析 大石進一 岩波書店 201911 9784000298889 自然科学・数学 数学
3526 New 確率・統計 薩摩順吉 岩波書店 201911 9784000298896 自然科学・数学 数学
3527 New 数値計算 川上一郎 岩波書店 201911 9784000298902 自然科学・数学 数学
3528 応用がみえる線形代数 高松瑞代 岩波書店 202002 9784000051316 自然科学・数学 数学
3529 相対論的多体系としての原子核　：　相対論的平均場理論とカイラル対称性 土岐博　：　保坂淳 大阪大学出版会 201112 9784872593907 自然科学・数学 数学
3530 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 201412 4872594711 自然科学・数学 数学
3531 理系の言葉　：　微小量の魅力 土岐博　：　兼松泰男 大阪大学出版会 201502 4872594924 自然科学・数学 数学
3532 ＳＰＳＳによる応用多変量解析 三輪哲 オーム社 201405 9784274050114 自然科学・数学 数学
3533 対応分析入門　：　原理から応用まで Ｃｌａｕｓｅｎ，　Ｓｔｅｎ‐Ｅｒｉｋ　：　藤本一男【訳】 オーム社 201511 4274218279 自然科学・数学 数学
3534 発見・予想を積み重ねる　—それが整数論 安福　悠【著】 オーム社 201612 4274219690 自然科学・数学 数学
3535 挫折しない統計学入門　：　数学苦手意識を克服する 浅野晃【著】 オーム社 201701 4274220125 自然科学・数学 数学
3536 はじめてのRStudio 浅野正彦 オーム社 201811 9784274222931 自然科学・数学 数学
3537 数式なしでわかるデータサイエンス Annalyn Ng オーム社 201907 9784274224010 自然科学・数学 数学
3538 微分積分・線形代数・ベクトル解析 浜松芳夫 オーム社 202007 9784274225680 自然科学・数学 数学
3539 Excelによるやさしい統計解析 荒川俊也 オーム社 202010 9784274226120 自然科学・数学 数学
3540 微分方程式・ラプラス変換・フーリエ解析 一色秀夫 オーム社 202011 9784274226137 自然科学・数学 数学
3541 Excelで学ぶ  統計解析入門 菅民郎 オーム社 202011 9784274226410 自然科学・数学 数学
3542 New 解析学図鑑 蔵本貴文 オーム社 202106 9784274225857 自然科学・数学 数学
3543 とある弁当屋の統計技師　：　因子分析大作戦　．　２ 石田基広 共立出版 201401 9784320110823 自然科学・数学 数学
3544 統計学の要点　：　基礎からＲの活用まで 森本義廣　：　黒瀬能聿　：　加島智子 共立出版 201711 9784320113220 自然科学・数学 数学
3545 健康・スポーツ科学のための SPSSによる多変量解析入門 出村慎一 杏林書院 200407 9784764415720 自然科学・数学 数学
3546 健康・スポーツ科学のための SPSSによる統計解析入門 出村愼一【監修】 杏林書院 200708 9784764410909 自然科学・数学 数学
3547 健康・スポーツ科学のための Rによる統計解析入門 出村愼一【監修】 杏林書院 201308 9784764411425 自然科学・数学 数学
3548 わかりやすい数学モデルによる多変量解析入門　第２版 木下　栄蔵 近代科学社 200904 4764903695 自然科学・数学 数学
3549 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　：　上原　隆平【翻訳】 近代科学社 201207 9784764904217 自然科学・数学 数学
3550 法廷のための統計リテラシー　：　合理的討論の基盤として 石黒　真木夫　：　岡本　基　：　椿　広計 近代科学社 201408 9784764904637 自然科学・数学 数学
3551 データ分析とデータサイエンス 柴田　里程 近代科学社 201512 9784764904989 自然科学・数学 数学
3552 群の表示 佐藤　隆夫 近代科学社 201702 9784764905337 自然科学・数学 数学
3553 ロバスト統計　：　外れ値への対処の仕方 藤澤　洋徳 近代科学社 201707 9784764905429 自然科学・数学 数学
3554 ポアソン分布・ポアソン回帰・ポアソン過程 島谷　健一郎 近代科学社 201710 9784764905467 自然科学・数学 数学
3555 可換環論の様相　：　クルルの定理と正則局所環 新妻　弘 近代科学社 201712 9784764905542 自然科学・数学 数学
3556 角度データのモデリング 清水　邦夫 近代科学社 201801 9784764905559 自然科学・数学 数学
3557 ナース・スケジューリング　：　問題把握とモデリング 池上　敦子 近代科学社 201802 9784764905580 自然科学・数学 数学
3558 変分問題　：　直接法と解の正則性 立川　篤 近代科学社 201804 9784764905658 自然科学・数学 数学
3559 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 201806 9784764905672 自然科学・数学 数学
3560 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 斉藤努 近代科学社 201812 9784764905801 自然科学・数学 数学
3561 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 201903 9784764905856 自然科学・数学 数学
3562 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 201905 9784764905863 自然科学・数学 数学
3563 大学数学のお作法と無作法 藤原毅夫 近代科学社 201906 9784764905924 自然科学・数学 数学
3564 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 腰塚武志 近代科学社 201907 9784764905931 自然科学・数学 数学
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3565 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 青野良範　：　安田雅哉 近代科学社 201909 9784764905986 自然科学・数学 数学
3566 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 林幸雄【編著】　：　谷澤俊弘　：　鬼頭朋見 近代科学社 201910 9784764906020 自然科学・数学 数学
3567 統計モデリング 石黒真木夫 近代科学社 202003 9784764906099 自然科学・数学 数学
3568 相関係数 清水邦夫 近代科学社 202006 9784764906136 自然科学・数学 数学
3569 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　最適化問題入門 小林和博 近代科学社 202006 9784764906143 自然科学・数学 数学
3570 よくわかるデジタル数学 阿部圭一 近代科学社 202010 9784764906228 自然科学・数学 数学
3571 土木・環境系の数学　：　数学の基礎から計算・情報への応用 堀宗朗　：　市村強 コロナ社 201209 9784339056020 自然科学・数学 数学
3572 ベイジアンネットワーク 植野真臣 コロナ社 201307 9784339061031 自然科学・数学 数学
3573 数理論理学　：　合理的エージェントへの応用に向けて 加藤暢　：　高田司郎　：　新出尚之 コロナ社 201410 9784339024890 自然科学・数学 数学
3574 大学新入生のための基礎数学 桑野泰宏 コロナ社 201502 4339061085 自然科学・数学 数学
3575 あいまいさの数理 遠藤靖典 コロナ社 201504 9784339079258 自然科学・数学 数学
3576 土木・交通工学のための統計学　：　基礎と演習 轟朝幸　ほか コロナ社 201510 9784339052497 自然科学・数学 数学
3577 プログラムで愉しむ数理パズル　：　未解決の難問やＡＩの課題に挑戦 伊庭斉志 コロナ社 201608 9784339028591 自然科学・数学 数学
3578 徹底解説　応用数学　：　ベクトル解析，複素解析，フーリエ解析，ラプラス解析 桑野泰宏 コロナ社 201609 9784339061116 自然科学・数学 数学
3579 最速の推計統計　：　正規分布の徹底攻略 渡邊洋 コロナ社 201610 9784339061123 自然科学・数学 数学
3580 速習Ｍａｐｌｅ　：　ＳＴＥＭコンピューティングを活用する機械系の工業数学 岩崎誠【監修】　：　サイバネットシステム（株）【編】　：　遠山聡一 コロナ社 201611 9784339028645 自然科学・数学 数学
3581 はじめての統計学 道家暎幸 コロナ社 201702 9784339061130 自然科学・数学 数学
3582 土木・交通計画のための多変量解析 川﨑智也 コロナ社 201707 9784339052510 自然科学・数学 数学
3583 微積分学入門　改訂 下田保博 コロナ社 201802 9784339061154 自然科学・数学 数学
3584 最適化の基礎 遠藤靖典 コロナ社 201803 9784339028843 自然科学・数学 数学
3585 IoT時代のデータ処理の基本と実践 田中博 コロナ社 201803 9784339028805 自然科学・数学 数学
3586 数学ラーニング・アシスタント　常微分方程式の相談室 小林幸夫 コロナ社 201901 9784339061161 自然科学・数学 数学
3587 捜索理論における確率モデル 宝崎隆祐 コロナ社 201903 9784339028331 自然科学・数学 数学
3588 信号・データ処理のための行列とベクトル 田中聡久 コロナ社 201908 9784339014013 自然科学・数学 数学
3589 工科系のための微分方程式 杉山昌平 実教出版 197601 9784407021547 自然科学・数学 数学
3590 よ・く・わ・か・る！微分積分 藤田岳彦　：　石村直之　：　藤岡敦 実教出版 201112 9784407325119 自然科学・数学 数学
3591 よ・く・わ・か・る！線形代数 藤田岳彦　：　石村直之　：　藤岡敦 実教出版 201112 9784407325126 自然科学・数学 数学
3592 線形代数演習　新版 岡本和夫 実教出版 201203 9784407321753 自然科学・数学 数学
3593 確率統計演習　新版 岡本和夫 実教出版 201211 9784407321777 自然科学・数学 数学
3594 よ・く・わ・か・る！基礎数学 藤田岳彦　：　石村直之　：　藤岡敦 実教出版 201211 9784407325133 自然科学・数学 数学
3595 微分積分２演習　新版 岡本和夫 実教出版 201303 9784407321760 自然科学・数学 数学
3596 微分積分演習　新版　：　基礎から偏微分・重積分・微分方程式まで 岡本和夫 実教出版 201310 9784407332490 自然科学・数学 数学
3597 教養のための統計入門 景山三平【監修】　：　大田靖　：　宿久洋【編】 実教出版 201605 9784407332841 自然科学・数学 数学
3598 Ｐｙｔｈｏｎによるあたらしいデータ分析の教科書 寺田学　：　辻真吾　：　鈴木たかのり 翔泳社 201809 9784798158341 自然科学・数学 数学
3599 技術者のための確率統計学 中井悦司 翔泳社 201809 9784798157863 自然科学・数学 数学
3600 スケーラブルデータサイエンス バリアッパ・ラクシュマナン【著】 翔泳社 201906 9784798158839 自然科学・数学 数学
3601 平面解析幾何学 矢野健太郎 裳華房 196901 9784785311025 自然科学・数学 数学
3602 立体解析幾何学 矢野健太郎 裳華房 197001 9784785311049 自然科学・数学 数学
3603 群と位相 横田一郎 裳華房 197101 9784785311056 自然科学・数学 数学
3604 線形空間 柴岡泰光 裳華房 197109 9784785311063 自然科学・数学 数学
3605 初等幾何学 清宮俊雄 裳華房 197205 9784785311070 自然科学・数学 数学
3606 群と表現 横田一郎 裳華房 197301 9784785311100 自然科学・数学 数学
3607 座標 栗田稔 裳華房 197410 9784785311117 自然科学・数学 数学
3608 代数的整数論入門　復刊　．　上 藤崎源二郎 裳華房 197502 9784785311148 自然科学・数学 数学
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3609 代数的整数論入門　復刊　．　下 藤崎源二郎 裳華房 197502 9784785311155 自然科学・数学 数学
3610 計量微分学幾何学 松本誠 裳華房 197505 9784785311162 自然科学・数学 数学
3611 行列特論 草場公邦 裳華房 197909 9784785311230 自然科学・数学 数学
3612 テンソル解析 田代嘉弘 裳華房 198102 9784785311254 自然科学・数学 数学
3613 現代微分幾何入門 野水克己 裳華房 198105 9784785311278 自然科学・数学 数学
3614 接続の微分幾何とゲージ理論 小林昭七 裳華房 198905 9784785310585 自然科学・数学 数学
3615 一般力学系と場の幾何学 大森英樹 裳華房 199109 9784785310691 自然科学・数学 数学
3616 複素解析 矢野健太郎　：　石原繁【共著】 裳華房 199509 9784785310899 自然科学・数学 数学
3617 曲線と曲面の微分幾何　改訂版 小林昭七 裳華房 199509 9784785310912 自然科学・数学 数学
3618 ベクトル解析 矢野健太郎　：　石原繁【共著】 裳華房 199510 9784785310943 自然科学・数学 数学
3619 応用解析 矢野健太郎　：　石原繁【共著】 裳華房 199609 9784785310974 自然科学・数学 数学
3620 円の数学 小林昭七 裳華房 199906 9784785315160 自然科学・数学 数学
3621 微分積分読本　：　１変数 小林昭七 裳華房 200004 9784785315214 自然科学・数学 数学
3622 続　微分積分読本　：　多変数 小林昭七 裳華房 200108 9784785315269 自然科学・数学 数学
3623 数学用語と記号ものがたり 片野善一郎 裳華房 200308 9784785315337 自然科学・数学 数学
3624 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 裳華房 200504 9784785315382 自然科学・数学 数学
3625 大人の初等数学　：　式と図形のおもしろ数学史 片野　善一郎 裳華房 200605 9784785315412 自然科学・数学 数学
3626 待ち行列　復刊 鈴木武次 裳華房 201107 9784785311087 自然科学・数学 数学
3627 数値計算 柳田英二　：　中木達幸　：　三村昌泰【共著】 裳華房 201410 9784785315603 自然科学・数学 数学
3628 物理と工学のベーシック数学　：　大学初年級でマスターしたい 河辺哲次 裳華房 201411 9784785315627 自然科学・数学 数学
3629 曲線と曲面　改訂版　：　微分幾何的アプローチ 梅原雅顕　：　山田光太郎 裳華房 201502 9784785315634 自然科学・数学 数学
3630 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 裳華房 201610 4785315679 自然科学・数学 数学
3631 本質から理解する　数学的手法 荒木修　：　齋藤智彦 裳華房 201611 9784785315702 自然科学・数学 数学
3632 具体例から学ぶ　多様体 藤岡敦 裳華房 201703 9784785315719 自然科学・数学 数学
3633 微分積分リアル入門　：　イメージから理論へ 〓橋　秀慈 裳華房 201709 4785315725 自然科学・数学 数学
3634 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 裳華房 201809 9784785315771 自然科学・数学 数学
3635 統計学入門 渋谷綾子 税務経理協会 201811 9784419065713 自然科学・数学 数学
3636 ベイズ統計学 松原望 創元社 201712 9784422400334 自然科学・数学 数学
3637 天才少年が解き明かす奇妙な数学！ アグニージョ・バナジー 創元社 201905 9784422414331 自然科学・数学 数学
3638 「数」はいかに世界を変えたか トム・ジャクソン【著】 創元社 202001 9784422414409 自然科学・数学 数学
3639 「代数」から「微積分」への旅 マイク・ゴールドスミス【著】 創元社 202005 9784422414430 自然科学・数学 数学
3640 円錐曲線論 アポッロニオス【著】　：　ポール・ヴェル・エック【仏訳】　：　竹下貞雄【和訳】 大学教育出版 200901 4887308809 自然科学・数学 数学
3641 精霊の箱　：　チューリングマシンをめぐる冒険　．　下 川添愛 東京大学出版会 201610 4130633643 自然科学・数学 数学
3642 精霊の箱　：　チューリングマシンをめぐる冒険　．　上 川添愛 東京大学出版会 201610 4130633635 自然科学・数学 数学
3643 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 199704 9784501615208 自然科学・数学 数学
3644 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 200511 9784501540401 自然科学・数学 数学
3645 面心の代数幾何学 硲文夫 東京電機大学出版局 201707 4501630604 自然科学・数学 数学
3646 微分の問題集 丸井洋子 東京電機大学出版局 201710 9784501630904 自然科学・数学 数学
3647 微分の教科書 丸井洋子 東京電機大学出版局 201710 9784501631000 自然科学・数学 数学
3648 積分の問題集 丸井洋子 東京電機大学出版局 201710 9784501631109 自然科学・数学 数学
3649 積分の教科書 丸井洋子 東京電機大学出版局 201710 9784501631208 自然科学・数学 数学
3650 ベイズ法の基礎と応用 間瀬茂 日本評論社 201602 9784535787858 自然科学・数学 数学
3651 代数学入門　：　先につながる群，環，体の入門 川口周 日本評論社 201709 9784535806351 自然科学・数学 数学
3652 小数と対数の発見 山本義隆 日本評論社 201807 9784535798137 自然科学・数学 数学
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3653 オイラー《ゼータ関数論文集》 黒川信重 日本評論社 201808 9784535798168 自然科学・数学 数学
3654 新版　魔方陣の世界 大森清美 日本評論社 201809 9784535788855 自然科学・数学 数学
3655 ビッグデータ統計解析入門 照井伸彦 日本評論社 201812 9784535559011 自然科学・数学 数学
3656 微分積分学の試練 嶺幸太郎 日本評論社 201812 9784535788442 自然科学・数学 数学
3657 p進ゼータ関数 青木美穂 日本評論社 201902 9784535603547 自然科学・数学 数学
3658 数論のはじまり 高瀬正仁 日本評論社 201903 9784535603639 自然科学・数学 数学
3659 現代整数論の風景 落合理 日本評論社 201905 9784535788589 自然科学・数学 数学
3660 特異点のこころえ 佐久間一浩 日本評論社 201905 9784535788978 自然科学・数学 数学
3661 AI時代を切りひらく算数 芳沢光雄 日本評論社 201907 9784535788763 自然科学・数学 数学
3662 算数から数学へ 黒木哲徳 日本評論社 201908 9784535788916 自然科学・数学 数学
3663 よみがえる非ユークリッド幾何 足立恒雄 日本評論社 201908 9784535788794 自然科学・数学 数学
3664 楕円積分と楕円関数 武部尚志 日本評論社 201909 9784535788985 自然科学・数学 数学
3665 実験数学読本 2 矢崎成俊 日本評論社 201909 9784535788909 自然科学・数学 数学
3666 数理工学の世界 中村佳正 日本評論社 201910 9784535788831 自然科学・数学 数学
3667 これからの微分積分 新井仁之 日本評論社 201911 9784535789043 自然科学・数学 数学
3668 行列・行列式・ベクトルがきちんと学べる　線形代数 押川元重 日本評論社 202003 9784535789197 自然科学・数学 数学
3669 平面幾何の公理的構築 寺垣内政一 広島大学出版会 201903 9784903068435 自然科学・数学 数学
3670 まずはこの一冊から　意味がわかる線形代数 石井俊全 ベレ出版 201106 9784860642884 自然科学・数学 数学
3671 つくりながら学ぶ！　Pythonによる因果分析 小川雄太郎 マイナビ出版 202006 9784839973575 自然科学・数学 数学
3672 「蓋然性」の探求　：　古代の推論術から確率論の誕生まで ジェームズ・フランクリン【著】　：　南條郁子【訳】 みすず書房 201805 9784622086871 自然科学・数学 数学
3673 わかりやすい数理計画法 坂和正敏　：　矢野均　：　西崎一郎【共著】 森北出版 201003 9784627917712 自然科学・数学 数学
3674 確率統計 上野健爾【監修】　：　工学系数学教材研究会【編】 森北出版 201611 9784627057517 自然科学・数学 数学
3675 線形代数　：　ベクトルからベクトル空間・線形写像まで 川嶌俊雄 森北出版 201709 9784627096714 自然科学・数学 数学
3676 身につく　統計学 伊藤正義　【監修】　：　伊藤公紀　：　伊藤裕康　【著】 森北出版 201809 4627082118 自然科学・数学 数学
3677 ベクトル解析の基礎（第２版） 長谷川正之　：　稲岡毅 森北出版 201811 9784627073326 自然科学・数学 数学
3678 例題で学ぶ図学　新装版　：　第三角法による図法幾何学 伊能教夫　：　小関道彦 森北出版 201910 9784627667327 自然科学・数学 数学
3679 確率統計入門 渡辺浩 森北出版 202003 9784627082311 自然科学・数学 数学
3680 例題でよくわかる　はじめての多変量解析 加藤豊 森北出版 202005 9784627082212 自然科学・数学 数学
3681 情報数学の基礎　第2版 幸谷智紀 森北出版 202011 9784627052727 自然科学・数学 数学
3682 流体解析の基礎 河村哲也 朝倉書店 201403 9784254131116 自然科学・数学 物理
3683 納得しながら電磁気学 岸野正剛 朝倉書店 201407 9784254136432 自然科学・数学 物理
3684 シュレーディンガー方程式　．　１ 谷島賢二 朝倉書店 201410 9784254118254 自然科学・数学 物理
3685 シュレーディンガー方程式　．　２ 谷島賢二 朝倉書店 201410 9784254118261 自然科学・数学 物理
3686 イラストレイテッド　光の科学 大津元一【監修】　：　田所利康　：　石川謙【著】 朝倉書店 201410 9784254131130 自然科学・数学 物理
3687 基礎解説　力学 守田治 朝倉書店 201503 9784254131154 自然科学・数学 物理
3688 やさしく物理　：　力・熱・電気・光・波 夏目雄平 朝倉書店 201505 9784254131185 自然科学・数学 物理
3689 エッセンシャル応用物性論 荻野俊郎 朝倉書店 201510 9784254210439 自然科学・数学 物理
3690 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】 朝倉書店 201510 9784254131192 自然科学・数学 物理
3691 納得しながら電子物性 岸野正剛 朝倉書店 201511 9784254136449 自然科学・数学 物理
3692 納得しながら物理数学 岸野正剛 朝倉書店 201606 9784254136456 自然科学・数学 物理
3693 半導体量子構造の物理 平山祥郎　：　山口浩司　：　佐々木智 朝倉書店 201606 9784254137859 自然科学・数学 物理
3694 流れのすじがよくわかる　流体力学 小森悟 朝倉書店 201607 9784254231434 自然科学・数学 物理
3695 光学 谷田貝豊彦 朝倉書店 201705 9784254131215 自然科学・数学 物理
3696 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 朝倉書店 201710 9784254131239 自然科学・数学 物理
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3697 力学［入門編］ 滝川昇　：　新井敏一　：　土屋俊二 朝倉書店 201803 9784254138115 自然科学・数学 物理
3698 計算物理学Ｉ　：　数値計算の基礎／ＨＰＣ／フーリエ・ウェーブレット解析 小柳義夫【監訳】 朝倉書店 201804 9784254128925 自然科学・数学 物理
3699 計算物理学２　：　物理現象の解析・シミュレーション 小柳義夫【監訳】 朝倉書店 201804 9784254128932 自然科学・数学 物理
3700 力学［発展編］ 滝川昇　：　新井敏一　：　土屋俊二 朝倉書店 201809 9784254138122 自然科学・数学 物理
3701 初歩の相対論から入る　電磁気学 米谷民明 朝倉書店 201812 9784254137194 自然科学・数学 物理
3702 超伝導 高田康民 朝倉書店 201908 9784254136920 自然科学・数学 物理
3703 物理学者，機械学習を使う 橋本幸士【編】 朝倉書店 201910 9784254131291 自然科学・数学 物理
3704 工学のための物理数学 田村篤敬 朝倉書店 201910 9784254201680 自然科学・数学 物理
3705 経路積分と対称性の量子的破れ 藤川和男 岩波書店 200102 9784000074155 自然科学・数学 物理
3706 電子相関の物理 斯波弘行 岩波書店 200106 9784000074179 自然科学・数学 物理
3707 ゆらぎのエネルギー論 関本謙 岩波書店 200405 9784000074186 自然科学・数学 物理
3708 散乱理論 井川満 岩波書店 200804 9784000054102 自然科学・数学 物理
3709 場の理論とトポロジー 河野俊丈 岩波書店 200806 9784000058353 自然科学・数学 物理
3710 力学 戸田盛和 岩波書店 201712 9784000298612 自然科学・数学 物理
3711 解析力学 小出昭一郎 岩波書店 201712 9784000298629 自然科学・数学 物理
3712 電磁気学１　：　電場と磁場 長岡洋介 岩波書店 201712 9784000298636 自然科学・数学 物理
3713 電磁気学ＩＩ　：　変動する電磁場 長岡洋介 岩波書店 201712 9784000298643 自然科学・数学 物理
3714 量子力学Ｉ　：　原子と量子 中嶋貞雄 岩波書店 201712 9784000298650 自然科学・数学 物理
3715 量子力学ＩＩ　：　基本法則と応用 中嶋貞雄 岩波書店 201712 9784000298667 自然科学・数学 物理
3716 熱・統計力学 戸田盛和 岩波書店 201712 9784000298674 自然科学・数学 物理
3717 弾性体と流体 恒藤敏彦 岩波書店 201712 9784000298681 自然科学・数学 物理
3718 相対性理論 中野董夫 岩波書店 201712 9784000298698 自然科学・数学 物理
3719 物理のための数学 和達三樹 岩波書店 201712 9784000298704 自然科学・数学 物理
3720 New 例解　力学演習 戸田盛和 岩波書店 202011 9784000298919 自然科学・数学 物理
3721 New 例解　電磁気学演習 長岡洋介 岩波書店 202011 9784000298926 自然科学・数学 物理
3722 New 例解　量子力学演習 中嶋貞雄 岩波書店 202011 9784000298933 自然科学・数学 物理
3723 New 例解　熱・統計力学演習 戸田盛和 岩波書店 202011 9784000298940 自然科学・数学 物理
3724 New 例解　物理数学演習 和達三樹 岩波書店 202011 9784000298957 自然科学・数学 物理
3725 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 200510 9784872591521 自然科学・数学 物理
3726 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　．　１ 笠井秀明　：　津田宗幸 大阪大学出版会 200804 9784872592542 自然科学・数学 物理
3727 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 201203 4872594061 自然科学・数学 物理
3728 光ってなに？　：　光の場と光量子との物理 北川米喜 大阪大学出版会 201308 4872594630 自然科学・数学 物理
3729 量子物理 望月和子 オーム社 197406 9784274020179 自然科学・数学 物理
3730 マンガでわかる熱力学 原田知広　：　川本梨恵 オーム社 200912 4274066886 自然科学・数学 物理
3731 圧縮性流体力学　第2版 松尾一泰 オーム社 202009 9784274225864 自然科学・数学 物理
3732 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 201711 4764905450 自然科学・数学 物理
3733 有限要素法による電磁界シミュレーション 平野拓一 近代科学社Digital 202009 9784764960121 自然科学・数学 物理
3734 新電磁気学　：　電気・磁気学の新しい体系の確立 松下照男 コロナ社 200405 9784339007640 自然科学・数学 物理
3735 音の科学と擬似科学　：　音の不思議と怪しい話 蘆原郁　：　坂本真一 コロナ社 201202 9784339008296 自然科学・数学 物理
3736 複素流体力学ノート　：　理想流体の基礎から粘性流への展開 新井紀夫 コロナ社 201210 9784339046229 自然科学・数学 物理
3737 工科系学生の数理物理入門 片山登揚　：　有末宏明ほか コロナ社 201211 9784339066234 自然科学・数学 物理
3738 わかりやすい電子物性 上野智雄 コロナ社 201304 9784339008487 自然科学・数学 物理
3739 幾何光学的回折理論 白井宏 コロナ社 201504 9784339008777 自然科学・数学 物理
3740 エンジニアのための分子分光学入門 林茂雄 コロナ社 201507 4339066370 自然科学・数学 物理
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3741 電子物性入門 中村嘉孝 コロナ社 201601 9784339008784 自然科学・数学 物理
3742 数値電磁界解析のためのＦＤＴＤ法　：　基礎と実践 宇野亨【編著】　：　何一偉　：　有馬卓司【共著】 コロナ社 201605 9784339008845 自然科学・数学 物理
3743 「音響学」を学ぶ前に読む本 坂本真一　：　蘆原郁【共著】 コロナ社 201608 9784339008913 自然科学・数学 物理
3744 工科系学生のための　光・レーザ工学入門 中野人志 コロナ社 201610 9784339008890 自然科学・数学 物理
3745 数値計算による流体力学 岡本正芳 コロナ社 201701 9784339046519 自然科学・数学 物理
3746 固体物理と半導体物性の基礎 牧本俊樹 コロナ社 201703 9784339008968 自然科学・数学 物理
3747 圧縮性流体力学・衝撃波 佐宗章弘 コロナ社 201703 9784339046533 自然科学・数学 物理
3748 化学系学生にわかりやすい　熱力学・統計熱力学 湯浅真 コロナ社 201704 9784339066401 自然科学・数学 物理
3749 技術者のための電磁気学入門 安永守利 コロナ社 201711 9784339009040 自然科学・数学 物理
3750 ロボットと解析力学 有本卓 コロナ社 201801 9784339045215 自然科学・数学 物理
3751 熱力学 片岡勲 コロナ社 201803 9784339045345 自然科学・数学 物理
3752 物性・光学のための電磁気学 浜口智尋 コロナ社 201807 9784339009118 自然科学・数学 物理
3753 格子ボルツマン法・差分格子ボルツマン法 蔦原道久 コロナ社 201812 9784339046588 自然科学・数学 物理
3754 材料の熱力学 入門 正木匡彦 コロナ社 201901 9784339066487 自然科学・数学 物理
3755 Pythonを使った光電磁場解析 梶川浩太郎 コロナ社 201908 9784339009262 自然科学・数学 物理
3756 基礎力学演習流体力学 岩浪繁蔵　：　平山直道 実教出版 197504 9784407021431 自然科学・数学 物理
3757 流体力学 豊倉富太郎　：　亀本喬司 実教出版 197612 9784407021714 自然科学・数学 物理
3758 物理学　．　下 楠川絢一 実教出版 198505 9784407022551 自然科学・数学 物理
3759 教養のための物理学 楠川絢一　：　井上正晴　：　山口重雄 実教出版 198712 9784407022711 自然科学・数学 物理
3760 質点の力学（改訂版） 原島鮮 裳華房 198410 9784785321277 自然科学・数学 物理
3761 質点系・剛体の力学（改訂版） 原島鮮 裳華房 198502 9784785321284 自然科学・数学 物理
3762 力学（三訂版） 原島鮮 裳華房 198511 9784785320201 自然科学・数学 物理
3763 初等量子力学（改訂版） 原島鮮 裳華房 198608 9784785320225 自然科学・数学 物理
3764 固体物理学 花村榮一 裳華房 198611 9784785381042 自然科学・数学 物理
3765 電磁気学 中山正敏 裳華房 198612 9784785381059 自然科学・数学 物理
3766 物理のための応用数学 小野寺嘉孝 裳華房 198803 9784785381080 自然科学・数学 物理
3767 物理学 小出昭一郎 裳華房 198804 9784785381097 自然科学・数学 物理
3768 化学者のための電気伝導入門 小林浩一 裳華房 198901 9784785331290 自然科学・数学 物理
3769 熱力学 三宅哲 裳華房 198904 9784785381127 自然科学・数学 物理
3770 量子論（改訂版） 小出昭一郎 裳華房 199003 9784785321314 自然科学・数学 物理
3771 量子力学（Ⅰ）（改訂版） 小出昭一郎 裳華房 199010 9784785321321 自然科学・数学 物理
3772 量子力学（Ⅱ）（改訂版） 小出昭一郎 裳華房 199010 9784785321338 自然科学・数学 物理
3773 振動と波 長岡洋介【編著】 裳華房 199204 9784785381158 自然科学・数学 物理
3774 力学 近藤淳 裳華房 199310 9784785381165 自然科学・数学 物理
3775 熱統計力学 阿部竜蔵 裳華房 199502 9784785381172 自然科学・数学 物理
3776 流体力学 神部勉【編著】 裳華房 199509 9784785381189 自然科学・数学 物理
3777 ゴム弾性　［初版復刻版］ 久保亮五 裳華房 199606 9784785328078 自然科学・数学 物理
3778 物理学（三訂版） 小出昭一郎 裳華房 199711 9784785320744 自然科学・数学 物理
3779 力学 小出昭一郎 裳華房 199711 9784785320751 自然科学・数学 物理
3780 電磁気学 小出昭一郎 裳華房 199711 9784785320775 自然科学・数学 物理
3781 波・光・熱 小出昭一郎 裳華房 199711 9784785320768 自然科学・数学 物理
3782 量子力学 江沢洋 裳華房 200209 9784785381196 自然科学・数学 物理
3783 統計熱力学 原田義也 裳華房 201011 9784785330866 自然科学・数学 物理
3784 大学生のための力学入門 小宮山進　：　竹川敦 裳華房 201311 9784785322434 自然科学・数学 物理
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3785 基礎からの量子力学 上村洸　：　山本貴博 裳華房 201311 9784785322427 自然科学・数学 物理
3786 相対論の世界 橋本正章　：　荒井賢三 裳華房 201410 9784785322458 自然科学・数学 物理
3787 量子力学入門　：　その誕生と発展に沿って 松下　貢 裳華房 201706 9784785322540 自然科学・数学 物理
3788 量子力学　：　現代的アプローチ 牟田泰三　：　山本一博 裳華房 201709 9784785322533 自然科学・数学 物理
3789 量子ウォーク　：　基礎と数理 町田拓也 裳華房 201806 9784785315764 自然科学・数学 物理
3790 物理学講義　統計力学入門 松下貢 裳華房 201907 9784785322670 自然科学・数学 物理
3791 講義がわかる 力学 竹川敦 裳華房 201909 9784785322625 自然科学・数学 物理
3792 工学系の基礎力学 田村忠久 裳華房 201910 9784785322694 自然科学・数学 物理
3793 温度と熱のはなし　：　科学の目で見る日常の疑問 稲場　秀明 大学教育出版 201802 4864294909 自然科学・数学 物理
3794 入門電気磁気 大熊栄作 東京電機大学出版局 197404 9784501103606 自然科学・数学 物理
3795 電磁理論 東京電機大学【編】 東京電機大学出版局 197909 9784501102104 自然科学・数学 物理
3796 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 198001 9784501604004 自然科学・数学 物理
3797 解説電気磁気の考え方・解き方　改訂新版 田中謙一郎 東京電機大学出版局 198101 9784501005405 自然科学・数学 物理
3798 電磁気学 専門教育研究会 東京電機大学出版局 198203 9784501004903 自然科学・数学 物理
3799 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 199707 9784501107505 自然科学・数学 物理
3800 詳解　物理学の基礎　第3版 丹羽雅昭 東京電機大学出版局 202001 9784501632106 自然科学・数学 物理
3801 強相関電子系の物理　増補版 佐宗哲郎 日本評論社 201412 9784535787681 自然科学・数学 物理
3802 力学 御領潤 日本評論社 201704 9784535806382 自然科学・数学 物理
3803 解析力学 十河清 日本評論社 201705 9784535806399 自然科学・数学 物理
3804 フォック空間と量子場　増補改訂版 新井朝雄 日本評論社 201707 9784535788398 自然科学・数学 物理
3805 相対性理論 小林努 日本評論社 201708 9784535806405 自然科学・数学 物理
3806 フォック空間と量子場　増補改訂版 新井朝雄 日本評論社 201709 9784535788404 自然科学・数学 物理
3807 量子力学 畠山温 日本評論社 201711 9784535806412 自然科学・数学 物理
3808 素粒子論の始まり 亀淵迪 日本評論社 201812 9784535788336 自然科学・数学 物理
3809 数理物理学の風景 新井朝雄 日本評論社 201903 9784535788848 自然科学・数学 物理
3810 はじめて学ぶ物理学 吉田弘幸 日本評論社 201904 9784535798212 自然科学・数学 物理
3811 はじめて学ぶ物理学 吉田弘幸 日本評論社 201905 9784535798229 自然科学・数学 物理
3812 一般相対論入門　改訂版 須藤靖 日本評論社 201909 9784535789012 自然科学・数学 物理
3813 電子物性　新版 松沢剛雄　：　高橋清　：　斉藤幸喜 森北出版 201002 9784627772021 自然科学・数学 物理
3814 流体力学 水島二郎　：　柳瀬眞一郎　：　百武徹 森北出版 201709 9784627675711 自然科学・数学 物理
3815 エッセンシャルテキスト光学 左貝潤一 森北出版 201907 9784627776319 自然科学・数学 物理
3816 電磁気学 岩田真 森北出版 202004 9784627156913 自然科学・数学 物理
3817 明解入門 流体力学　第2版 杉山弘【編著】 森北出版 202011 9784627674127 自然科学・数学 物理
3818 酸と塩基３０講 山崎昶 朝倉書店 201403 9784254146738 自然科学・数学 化学
3819 基礎分析化学 小熊幸一　：　酒井忠雄【編著】 朝倉書店 201503 9784254141023 自然科学・数学 化学
3820 赤外分光３０講 山崎昶 朝倉書店 201603 9784254146745 自然科学・数学 化学
3821 蛍光Ｘ線分析の実際　（第２版） 中井泉【編】　：　日本分析化学会Ｘ線分析研究懇談会【監修】 朝倉書店 201607 9784254141030 自然科学・数学 化学
3822 物性量子化学 山口兆 朝倉書店 201608 9784254146318 自然科学・数学 化学
3823 構造有機化学 戸部義人　：　豊田真司 朝倉書店 201609 9784254146349 自然科学・数学 化学
3824 化学英語３０講　：　リーディング・文法・リスニング 宮本惠子 朝倉書店 201710 9784254146752 自然科学・数学 化学
3825 国際化学オリンピックに挑戦！ 国際化学オリンピックOBOG会【編】 朝倉書店 201905 9784254146813 自然科学・数学 化学
3826 国際化学オリンピックに挑戦！ 国際化学オリンピックOBOG会【編】 朝倉書店 201905 9784254146820 自然科学・数学 化学
3827 国際化学オリンピックに挑戦！ 国際化学オリンピックOBOG会【編】 朝倉書店 201905 9784254146837 自然科学・数学 化学
3828 国際化学オリンピックに挑戦！ 国際化学オリンピックOBOG会【編】 朝倉書店 201905 9784254146844 自然科学・数学 化学
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3829 国際化学オリンピックに挑戦！ 国際化学オリンピックOBOG会【編】 朝倉書店 201905 9784254146851 自然科学・数学 化学
3830 サプリメント式　有機化学 竹内敬人 オーム社 201801 9784274220982 自然科学・数学 化学
3831 LC/MS、LC/MS/MSにおけるスペクトル解析 中村洋【企画・監修】 オーム社 202009 9784274225901 自然科学・数学 化学
3832 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 大野かおる【編著】　：　中村振一郎　：　水関博志 近代科学社 201907 9784764950306 自然科学・数学 化学
3833 水・水溶液系の物性 田巻繁 近代科学社Digital 202003 9784764960077 自然科学・数学 化学
3834 有機電気化学　：　基礎から応用まで 淵上寿雄【編著】　：　跡部真人　：　稲木信介 コロナ社 201206 9784339066241 自然科学・数学 化学
3835 エンジニアのための電気化学 林茂雄 コロナ社 201207 9784339066258 自然科学・数学 化学
3836 香りがナビゲートする有機化学 長谷川登志夫 コロナ社 201610 9784339066388 自然科学・数学 化学
3837 ゼロからの最速理解　量子化学 佐々木健夫 コロナ社 201705 9784339066395 自然科学・数学 化学
3838 天然物化学 菅原二三男【編著】 コロナ社 201901 9784339067583 自然科学・数学 化学
3839 入門物理化学 白井道雄 実教出版 197803 9784407021905 自然科学・数学 化学
3840 炭素・自問自答 大谷杉郎 裳華房 199703 9784785330569 自然科学・数学 化学
3841 無機溶液反応の化学 舟橋重信 裳華房 199802 9784785330583 自然科学・数学 化学
3842 溶媒抽出化学 田中元治 裳華房 200002 9784785330644 自然科学・数学 化学
3843 化学熱力学　修訂版 原田義也 裳華房 200204 9784785330651 自然科学・数学 化学
3844 分子シミュレーション 上田顯 裳華房 200310 9784785315344 自然科学・数学 化学
3845 有機反応機構 加納　航治　：　西郷　和彦【共著】 裳華房 200805 9784785332211 自然科学・数学 化学
3846 分子構造解析 山口　健太郎 裳華房 200810 9784785332235 自然科学・数学 化学
3847 ステップアップ 大学の総合化学 齋藤勝裕 裳華房 200810 9784785330750 自然科学・数学 化学
3848 ステップアップ 大学の分析化学 齋藤勝裕 裳華房 200810 9784785330767 自然科学・数学 化学
3849 ステップアップ 大学の物理化学 齋藤勝裕 裳華房 200901 9784785330804 自然科学・数学 化学
3850 ステップアップ 大学の無機化学 齋藤勝裕 裳華房 200909 9784785330811 自然科学・数学 化学
3851 ステップアップ 大学の有機化学 齋藤勝裕 裳華房 200909 9784785330828 自然科学・数学 化学
3852 錯体化学 佐々木　陽一　：　柘植　清志【共著】 裳華房 200911 9784785332242 自然科学・数学 化学
3853 理科教育力を高める 基礎化学 長谷川正 裳華房 201111 9784785330880 自然科学・数学 化学
3854 演習でクリア　フレッシュマン有機化学 小林啓二 裳華房 201210 9784785330903 自然科学・数学 化学
3855 メディカル化学 齋藤勝裕 裳華房 201211 9784785330910 自然科学・数学 化学
3856 超分子の化学 菅原　正　：　木村　榮一【共編】 裳華房 201304 9784785332266 自然科学・数学 化学
3857 新・元素と周期律 井口洋夫　：　井口眞 裳華房 201311 9784785330941 自然科学・数学 化学
3858 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 201311 9784785330965 自然科学・数学 化学
3859 理工系のための 化学入門 井上正之 裳華房 201311 9784785330958 自然科学・数学 化学
3860 コ・メディカル化学 齋藤勝裕 裳華房 201311 9784785330972 自然科学・数学 化学
3861 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 東郷秀雄 裳華房 201402 9784785331009 自然科学・数学 化学
3862 あなたと化学 齋藤勝裕 裳華房 201509 9784785335052 自然科学・数学 化学
3863 テキストブック 有機スペクトル解析 楠見武德 裳華房 201511 9784785335090 自然科学・数学 化学
3864 化学のミニマムエッセンス　：　化学ギライにささげる 車田　研一 裳華房 201611 4785335106 自然科学・数学 化学
3865 高分子化学 西　敏夫　：　讃井　浩平　：　東　千秋 裳華房 201611 9784785332273 自然科学・数学 化学
3866 一般化学　4訂版 長島弘三 裳華房 201611 9784785335113 自然科学・数学 化学
3867 反応速度論 真船　文〓　：　廣川　淳 裳華房 201709 9784785334208 自然科学・数学 化学
3868 基礎有機化学 小林啓二 裳華房 201710 9784785334222 自然科学・数学 化学
3869 立体化学 木原伸浩 裳華房 201711 9784785334239 自然科学・数学 化学
3870 化学のちから 岡野光俊 裳華房 201803 9784785335144 自然科学・数学 化学
3871 有機反応・合成 小林進 裳華房 201805 9784785334246 自然科学・数学 化学
3872 スタンダード 分析化学 角田欣一 裳華房 201811 9784785335151 自然科学・数学 化学
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3873 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 裳華房 201905 9784785335168 自然科学・数学 化学
3874 触媒化学 岩澤康裕　：　小林修　：　冨重圭一 裳華房 201905 9784785332280 自然科学・数学 化学
3875 化学のための数学・物理 河野裕彦 裳華房 201911 9784785334215 自然科学・数学 化学
3876 現代化学序説 齋藤一弥 裳華房 201911 9784785335175 自然科学・数学 化学
3877 理工系のための一般化学 鈴木隆之【編著】　：　石丸臣一　：　小林大祐 東京電機大学出版局 201703 4501630507 自然科学・数学 化学
3878 基礎化学 土居純子 羊土社 201712 9784758113533 自然科学・数学 化学
3879 生理学・生化学につながる　ていねいな化学 白戸亮吉 羊土社 202001 9784758121002 自然科学・数学 化学
3880 新版　宇宙物理学　：　星・銀河・宇宙論 高原文郎 朝倉書店 201505 9784254131178 自然科学・数学 天文学
3881 人類は宇宙をどう見てきたか 京都大学宇宙総合学研究ユニット【編】 朝倉書店 201912 9784254155228 自然科学・数学 天文学
3882 宇宙にひろがる文明 京都大学宇宙総合学研究ユニット【編】 朝倉書店 201912 9784254155242 自然科学・数学 天文学
3883 宇宙物理学ハンドブック 高原文郎 朝倉書店 202002 9784254131277 自然科学・数学 天文学
3884 近代日本の地図作製とアジア太平洋地域　：　「外邦図」へのアプローチ 小林　茂【編】 大阪大学出版会 200902 4872592662 自然科学・数学 天文学
3885 宇宙の調和 ヨハネス・ケプラー【著】 工作舎 200904 9784875024187 自然科学・数学 天文学
3886 空間情報学 須崎純一　：　畑山満則 コロナ社 201312 9784339056389 自然科学・数学 天文学
3887 旧暦読本　改訂新版　 岡田芳朗 創元社 201511 9784422230375 自然科学・数学 天文学
3888 月の科学と人間の歴史 デイビッド・ホワイトハウス【著】 築地書館 202002 9784806715979 自然科学・数学 天文学
3889 太陽系外惑星 田村元秀 日本評論社 201507 9784535607408 自然科学・数学 天文学
3890 銀河考古学 千葉柾司 日本評論社 201507 9784535607415 自然科学・数学 天文学
3891 ブラックホール天文学 嶺重慎 日本評論社 201601 9784535607422 自然科学・数学 天文学
3892 超新星 山田章一 日本評論社 201612 9784535607439 自然科学・数学 天文学
3893 輻射輸送と輻射流体力学 梅村雅之 日本評論社 201612 9784535603424 自然科学・数学 天文学
3894 人類の住む宇宙　第２版 岡村定矩　：　池内了　：　海部宣男 日本評論社 201703 9784535607514 自然科学・数学 天文学
3895 天体の位置と運動　第２版 福島登志夫【編】 日本評論社 201707 9784535607637 自然科学・数学 天文学
3896 宇宙の観測　第２版　：　光・赤外天文学　．　１ 家正則　：　岩室史英　：　舞原俊憲 日本評論社 201711 9784535607651 自然科学・数学 天文学
3897 銀河　第２版　：　銀河系　．　２ 祖父江義明　：　有本信雄　：　家正則【編】 日本評論社 201803 9784535607552 自然科学・数学 天文学
3898 銀河　：　銀河と宇宙の階層構造　第２版　．　１ 谷口義明　：　岡村定矩　：　祖父江義明【編】 日本評論社 201808 9784535607545 自然科学・数学 天文学
3899 太陽　第２版 桜井隆　：　小島正宜　：　小杉健郎 日本評論社 201812 9784535607606 自然科学・数学 天文学
3900 ガンマ線バースト 河合誠之 日本評論社 201901 9784535607446 自然科学・数学 天文学
3901 宇宙論　第２版　：　宇宙の進化　．　２ 二間瀬敏史　：　池内了　：　千葉柾司【編】 日本評論社 201905 9784535607538 自然科学・数学 天文学
3902 宇宙マイクロ波背景放射 小松英一郎 日本評論社 201909 9784535607453 自然科学・数学 天文学
3903 宇宙の観測Ⅲ　第2版 井上一 日本評論社 201910 9784535607675 自然科学・数学 天文学
3904 カレンダーから世界を見る 中牧弘允 白水社 200807 4560031894 自然科学・数学 天文学
3905 世界の見方の転換　：　天文学の復興と天地学の提唱　．　１ 山本義隆 みすず書房 201403 9784622078043 自然科学・数学 天文学
3906 世界の見方の転換　：　世界の一元化と天文学の改革　．　３ 山本義隆 みすず書房 201403 9784622078067 自然科学・数学 天文学
3907 世界の見方の転換　：　地動説の提唱と宇宙論の相克　．　２ 山本義隆 みすず書房 201403 9784622078050 自然科学・数学 天文学
3908 暦の語る日本の歴史 内田正男 吉川弘文館 201212 9784642063906 自然科学・数学 天文学
3909 天才たちの宇宙像 桜井邦朋 吉川弘文館 201710 9784642754934 自然科学・数学 天文学
3910 古代の漏刻と時刻制度 木下正史 吉川弘文館 202003 9784642046572 自然科学・数学 天文学
3911 身近な水の環境科学［実習・測定編］　：　自然のしくみを調べるために 日本陸水学会東海支部会【編】 朝倉書店 201406 9784254180473 自然科学・数学 地球科学
3912 はじめて学ぶ海洋学 横瀬久芳 朝倉書店 201509 9784254160703 自然科学・数学 地球科学
3913 地域環境水文学 田中丸治哉　：　大槻恭一　：　近森秀高 朝倉書店 201603 9784254445015 自然科学・数学 地球科学
3914 大気と雨の衛星観測 中澤哲夫【編】　：　中島孝　：　中村健治【著】 朝倉書店 201606 9784254167733 自然科学・数学 地球科学
3915 「異常気象」の考え方 木本昌秀 朝倉書店 201710 9784254167757 自然科学・数学 地球科学
3916 鉱物・宝石の科学事典 日本鉱物科学会【編】 朝倉書店 201909 9784254162769 自然科学・数学 地球科学
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3917 大気生物学入門 川島茂人 朝倉書店 201909 9784254171709 自然科学・数学 地球科学
3918 水の科学　第2版 清田佳美 オーム社 202011 9784274226144 自然科学・数学 地球科学
3919 日本の地質３　関東地方 日本の地質「関東地方」編集委員会【編】 共立出版 198610 9784320046108 自然科学・数学 地球科学
3920 日本の地質６　近畿地方 日本の地質「近畿地方」編集委員会【編】 共立出版 198707 9784320046139 自然科学・数学 地球科学
3921 日本の地質７　中国地方 日本の地質「中国地方」編集委員会【編】 共立出版 198711 9784320046146 自然科学・数学 地球科学
3922 日本の地質４　中部地方Ｉ 日本の地質「中部地方Ｉ」編集委員会【編】 共立出版 198806 9784320046115 自然科学・数学 地球科学
3923 日本の地質５　中部地方２ 日本の地質「中部地方ＩＩ」編集委員会【編】 共立出版 198812 9784320046122 自然科学・数学 地球科学
3924 日本の地質２　東北地方 日本の地質「東北地方」編集委員会【編】 共立出版 198908 9784320046092 自然科学・数学 地球科学
3925 日本の地質１　北海道地方 日本の地質「北海道地方」編集委員会【編】 共立出版 199007 9784320046085 自然科学・数学 地球科学
3926 日本の地質８　四国地方 日本の地質「四国地方」編集委員会【編】 共立出版 199106 9784320046153 自然科学・数学 地球科学
3927 日本の地質９　九州地方 日本の地質「九州地方」編集委員会【編】 共立出版 199207 9784320046160 自然科学・数学 地球科学
3928 日本の地質別巻　総索引 「日本の地質」刊行委員会【編】 共立出版 199304 9784320046580 自然科学・数学 地球科学
3929 地震動の物理学 纐纈　一起 近代科学社 201812 9784764905443 自然科学・数学 地球科学
3930 自然地理学　第５版　：　地球環境の過去・現在・未来 松原彰子 慶應義塾大学出版会 201703 9784766424003 自然科学・数学 地球科学
3931 自然地理学　第6版 松原彰子 慶應義塾大学出版会 202002 9784766426526 自然科学・数学 地球科学
3932 岡山県 地学のガイド　改訂　 野瀬重人【編著】 コロナ社 201302 9784339075472 自然科学・数学 地球科学
3933 はじめての大気環境化学 松本淳 コロナ社 201504 4339066362 自然科学・数学 地球科学
3934 宮沢賢治の地学教室 柴山元彦 創元社 201711 9784422440101 自然科学・数学 地球科学
3935 こどもが探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑 柴山元彦 創元社 201808 9784422440156 自然科学・数学 地球科学
3936 宮沢賢治の地学実習 柴山元彦 創元社 201909 9784422440187 自然科学・数学 地球科学
3937 宮沢賢治の地学読本 宮沢賢治【作】 創元社 202007 9784422440231 自然科学・数学 地球科学
3938 経済学は温暖化を解決できるか 山本隆三 平凡社 200911 4582854966 自然科学・数学 地球科学
3939 秀吉を襲った大地震　：　地震考古学で戦国史を読む 寒川旭 平凡社 201001 4582855040 自然科学・数学 地球科学
3940 日本人はどんな大地震を経験してきたのか　：　地震考古学入門 寒川旭 平凡社 201111 4582856144 自然科学・数学 地球科学
3941 カラー版　東京凸凹地形散歩 今尾恵介 平凡社 201704 4582858422 自然科学・数学 地球科学
3942 オーロラの日本史 岩橋清美 平凡社 201903 9784582364583 自然科学・数学 地球科学
3943 New スピルオーバー デビッド・クアメン【著】 明石書店 202103 9784750351544 自然科学・数学 生物
3944 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 朝倉書店 201404 9784254600223 自然科学・数学 生物
3945 生命科学における分析化学 中村洋【編】 朝倉書店 201503 9784254340211 自然科学・数学 生物
3946 分子細胞生物学　（第２版） 多賀谷光男 朝倉書店 201603 9784254171624 自然科学・数学 生物
3947 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【編著】　：　宇田津徹朗　：　河原聡 朝倉書店 201704 9784254122237 自然科学・数学 生物
3948 農地・草地の歴史と未来 宮下直 朝倉書店 201907 9784254185416 自然科学・数学 生物
3949 実況・料理生物学 小倉明彦 大阪大学出版会 201110 9784872593136 自然科学・数学 生物
3950 いでんしずかん　遺伝子図鑑　：　はたらくしくみがマンガでわかる！ 北村雄一 化学同人 201612 4759819231 自然科学・数学 生物
3951 利己的な遺伝子　４０周年記念版 リチャード・ドーキンス【著】　：　日高敏隆　：　岸由二 紀伊國屋書店 201802 9784314011532 自然科学・数学 生物
3952 人工膜編 木村尚史【編】　：　中尾真一【編】　：　大矢晴彦【編】 共立出版 199312 9784320054172 自然科学・数学 生物
3953 生体膜編 野沢義則【編】　：　神野耕太郎【編】　：　井上圭三【編】 共立出版 199401 9784320054158 自然科学・数学 生物
3954 生体機能類似膜編 清水剛夫【編】　：　軽部征夫【編】　：　吉川正和【編】 共立出版 199402 9784320054165 自然科学・数学 生物
3955 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 柳川堯　：　赤澤宏平 近代科学社 201007 9784764903906 自然科学・数学 生物
3956 ナノバイオ・メディシン　：　細胞核内反応とゲノム編集 宇理須　恒雄【編著】　：　佐久間　哲史　：　高田　望 近代科学社 201705 9784764950283 自然科学・数学 生物
3957 クジラの鼻から進化を覗く 岸田拓士【著】　：　斎藤成也　：　塚谷裕一 慶應義塾大学出版会 201602 9784766422955 自然科学・数学 生物
3958 胎児期に刻まれた進化の痕跡 入江直樹　：　斎藤成也　：　塚谷裕一 慶應義塾大学出版会 201602 9784766422962 自然科学・数学 生物
3959 植物の世代交代制御因子の発見 榊原恵子【著】　：　斎藤成也　：　塚谷裕一 慶應義塾大学出版会 201602 9784766422979 自然科学・数学 生物
3960 新たな魚類大系統　：　遺伝子で解き明かす魚類３万種の由来と現在 宮正樹【著】　：　斎藤成也　：　塚谷裕一 慶應義塾大学出版会 201610 9784766422986 自然科学・数学 生物



　※　2021.11　追加タイトル：Newの表示あり　 ebook list <KinoDen> 91/140

No. 書名 著者名 出版社名 出版年月 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分)

3961 ゲノム・イノベーション　：　日本の「ゲノムビジネス」成功の鍵 加藤敏春 勁草書房 200201 9784326550425 自然科学・数学 生物
3962 遺伝子改造 金森修 勁草書房 200510 4326153849 自然科学・数学 生物
3963 生物学の哲学入門　：　Ａｎ　ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｏ　ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｙ　ｏｆ　ｂｉｏｌｏｇｙ 森元良太　：　田中泉吏 勁草書房 201608 4326102543 自然科学・数学 生物
3964 バイオテクノロジーのためのコンピュータ入門 中村春木　：　中井謙太 コロナ社 199503 9784339067118 自然科学・数学 生物
3965 生命科学　：　生物個体から生態系へ　．　２ 生命科学編集委員会【編】 コロナ社 201304 9784339067439 自然科学・数学 生物
3966 基礎から学ぶ生物化学工学演習 日本生物工学会【編） コロナ社 201309 9784339067446 自然科学・数学 生物
3967 英語で学ぶ生物学　：　生物科学の新しい挑戦　．　続 渡辺和男　：　渡邉純子 コロナ社 201311 9784339077957 自然科学・数学 生物
3968 ビッグデータ時代のゲノミクス情報処理 北上始　：　斎藤成也　：　太田聡史 コロナ社 201410 9784339024852 自然科学・数学 生物
3969 物理の眼で見る生き物の世界　：　バイオミメティクス皆伝 望月修 コロナ社 201603 9784339067514 自然科学・数学 生物
3970 生物化学工学の基礎 松井徹【編著】 コロナ社 201808 9784339067569 自然科学・数学 生物
3971 放射線生物学 木村雄治 コロナ社 201809 9784339072440 自然科学・数学 生物
3972 生物機械工学 伊能教夫 コロナ社 201811 9784339067576 自然科学・数学 生物
3973 進化の風景　：　魅せる研究と生物たち 石川統 裳華房 200009 9784785358334 自然科学・数学 生物
3974 バイオ研究の舞台裏　：　細胞バンクと研究倫理 水沢博　：　小原有弘　：　増井徹 裳華房 200711 9784785387822 自然科学・数学 生物
3975 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 200802 9784785332204 自然科学・数学 生物
3976 図解分子細胞生物学 浅島誠　：　駒崎伸二 裳華房 201002 9784785358419 自然科学・数学 生物
3977 医療・看護系のための生物学 田村隆明 裳華房 201010 9784785352226 自然科学・数学 生物
3978 医薬系のための生物学 丸山敬　：　松岡耕二 裳華房 201309 9784785352240 自然科学・数学 生物
3979 ヒトを理解するための生物学 八杉貞雄 裳華房 201309 9784785352264 自然科学・数学 生物
3980 遺伝子操作の基本原理 赤坂甲治　：　大山義彦　：　太田次郎【編】 裳華房 201311 9784785358563 自然科学・数学 生物
3981 しくみからわかる生命工学 田村隆明 裳華房 201311 9784785352271 自然科学・数学 生物
3982 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　：　猪股玲子【協力】　：　亀澤一【協力】 裳華房 201409 9784785358600 自然科学・数学 生物
3983 分子遺伝学 田村隆明 裳華房 201411 9784785352301 自然科学・数学 生物
3984 ワークブックヒトの生物学 八杉貞雄 裳華房 201412 9784785358617 自然科学・数学 生物
3985 理工系のための生物学　改訂版 坂本順司 裳華房 201508 9784785352318 自然科学・数学 生物
3986 医療・看護系のための生物学　改訂版 田村隆明 裳華房 201609 4785352337 自然科学・数学 生物
3987 ゲノム編集入門　：　ＺＦＮ・ＴＡＬＥＮ・ＣＲＩＳＰＲ－Ｃａｓ９ 山本　卓【編】 裳華房 201612 4785358661 自然科学・数学 生物
3988 新しい教養のための　生物学 赤坂　甲治 裳華房 201702 4785352345 自然科学・数学 生物
3989 メンデルの軌跡を訪ねる旅 長田　敏行 裳華房 201707 9784785351236 自然科学・数学 生物
3990 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 裳華房 201803 9784785351267 自然科学・数学 生物
3991 ゲノム編集の基本原理と応用　：　ＺＦＮ，ＴＡＬＥＮ，ＣＲＩＳＰＲ－Ｃａｓ９ 山本卓 裳華房 201806 9784785358693 自然科学・数学 生物
3992 生物有機化学 北原武　：　石神健　：　矢島新 裳華房 201808 9784785334253 自然科学・数学 生物
3993 基礎分子遺伝学・ゲノム科学 坂本順司 裳華房 201809 9784785352370 自然科学・数学 生物
3994 入門　生化学 佐藤健 裳華房 201903 9784785352387 自然科学・数学 生物
3995 遺伝子科学 赤坂甲治 裳華房 201910 9784785352400 自然科学・数学 生物
3996 遺伝子と文化選択　：　「サル」から「人間」への進化 帯刀益夫 新曜社 201401 4788513676 自然科学・数学 生物
3997 プラネットアース レイチェル・イグノトフスキー【著】 創元社 201912 9784422400440 自然科学・数学 生物
3998 生命進化のシステムバイオロジー　：　進化システム生物学入門 田中博 日本評論社 201507 9784535806566 自然科学・数学 生物
3999 表現型可塑性の生物学　：　生態発生学入門 三浦徹 日本評論社 201606 9784535806573 自然科学・数学 生物
4000 人間についての寓話 日高敏隆【訳】 平凡社 199403 4582760430 自然科学・数学 生物
4001 昭和なつかし博物学　：　「そういえばあったね！」を探検する 周達生 平凡社 200506 4582852793 自然科学・数学 生物
4002 増補　ｉＰＳ細胞　：　世紀の発見が医療を変える 八代嘉美 平凡社 201109 4582856071 自然科学・数学 生物
4003 生命・生活から人間を考える 小原秀雄【編】 学文社 200611 9784762016073 自然科学・数学 生物
4004 進化する遺伝子概念 ジャン・ドゥーシュ　：　佐藤直樹 みすず書房 201509 4622079143 自然科学・数学 生物
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4005 生命、エネルギー、進化 ニック・レーン【著】　：　斉藤隆央【訳】 みすず書房 201609 9784622085348 自然科学・数学 生物
4006 生物科学の歴史　：　現代の生命思想を理解するために ミシェル・モランジュ【著】　：　佐藤直樹【訳】 みすず書房 201703 9784622085614 自然科学・数学 生物
4007 日本のルィセンコ論争　新版 中村禎里【著】　：　米本昌平【解説】 みすず書房 201707 9784622086208 自然科学・数学 生物
4008 サルは大西洋を渡った　：　奇跡的な航海が生んだ進化史 アラン・デケイロス【著】　：　柴田裕之　：　林美佐子【訳】 みすず書房 201711 9784622086499 自然科学・数学 生物
4009 生化学　第3版 薗田勝【編】 羊土社 201801 9784758113540 自然科学・数学 生物
4010 完全版　ゲノム編集実験スタンダード 山本卓 羊土社 201901 9784758122443 自然科学・数学 生物
4011 Rをはじめよう生命科学のためのRStudio入門 富永大介【翻訳】 羊土社 201903 9784758120951 自然科学・数学 生物
4012 理系総合のための生命科学　第5版 東京大学生命科学教科書編集委員会【編】 羊土社 202003 9784758121026 自然科学・数学 生物
4013 もっとよくわかる！エピジェネティクス 鵜木元香 羊土社 202009 9784758122078 自然科学・数学 生物
4014 決定版　ウイルスベクターによる遺伝子導入実験ガイド 平井宏和 羊土社 202011 9784758122474 自然科学・数学 生物
4015 空気のはなし 稲場秀明 技報堂出版 201604 9784765544801 自然科学・数学 生物
4016 日本植物文化語彙攷 吉野政治 和泉書院 201401 9784757606937 自然科学・数学 生物
4017 宇宙樹　：　ｃｏｓｍｉｃ　ｔｒｅｅ 竹村真一 慶應義塾大学出版会 200406 9784766410037 自然科学・数学 生物
4018 植物はなぜ自家受精をするのか 土松隆志【著】　：　斎藤成也　：　塚谷裕一 慶應義塾大学出版会 201708 9784766422993 自然科学・数学 生物
4019 多様な花が生まれる瞬間 斎藤成也　：　塚谷裕一　：　高橋淑子【監修】 慶應義塾大学出版会 201806 9784766423006 自然科学・数学 生物
4020 植物の成長 西谷和彦　：　太田次郎【編】　：　赤坂甲治【編】 裳華房 201105 9784785358457 自然科学・数学 生物
4021 イチョウの自然誌と文化史 長田敏行 裳華房 201402 9784785358570 自然科学・数学 生物
4022 窒素固定の科学　：　化学と生物学からの挑戦 干鯛真信 裳華房 201405 9784785335021 自然科学・数学 生物
4023 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 201804 4785358688 自然科学・数学 生物
4024 知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑 長澤淳一 創元社 202004 9784422430300 自然科学・数学 生物
4025 植物の知恵とわたしたち 植物生理化学会【編】　：　長谷川宏司【監修】 大学教育出版 201703 9784864293952 自然科学・数学 生物
4026 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】 大学教育出版 201907 9784864299930 自然科学・数学 生物
4027 人の暮らしを変えた植物の化学戦略 黒栁正典 築地書館 202002 9784806715962 自然科学・数学 生物
4028 日本産アリ類図鑑 寺山守　：　久保田敏　：　江口克之 朝倉書店 201407 9784254171563 自然科学・数学 生物
4029 蚊のはなし　：　病気との関わり 上村清【編】 朝倉書店 201708 9784254640465 自然科学・数学 生物
4030 昆虫の脳をつくる　：　君のパソコンに脳をつくってみよう 神崎亮平【編著】 朝倉書店 201804 9784254102772 自然科学・数学 生物
4031 アメーバのはなし　：　原生生物・人・感染症 永宗喜三郎　：　島野智之　：　矢吹彬憲【編】 朝倉書店 201809 9784254171686 自然科学・数学 生物
4032 生き物と音の事典 生物音響学会【編】 朝倉書店 201911 9784254171679 自然科学・数学 生物
4033 意識の進化的起源　：　カンブリア爆発で心は生まれた トッド・Ｅ・ファインバーグ　：　ジョン・Ｍ・マラット【著】　：　鈴木大地【訳】 勁草書房 201708 9784326102631 自然科学・数学 生物
4034 動物の系統分類と進化 太田次郎ほか【編】　：　藤田敏彦 裳華房 201004 9784785358426 自然科学・数学 生物
4035 動物の発生と分化 浅島誠　：　駒崎伸二　：　太田次郎【編】 裳華房 201109 9784785358495 自然科学・数学 生物
4036 動物行動の分子生物学 久保健雄　：　奥山輝大　：　上川内あづさ 裳華房 201407 9784785358587 自然科学・数学 生物
4037 比較内分泌学入門　：　序 和田勝 裳華房 201704 9784785351144 自然科学・数学 生物
4038 海のクワガタ採集記　：　昆虫少年が海へ 太田　悠造 裳華房 201707 9784785351243 自然科学・数学 生物
4039 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 201711 9784785351250 自然科学・数学 生物
4040 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 裳華房 201807 9784785351274 自然科学・数学 生物
4041 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 裳華房 201907 9784785351281 自然科学・数学 生物
4042 ホタルと人と文化 おかやま環境ネットワーク【編】 大学教育出版 201012 9784864290289 自然科学・数学 生物
4043 全訂増補版　メダカ学全書 岩松　鷹司 大学教育出版 201807 4864294828 自然科学・数学 生物
4044 動物共生科学への招待 麻布大学　ヒトと動物の共生科学センター【編】 大学教育出版 202003 9784866920757 自然科学・数学 生物
4045 鹿と日本人　：　野生との共生１０００年の知恵 田中淳夫 築地書館 201806 4806715654 自然科学・数学 生物
4046 魚の自然誌 ヘレン・スケールズ【著】 築地書館 202001 9784806715948 自然科学・数学 生物
4047 先生、大蛇が図書館をうろついています！ 小林朋道 築地書館 202004 9784806715986 自然科学・数学 生物
4048 サルの目ヒトの目 河合雅雄 平凡社 199310 4582760236 自然科学・数学 生物
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4049 けものづくし　：　真説・動物学大系 別役実 平凡社 199312 4582760317 自然科学・数学 生物
4050 鳥づくし　：　続　真説・動物学大系 別役実 平凡社 199803 4582762379 自然科学・数学 生物
4051 カエルを釣る、カエルを食べる　：　両生類の雑学ノート 周達生 平凡社 200403 4582852173 自然科学・数学 生物
4052 巨大翼竜は飛べたのか　：　スケールと行動の動物学 佐藤克文 平凡社 201101 4582855687 自然科学・数学 生物
4053 昆虫のすごい世界 丸山宗利【監修】 平凡社 201805 9784582922622 自然科学・数学 生物
4054 アゲハチョウの世界 吉川寛 平凡社 201809 9784582542561 自然科学・数学 生物
4055 子どもと一緒に覚えたい　貝殻の名前 東海大学海洋学部 マイルスタッフ 201908 9784295403364 自然科学・数学 生物
4056 動物園マネジメント 児玉敏一 学文社 201309 9784762024009 自然科学・数学 生物
4057 昆虫の哲学 ジャン・マルク・ドルーアン　：　辻由美 みすず書房 201605 4622079887 自然科学・数学 生物
4058 New 自閉症スペクトラム障害とセクシュアリティ トニー・アトウッド 明石書店 202010 9784750350882 自然科学・数学 医学
4059 New ポスト・コロナの文明論 浜本隆志 明石書店 202010 9784750350936 自然科学・数学 医学
4060 統計モデル入門 丹後俊郎 朝倉書店 200002 9784254127522 自然科学・数学 医学
4061 統計解析の英語表現　：　学会発表，論文作成へ向けて 丹後俊郎　：　Ｔａｅｋｏ　Ｂｅｃｑｕｅ 朝倉書店 200911 9784254127584 自然科学・数学 医学
4062 ベイジアン統計解析の実際　：　ＷｉｎＢＵＧＳを利用して 丹後俊郎　：　Ｔａｅｋｏ　Ｂｅｃｑｕｅ 朝倉書店 201111 9784254127591 自然科学・数学 医学
4063 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 丹後俊郎 朝倉書店 201509 9784254128802 自然科学・数学 医学
4064 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 丹後俊郎 朝倉書店 201602 9784254127607 自然科学・数学 医学
4065 情動とトラウマ　：　制御の仕組みと治療・対応 奥山眞紀子　：　三村將【編】 朝倉書店 201704 9784254106985 自然科学・数学 医学
4066 新版　無作為化比較試験　：　デザインと統計解析 丹後俊郎 朝倉書店 201806 9784254128819 自然科学・数学 医学
4067 新版　Ｃｏｘ比例ハザードモデル 中村剛 朝倉書店 201810 9784254128840 自然科学・数学 医学
4068 新版　統計学のセンス　：　デザインする視点・データを見る目 丹後俊郎 朝倉書店 201811 9784254128826 自然科学・数学 医学
4069 アディクションサイエンス 宮田久嗣 朝倉書店 201906 9784254520255 自然科学・数学 医学
4070 衛生動物の事典 津田良夫 朝倉書店 202005 9784254640489 自然科学・数学 医学
4071 2040年―医療＆介護のデッドライン 武藤正樹 医学通信社 201911 9784870587564 自然科学・数学 医学
4072 写真でわかる小児看護技術　アドバンス　：　小児看護に必要な臨床技術を中心に 山元恵子【監修】　：　佐々木祥子【編著】 インターメディカ 201703 4899963440 自然科学・数学 医学
4073 写真でわかる重症心身障害児（者）のケア　アドバンス　：　人としての尊厳を守る療育の実践のために 鈴木康之【監修】　：　舟橋満寿子【監修】　：　八代博子【編著】 インターメディカ 201703 4899963637 自然科学・数学 医学
4074 洪庵のくすり箱 米田該典 大阪大学出版会 200101 4872590724 自然科学・数学 医学
4075 大阪とくすり 米田該典 大阪大学出版会 200203 4872590813 自然科学・数学 医学
4076 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 大月書店 201606 4272360876 自然科学・数学 医学
4077 医療AIの夜明け 岡田正彦 オーム社 201912 9784274224331 自然科学・数学 医学
4078 依存症の科学　：　いちばん身近なこころの病 岡本　卓　：　和田　秀樹 化学同人 201601 4759818154 自然科学・数学 医学
4079 脳神経化学 森泰生 化学同人 201803 9784759817263 自然科学・数学 医学
4080 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 202002 9784780310733 自然科学・数学 医学
4081 熱中症の現状と予防 澤田晋一【編著】 杏林書院 201507 9784764405332 自然科学・数学 医学
4082 医療通訳と保健医療福祉 李節子【編著】 杏林書院 201508 9784764405356 自然科学・数学 医学
4083 健康・スポーツ科学における 運動処方としての水泳・水中運動 出村愼一【監修】 杏林書院 201609 9784764411753 自然科学・数学 医学
4084 疲労と身体運動 宮下充正【編著】 杏林書院 201802 9784764411876 自然科学・数学 医学
4085 基礎から学ぶ発育発達のための身体活動 田中千晶 杏林書院 201910 9784764412057 自然科学・数学 医学
4086 発達障害児の医療・療育・教育　第３版 松本昭子　：　土橋圭子【編】 金芳堂 201403 9784765315999 自然科学・数学 医学
4087 子どものこころの医学 中村和彦【編著】 金芳堂 201407 9784765316095 自然科学・数学 医学
4088 こどもの心と体の成長・発達によい食事　１妊娠期・乳児期　：　こども病院の医師と栄養士による食育レシピ 大阪府立母子保健総合医療センター【監修】　：　惠谷ゆり　：　西本裕紀子【編著】 金芳堂 201605 9784765316682 自然科学・数学 医学
4089 こどもの心と体の成長・発達によい食事　２幼児期　：　こども病院の医師と栄養士による食育レシピ 大阪府立母子保健総合医療センター【監修】　：　惠谷ゆり　：　西本裕紀子【編著】 金芳堂 201609 9784765316835 自然科学・数学 医学
4090 こどもの心と体の成長・発達によい食事　３学童期・思春期　：　こども病院の医師と栄養士による食育レシピ 大阪府立母子保健総合医療センター【監修】　：　惠谷ゆり　：　西本裕紀子【編著】 金芳堂 201609 9784765316842 自然科学・数学 医学
4091 生命倫理と医療倫理　第4版 伏木信次 金芳堂 202003 9784765318167 自然科学・数学 医学
4092 社会的弱者への診療と支援 Talmadge E. King 金芳堂 202005 9784765318334 自然科学・数学 医学
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4093 子どものうつ病　：　理解と回復のために 猪子香代 慶應義塾大学出版会 201210 9784766419801 自然科学・数学 医学
4094 支援から共生への道　：　希望を共有する精神医療を求めて　．　２ 田中康雄 慶應義塾大学出版会 201611 4766423755 自然科学・数学 医学
4095 国民視点の医療改革　：　超高齢社会に向けた技術革新と制度 翁百合 慶應義塾大学出版会 201709 4766424417 自然科学・数学 医学
4096 抗加齢医学入門　第3版 米井嘉一 慶應義塾大学出版会 201901 9784766425819 自然科学・数学 医学
4097 医療倫理 浅井篤　：　大西基喜　：　大西香代子 勁草書房 200203 4326101385 自然科学・数学 医学
4098 医療改革と財源選択 二木立 勁草書房 200906 4326700637 自然科学・数学 医学
4099 「豹変する心」の現象学　：　精神科臨床の現場から 大饗広之 勁草書房 200909 4326298952 自然科学・数学 医学
4100 研究倫理とは何か　：　臨床医学研究と生命倫理 田代志門 勁草書房 201109 4326154179 自然科学・数学 医学
4101 なぜ自殺は減らないのか　：　精神病理学からのアプローチ 大饗広之 勁草書房 201305 4326299029 自然科学・数学 医学
4102 岐路に立つ精神医学　：　精神疾患解明へのロードマップ 加藤忠史 勁草書房 201306 4326299037 自然科学・数学 医学
4103 医療のなにが問題なのか　：　超高齢社会日本の医療モデル 松田晋哉 勁草書房 201308 4326700807 自然科学・数学 医学
4104 入門・医療倫理　：　公衆衛生倫理　．　３ 赤林朗【編】　：　児玉聡【編】　：　額賀淑郎 勁草書房 201511 4326102500 自然科学・数学 医学
4105 日本が優生社会になるまで　：　科学啓蒙、メディア、生殖の政治 横山尊 勁草書房 201512 4326602848 自然科学・数学 医学
4106 生命倫理学とは何か　：　入門から最先端へ アラステア・Ｖ・キャンベル　：　山本圭一郎【訳】　：　中澤栄輔【訳】 勁草書房 201609 4326102551 自然科学・数学 医学
4107 ちょっと気になる医療と介護 権丈善一 勁草書房 201701 4326700947 自然科学・数学 医学
4108 入門・医療倫理　改訂版　．　１ 赤林朗【編】　：　稲葉一人　：　児玉聡 勁草書房 201702 4326102608 自然科学・数学 医学
4109 地域包括ケアと福祉改革 二木立 勁草書房 201703 9784326700981 自然科学・数学 医学
4110 奇蹟の医の糧 パラケルスス【著】 工作舎 200411 9784875023821 自然科学・数学 医学
4111 奇蹟の医書 パラケルスス【著】 工作舎 200411 9784875021162 自然科学・数学 医学
4112 ヒト心身状態の計測技術 牧川方昭 コロナ社 201010 9784339072266 自然科学・数学 医学
4113 力学の基礎とバイオメカニクス 山田宏 コロナ社 201204 9784339072303 自然科学・数学 医学
4114 バイオメカニクス入門 林紘三郎 コロナ社 201304 9784339072334 自然科学・数学 医学
4115 生体機械工学入門 橋本成広 コロナ社 201305 9784339072341 自然科学・数学 医学
4116 ナノイムノセラピー　：　免疫を制御するナノメディシン 花方信孝 コロナ社 201502 9784339067484 自然科学・数学 医学
4117 生体材料化学　：　基礎と応用 浅沼浩之　ほか コロナ社 201512 4339067504 自然科学・数学 医学
4118 はじめての老化学・病理学　：　人間科学のためのライフサイエンス入門 千葉卓哉 コロナ社 201604 9784339078114 自然科学・数学 医学
4119 認知脳科学 嶋田総太郎 コロナ社 201703 9784339078121 自然科学・数学 医学
4120 ソシオパスの告白 Ｍ・Ｅ・トーマス　：　高橋祥友【訳】 金剛出版 201702 4772415386 自然科学・数学 医学
4121 マインドフルネス実践講義　：　マインドフルネス段階的トラウマセラピー（ＭＢ－ＰＯＴＴ） 大谷彰 金剛出版 201705 4772415556 自然科学・数学 医学
4122 CAMS 自殺の危険のマネジメント デイヴィッド・A・ジョブズ【著】 金剛出版 201809 9784772416405 自然科学・数学 医学
4123 精神分析と乳幼児精神保健のフロンティア ロバート・エムディ【著】 金剛出版 201810 9784772416559 自然科学・数学 医学
4124 New あなたの苦しみを誰も知らない クラウディア・ブラック【著】 金剛出版 202103 9784772418140 自然科学・数学 医学
4125 新訂版　クイックマスター薬理学　第3版 鈴木正彦【編著】 サイオ出版 202001 9784907176853 自然科学・数学 医学
4126 隔離の記憶　増補新版 高木智子 彩流社 201705 9784779123276 自然科学・数学 医学
4127 放射線の遺伝影響 安田徳一 裳華房 200911 9784785387877 自然科学・数学 医学
4128 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 201409 9784785358594 自然科学・数学 医学
4129 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 裳華房 201702 4785335122 自然科学・数学 医学
4130 摂食障害の語り　：　「回復」の臨床社会学 中村英代 新曜社 201110 4788512513 自然科学・数学 医学
4131 不妊治療者の人生選択　：　ライフストーリーを捉えるナラティヴ・アプローチ 安田裕子 新曜社 201209 4788513048 自然科学・数学 医学
4132 ステロイドと「患者の知」　：　アトピー性皮膚炎のエスノグラフィー 牛山美穂 新曜社 201505 4788514257 自然科学・数学 医学
4133 ハンセン病療養所を生きる　：　隔離壁を砦に 有薗真代 世界思想社 201705 9784790716990 自然科学・数学 医学
4134 臨床家のための対人関係療法入門ガイド 水島広子 創元社 200908 4422114247 自然科学・数学 医学
4135 対人関係療法でなおすうつ病 水島広子 創元社 200910 9784422114613 自然科学・数学 医学
4136 対人関係療法でなおす社交不安障害 水島広子 創元社 201003 9784422114620 自然科学・数学 医学
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4137 思考活動の障害とロールシャッハ法 ジェームズ・Ｈ．クレーガー【著】 創元社 201007 9784422114460 自然科学・数学 医学
4138 対人関係療法でなおすトラウマ・PTSD 水島広子 創元社 201102 9784422114651 自然科学・数学 医学
4139 緩和ケアという物語　：　正しい説明という暴力 岸本寛史 創元社 201507 9784422115931 自然科学・数学 医学
4140 トラウマの現実に向き合う 水島広子 創元社 201512 9784422000589 自然科学・数学 医学
4141 働く女性のストレスとメンタルヘルスケア 丸山総一郎【編】 創元社 201703 4422116282 自然科学・数学 医学
4142 ひと目でわかる　体のしくみとはたらき図鑑 大橋順 創元社 201707 9784422410951 自然科学・数学 医学
4143 「心は遺伝する」とどうして言えるのか　：　ふたご研究のロジックとその先へ 安藤寿康 創元社 201709 4422430262 自然科学・数学 医学
4144 太陽が破裂するとき　：　統合失調症の謎 クリストファ－・ボラス　：　館直彦【監訳】　：　坂井俊之 創元社 201711 4422116398 自然科学・数学 医学
4145 ひと目でわかる　食べ物のしくみとはたらき図鑑 北村真理 創元社 201901 9784422740331 自然科学・数学 医学
4146 内なる治癒力 スティーヴン・ロック 創元社 201910 9784422117263 自然科学・数学 医学
4147 PTSDのための対人関係療法 ジョン．Ｃ．マーコウィッツ【著】 創元社 201911 9784422117270 自然科学・数学 医学
4148 デジタルヘルスケア 武藤正樹【監修】 創元社 202002 9784422400464 自然科学・数学 医学
4149 死後も生きる〈意識〉 ピーター・フェンウィック 創元社 202006 9784422410975 自然科学・数学 医学
4150 ヒトの足 水野祥太郎 創元社 202010 9784422430324 自然科学・数学 医学
4151 小児の予防接種ハンドブック 渡辺博【編】 総合医学社 201603 4883786374 自然科学・数学 医学
4152 生命科学が解き明かす体の秘密 塩見尚史　：　塩見晃史 大学教育出版 201706 4864294550 自然科学・数学 医学
4153 乳幼児の健康　第３版 前橋明　【編著】 大学教育出版 201803 4864294984 自然科学・数学 医学
4154 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 201805 4864295190 自然科学・数学 医学
4155 小さく生まれた赤ちゃん 大城昌平 大学教育出版 201910 9784866920269 自然科学・数学 医学
4156 ケアリング・ジレンマを超えて モラル・エコロジー研究会【編】 大学教育出版 202003 9784866920740 自然科学・数学 医学
4157 病院管理会計の効果検証 荒井耕 中央経済社 201909 9784502318016 自然科学・数学 医学
4158 運動・遊び・音楽 一般社団法人日本赤ちゃん学協会【編集】 中央法規出版 201706 9784805854198 自然科学・数学 医学
4159 被災地の子どものこころケア 松浦直己【編著】 中央法規出版 201811 9784805857793 自然科学・数学 医学
4160 子どもの食と栄養 児童育成協会【監修】 中央法規出版 201902 9784805857922 自然科学・数学 医学
4161 逝く人を支える 玉置妙憂 中央法規出版 202006 9784805881620 自然科学・数学 医学
4162 生理学　3版 黒澤美枝子 中外医学社 201202 9784498076563 自然科学・数学 医学
4163 人間発達学　改訂5版 福田恵美子【編】 中外医学社 201903 9784498076921 自然科学・数学 医学
4164 ADHDクロストーク 齊藤万比古 中外医学社 202007 9784498229181 自然科学・数学 医学
4165 虫から死亡推定時刻はわかるのか？　：　法昆虫学の話 三枝聖 築地書館 201807 4806715638 自然科学・数学 医学
4166 イラストで学ぶ看護人間工学 小川鉱一 東京電機大学出版局 200803 9784501416409 自然科学・数学 医学
4167 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 201611 9784501554606 自然科学・数学 医学
4168 くすりと薬理 海本浩一【編著】　：　岩谷博次【著】 東京電機大学出版局 201709 9784501332402 自然科学・数学 医学
4169 LIFESPAN（ライフスパン） デビッド・Ａ・シンクレア 東洋経済新報社 202009 9784492046746 自然科学・数学 医学
4170 発達障害とその周辺の問題 齊藤万比古【総編集・責任編集】　：　宮本信也　：　田中康雄【責任編集】 中山書店 200811 4521730728 自然科学・数学 医学
4171 子ども虐待と関連する精神障害 齊藤万比古【総編集・責任編集】　：　本間博彰　：　小野善郎【責任編集】 中山書店 200811 4521730647 自然科学・数学 医学
4172 子どもの精神病性障害　：　統合失調症と双極性障害を中心に 斉藤万比古【総編集・責任編集】　：　松本英夫　：　飯田順三【責任編集】 中山書店 200903 4521730949 自然科学・数学 医学
4173 子どもの心の診療入門 齊藤万比古【総編集・責任編集】 中山書店 200909 4521731473 自然科学・数学 医学
4174 子どもの攻撃性と破壊的行動障害 斉藤万比古【総編集・責任編集】　：　本間博彰　：　小野善郎【責任編集】 中山書店 200910 4521731511 自然科学・数学 医学
4175 子どもの身体表現性障害と摂食障害 齊藤万比古【総編集・責任編集】　：　宮本信也　：　生田憲正【責任編集】 中山書店 201006 4521731481 自然科学・数学 医学
4176 子どもの不安障害と抑うつ 齊藤万比古【総編集・責任編集】　：　松本英夫　：　傳田健三【責任編集】 中山書店 201009 452173149X 自然科学・数学 医学
4177 最新インスリン療法 綿田裕孝【専門編集】 中山書店 201106 4521733751 自然科学・数学 医学
4178 糖尿病合併症　：　鑑別ポイントとベスト管理法 西川　武志【専門編集】 中山書店 201106 452173376X 自然科学・数学 医学
4179 スマートな糖尿病診断と治療の進め方 荒木栄一【編集主幹】　：　谷澤　幸生【専門編集】 中山書店 201108 4521733778 自然科学・数学 医学
4180 子どもの人格発達の障害 齊藤万比古【総編集・責任編集】　：　笠原麻里【責任編集】 中山書店 201109 4521731503 自然科学・数学 医学
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4181 糖尿病治療薬の最前線 荒木栄一【編集主幹】　：　稲垣　暢也【専門編集】 中山書店 201112 4521733786 自然科学・数学 医学
4182 糖尿病予防と治療のエビデンス 荒木栄一【編集主幹】　：　植木　浩二郎【専門編集】 中山書店 201205 4521733808 自然科学・数学 医学
4183 てんかんテキスト　：　ｎｅｗ　ｖｅｒｓｉｏｎ 辻省次　【総編集】　：　宇川義一　【専門編集】 中山書店 201205 4521734405 自然科学・数学 医学
4184 小児・思春期糖尿病の対応マニュアル 荒木栄一【編集主幹】　：　池上　博司【専門編集】 中山書店 201208 4521733816 自然科学・数学 医学
4185 子どものけいれん・てんかん　：　見つけ方・見分け方から治療戦略へ 奥村彰久　：　浜野晋一郎【編集】 中山書店 201304 452173698X 自然科学・数学 医学
4186 小児科医の役割と実践　：　ジェネラリストのプロになる 田原卓浩【総編集／専門編集】 中山書店 201308 4521736815 自然科学・数学 医学
4187 糖尿病患者の食事と運動　：　考え方と進め方 荒木栄一【編集主幹】　：　山田　祐一郎【専門編集】 中山書店 201403 4521733840 自然科学・数学 医学
4188 子どもの心の処方箋ガイド　：　診察の仕方／診断評価／治療支援 斉藤万比古【総編集】 中山書店 201404 452173152X 自然科学・数学 医学
4189 小児科コミュニケーションスキル　：　子どもと家族の心をつかむ対話術 田原卓浩【総編集】　：　秋山千枝子【専門編集】 中山書店 201404 4521736831 自然科学・数学 医学
4190 ガイダンス子ども療養支援　：　医療を受ける子どもの権利を守る 田中恭子【編集】 中山書店 201406 4521739628 自然科学・数学 医学
4191 連携する小児医療　：　ネットワークケアを展開する 田原卓浩【総編集】　：　川上一恵【専門編集】 中山書店 201409 452173684X 自然科学・数学 医学
4192 移行期医療　：　子どもから成人への架け橋を支える 田原卓浩【総編集】　：　石谷暢男【専門編集】 中山書店 201507 4521736866 自然科学・数学 医学
4193 専門医がやさしく語る　はじめての精神医学　改訂第2版 渡辺雅幸 中山書店 201508 9784521742571 自然科学・数学 医学
4194 栄養教育論 永井成美 中山書店 202003 9784521742922 自然科学・数学 医学
4195 神経疾患の緩和ケア 荻野美恵子 南山堂 201908 9784525242015 自然科学・数学 医学
4196 禁煙学 日本禁煙学会【編】 南山堂 201911 9784525201746 自然科学・数学 医学
4197 わかってほしい！子ども・思春期の頭痛 藤田光江 南山堂 201911 9784525282912 自然科学・数学 医学
4198 おとなのワクチン 中山久仁子【編】 南山堂 201912 9784525188115 自然科学・数学 医学
4199 新型インフルエンザパンデミックに日本はいかに立ち向かってきたか 岡部信彦 南山堂 202004 9784525185510 自然科学・数学 医学
4200 小児の薬の選び方・使い方 横田俊平 南山堂 202004 9784525284459 自然科学・数学 医学
4201 子供の便秘はこう診る！ 十河剛 南山堂 202004 9784525284015 自然科学・数学 医学
4202 そのまま使える！シーン別 食物アレルギーの栄養食事指導 海老澤元宏【監修】 南山堂 202008 9784525633912 自然科学・数学 医学
4203 図解PubMedの使い方　第7版 岩下愛 日本医学図書館協会 201611 9784931222229 自然科学・数学 医学
4204 はじめてのてんかん・けいれん診療　：　上手な説明・コンサルテーションの仕方 小出泰道　【編著】 日本医事新報社 201703 4784945660 自然科学・数学 医学
4205 精神医学ハンドブック　第７版　：　医学・保健・福祉の基礎知識 山下格 日本評論社 201010 453598333X 自然科学・数学 医学
4206 承認をめぐる病 斎藤環 日本評論社 201312 4535984018 自然科学・数学 医学
4207 子どものメンタルヘルス事典 清水将之 日本評論社 201404 4535806527 自然科学・数学 医学
4208 アタッチメントの精神医学 山下洋 日本評論社 201906 9784535984721 自然科学・数学 医学
4209 医療マーケティング　第3版 真野俊樹 日本評論社 201907 9784535984769 自然科学・数学 医学
4210 New 「助けて」が言えない 松本俊彦【編】 日本評論社 201907 9784535563797 自然科学・数学 医学
4211 発達性トラウマ障害のすべて 杉山登志郎【編】 日本評論社 201909 9784535904538 自然科学・数学 医学
4212 新医療経済学 井伊雅子 日本評論社 201910 9784535559233 自然科学・数学 医学
4213 臨床精神病理学 古茶大樹 日本評論社 201910 9784535984738 自然科学・数学 医学
4214 脳と心の考古学 糸川昌成 日本評論社 202002 9784535984868 自然科学・数学 医学
4215 New アディクション・スタディーズ 松本俊彦【編】 日本評論社 202007 9784535984905 自然科学・数学 医学
4216 New 摂食障害のすべて 髙木洲一郎【編】 日本評論社 202011 9784535985001 自然科学・数学 医学
4217 精神医学 第5版 大月三郎 文光堂 200309 9784830636196 自然科学・数学 医学
4218 高齢者のその人らしさを捉える作業療法 籔脇健司【編】 文光堂 201503 9784830645198 自然科学・数学 医学
4219 スポーツ整形外科学 松本秀男 文光堂 202005 9784830627422 自然科学・数学 医学
4220 運動制御と臨床応用 浅賀忠義 文光堂 202006 9784830645846 自然科学・数学 医学
4221 ぼくが医者をやめた理由 永井明 平凡社 199306 4582760139 自然科学・数学 医学
4222 ぼくが医者をやめた理由　つづき 永井明 平凡社 199411 4582760759 自然科学・数学 医学
4223 エイズ・デイズ　：　危機と闘う人びと 宮田一雄 平凡社 200005 4582850472 自然科学・数学 医学
4224 人格障害の時代 岡田尊司 平凡社 200406 4582852297 自然科学・数学 医学
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4225 世界は食の安全を守れるか　：　食品パニックと危機管理 村上直久 平凡社 200408 4582852378 自然科学・数学 医学
4226 ベジタリアンの医学 蒲原聖可 平凡社 200502 4582852629 自然科学・数学 医学
4227 老いない体をつくる　：　人生後半を楽しむための簡単エクササイズ 湯浅景元 平凡社 200506 4582852785 自然科学・数学 医学
4228 腎臓放浪記　：　臓器移植者からみた「いのち」のかたち 澤井繁男 平凡社 200511 4582853005 自然科学・数学 医学
4229 差別とハンセン病　：　「柊の垣根」は今も 畑谷史代 平凡社 200601 4582853072 自然科学・数学 医学
4230 歯医者が怖い。　：　歯の痛みは心の痛み？ 大塚ひかり 平凡社 200611 458285351X 自然科学・数学 医学
4231 大腸の健康法　：　病気にならない「リラックス腸」をつくる 松生恒夫 平凡社 200704 4582853706 自然科学・数学 医学
4232 大日本「健康」帝国　：　あなたの身体は誰のものか 葛岡智恭　：　林信吾 平凡社 200908 4582854818 自然科学・数学 医学
4233 家族を看取る　：　心がそばにあればいい 國森康弘 平凡社 200912 4582854990 自然科学・数学 医学
4234 ペニシリンはクシャミが生んだ大発見　：　医学おもしろ物語２５話 百島祐貴 平凡社 201002 4582855083 自然科学・数学 医学
4235 生殖医療と家族のかたち　：　先進国スウェーデンの実践 石原理 平凡社 201006 4582855318 自然科学・数学 医学
4236 声の呼吸法 米山文明 平凡社 201103 9784582767308 自然科学・数学 医学
4237 先端医療と向き合う 橳島次郎 平凡社 202006 9784582859454 自然科学・数学 医学
4238 よくわかる自閉症 小林隆児 法研 200802 9784879547002 自然科学・数学 医学
4239 徹底研究「治験」と「臨床」 公益財団法人医療科学研究所【監修】 法研 201810 9784865135510 自然科学・数学 医学
4240 地域医療の未来 公益財団法人医療科学研究所 法研 202002 9784865137293 自然科学・数学 医学
4241 やさしくなりたいあなたへ贈る　慈悲とマインドフルネス瞑想 有光興記 法研 202003 9784865136630 自然科学・数学 医学
4242 運動・からだ図解 痛み・鎮痛のしくみ 橋口さおり【監修】 マイナビ出版 201707 9784839963163 自然科学・数学 医学
4243 恥ずかしがらずに便の話をしよう 佐藤満春【著】 マイナビ出版 201710 9784839964825 自然科学・数学 医学
4244 運動・からだ図解 免疫学の基本 松本健治【監修】 マイナビ出版 201812 9784839965532 自然科学・数学 医学
4245 運動・からだ図解 生理学の基本　新版 中島雅美【監修】 マイナビ出版 202001 9784839972196 自然科学・数学 医学
4246 顧みられない熱帯病と国際協力 新山智基 学文社 201409 9784762024733 自然科学・数学 医学
4247 死すべき定め　：　死にゆく人に何ができるか アトゥール・ガワンデ　：　原井宏明 みすず書房 201606 4622079828 自然科学・数学 医学
4248 免疫の科学論 フィリップ・クリルスキー【著】 みすず書房 201806 9784622086932 自然科学・数学 医学
4249 鼓動が止まるとき Stephen Westaby【著】 みすず書房 201812 9784622087540 自然科学・数学 医学
4250 生涯人間発達学　改訂第2版増補版 上田礼子 三輪書店 201203 9784895903998 自然科学・数学 医学
4251 イメージの科学 森岡周 三輪書店 201205 9784895904094 自然科学・数学 医学
4252 人間関係が楽になる医療・福祉現場のコミュニケーション 小薗真知子 三輪書店 201512 9784895905350 自然科学・数学 医学
4253 ひとと集団・場　新版 山根寛 三輪書店 201801 9784895906159 自然科学・数学 医学
4254 再生医療とリハビリテーション 再生医療とリハビリテーション研究会【編】 三輪書店 201803 9784895906289 自然科学・数学 医学
4255 力学で読み解くからだの動き 関屋昇【編著】 三輪書店 201905 9784895906586 自然科学・数学 医学
4256 はじめよう！おうちでできる 子どものリハビリテーション＆やさしいケア 田村正徳 三輪書店 201909 9784895906678 自然科学・数学 医学
4257 発達障害の作業療法　基礎編　第3版 岩﨑清隆 三輪書店 201911 9784895906708 自然科学・数学 医学
4258 発達障害の作業療法　実践編　第3版 岩﨑清隆 三輪書店 201911 9784895906715 自然科学・数学 医学
4259 はじめての在宅小児リハビリテーション 齋藤大地 三輪書店 202005 9784895906821 自然科学・数学 医学
4260 医事法入門　第5版 手嶋豊 有斐閣 201809 9784641221130 自然科学・数学 医学
4261 次世代医療基盤法の逐条解説 宇賀克也 有斐閣 201904 9784641227668 自然科学・数学 医学
4262 ストレスマネジメント 上里一郎【監修】 ゆまに書房 200509 9784843318133 自然科学・数学 医学
4263 撃ち落とされたエイズの巨星 Seema Yasmin【著】 羊土社 201901 9784758112109 自然科学・数学 医学
4264 美食のサピエンス史 ジョン・アレン【著】 羊土社 202001 9784758112147 自然科学・数学 医学
4265 忙しい人のための代謝学 田中文彦 羊土社 202004 9784758118729 自然科学・数学 医学
4266 子どもの食と栄養　第2版 太田百合子 羊土社 202009 9784758109116 自然科学・数学 医学
4267 脳神経科学がわかる、好きになる 櫻井武 羊土社 202009 9784758120982 自然科学・数学 医学
4268 BIRTH　いのちの始まりを考える講義 スコット・ギルバート 羊土社 202011 9784758112154 自然科学・数学 医学
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4269 ワクチン・レース メレディス・ワッドマン【著】 羊土社 202011 9784758112130 自然科学・数学 医学
4270 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 201701 4642038639 自然科学・数学 医学
4271 おとなの軽度発達障害 横山富士男 ライフサイエンス出版 201901 9784897753768 自然科学・数学 医学
4272 精神病者と私宅監置 橋本明 六花出版 201112 9784905421085 自然科学・数学 医学
4273 エネルギー変換工学 小山純　：　樋口剛【著】 朝倉書店 200801 9784254229073 技術・工学 技術・工学
4274 システム解析 黒田千秋【編】 朝倉書店 201403 9784254256048 技術・工学 技術・工学
4275 システムの信頼性と安全性 田中健次 朝倉書店 201408 9784254275698 技術・工学 技術・工学
4276 破壊力学 中井善一　：　久保司郎 朝倉書店 201409 9784254237931 技術・工学 技術・工学
4277 熱力学 松村幸彦　：　遠藤琢磨【編著】 朝倉書店 201509 9784254237948 技術・工学 技術・工学
4278 エネルギー・リスクマネジメントの数理モデル 田中誠　：　〓嶋隆太　：　鳥海重喜 朝倉書店 201811 9784254275728 技術・工学 技術・工学
4279 信頼性の数理モデル 兼清泰明 朝倉書店 201902 9784254275735 技術・工学 技術・工学
4280 一般デザイン学 吉川弘之 岩波書店 202002 9784000050623 技術・工学 技術・工学
4281 エクセルギーデザイン学の理解と応用　：　続熱管理士教本 久角喜徳【監修】　：　中西重康【監修】　：　毛笠明志【監修】 大阪大学出版会 201212 9784872594140 技術・工学 技術・工学
4282 センサ・マイクロマシン工学 藤田博之【編著】 オーム社 200510 9784274201349 技術・工学 技術・工学
4283 技術者倫理とリスクマネジメント 中村昌允 オーム社 201202 9784274068720 技術・工学 技術・工学
4284 科学技術の失敗から学ぶということ 寿楽浩太 オーム社 202006 9784274225666 技術・工学 技術・工学
4285 Pythonで学ぶ 流体力学の数値計算法 藤井孝藏 オーム社 202010 9784274224706 技術・工学 技術・工学
4286 有限要素法解析ソフト Ansys工学解析入門　第3版 吉本成香 オーム社 202010 9784274226090 技術・工学 技術・工学
4287 図説　わかる土木構造力学 玉田和也【編著】 学芸出版社 202001 9784761532512 技術・工学 技術・工学
4288 理工系のための実践・特許法　第３版 古谷栄男 共立出版 201606 9784320096448 技術・工学 技術・工学
4289 日本語－英語バイリンガル・ブック　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 201303 9784764904385 技術・工学 技術・工学
4290 Ｍメソッド　：　多空間のデザイン思考 デザイン塾【監修】　：　松岡由幸【編著】 近代科学社 201307 9784764904446 技術・工学 技術・工学
4291 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 河村　敏彦 近代科学社 201501 9784764904743 技術・工学 技術・工学
4292 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 201602 9784764905023 技術・工学 技術・工学
4293 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 201808 9784764905733 技術・工学 技術・工学
4294 人間中心設計における評価 黒須正明　：　松原幸行　：　八木大彦 近代科学社 201904 9784764905887 技術・工学 技術・工学
4295 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 高梨千賀子　：　福本勲　：　中島震【編著】 近代科学社 201904 9784764905894 技術・工学 技術・工学
4296 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 山田誠二　：　小野哲雄 近代科学社 201908 9784764905955 技術・工学 技術・工学
4297 高齢者のためのユーザインタフェースデザイン Jeff Johnson 近代科学社 201911 9784764905566 技術・工学 技術・工学
4298 UX原論 黒須正明 近代科学社 202004 9784764906112 技術・工学 技術・工学
4299 ナノ計測 重川秀実【編著】 近代科学社 202008 9784764950290 技術・工学 技術・工学
4300 国際知的財産法概説 竹内誠也 近代科学社Digital 202004 9784764960091 技術・工学 技術・工学
4301 エネルギー・ガバナンスの行政学 大山耕輔 慶應義塾大学出版会 200207 9784766409284 技術・工学 技術・工学
4302 セル生産方式の編成原理 坂爪裕 慶應義塾大学出版会 201204 9784766419092 技術・工学 技術・工学
4303 スーパーバイオマス　：　植物に学ぶ、植物を活かす 福田裕穂　：　稲田のりこ 慶應義塾大学出版会 201602 9784766423037 技術・工学 技術・工学
4304 現代中国産業発展の研究　：　製造業実態調査から得た発展論理 渡辺幸男 慶應義塾大学出版会 201603 4766423178 技術・工学 技術・工学
4305 東アジア生産ネットワークと経済統合 木村福成　：　大久保敏弘　：　安藤光代 慶應義塾大学出版会 201605 9784766423334 技術・工学 技術・工学
4306 システムデザイン・マネジメントとは何か 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科【編】 慶應義塾大学出版会 201611 9784766423785 技術・工学 技術・工学
4307 工学部生のための研究の進めかた　：　“使いやすさ”の追究と倫理的配慮 西山敏樹 慶應義塾大学出版会 201803 9784766425031 技術・工学 技術・工学
4308 デザイン科学概論　：　多空間デザインモデルの理論と実践 松岡由幸　：　加藤健郎　：　佐藤弘喜 慶應義塾大学出版会 201803 9784766425024 技術・工学 技術・工学
4309 再生可能エネルギーと国土利用　：　事業者・自治体・土地所有者間の法制度と運用 高橋寿一 勁草書房 201607 4326403225 技術・工学 技術・工学
4310 質的イノベーション時代の思考力　：　科学技術と社会をつなぐデザインとは 田浦俊春 勁草書房 201802 9784326550807 技術・工学 技術・工学
4311 発展する台湾企業　：　日経・アジア３００指数構成企業の成長過程 朝元照雄 勁草書房 201808 9784326504480 技術・工学 技術・工学
4312 激動する日本の「モノづくり」 井上弘基　：　男澤一郎　：　森脇亜人他 勁草書房 201812 9784326598724 技術・工学 技術・工学
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4313 演習問題で学ぶ釣合いの力学 野田尚昭　：　堀田源治 コロナ社 201107 9784339046168 技術・工学 技術・工学
4314 基礎から学ぶ工業熱力学 佐野正利　：　杉山均　：　永橋優純 コロナ社 201109 9784339046175 技術・工学 技術・工学
4315 見える伝熱工学 小川邦康 コロナ社 201110 9784339046182 技術・工学 技術・工学
4316 一般逆行列と構造工学への応用 川口健一 コロナ社 201110 9784339057010 技術・工学 技術・工学
4317 音響工学基礎論 飯田一博 コロナ社 201203 9784339008302 技術・工学 技術・工学
4318 エネルギーシステムの社会リスク 内山洋司　：　羽田野祐子　：　岡島敬一 コロナ社 201205 9784339079272 技術・工学 技術・工学
4319 振動工学　改訂　 安田仁彦 コロナ社 201205 9784339046243 技術・工学 技術・工学
4320 機械屋のための分析装置ガイドブック 日本塑性加工学会【編】 コロナ社 201208 9784339046267 技術・工学 技術・工学
4321 応用センサ工学 川村貞夫【編著】　：　下ノ村和弘ほか コロナ社 201209 9784339045161 技術・工学 技術・工学
4322 ベクトル解析からはじめる固体力学入門 岡部朋永 コロナ社 201303 9784339046304 技術・工学 技術・工学
4323 エネルギー変換論入門 小沢守　：　竹中信幸ほか コロナ社 201305 9784339046236 技術・工学 技術・工学
4324 材料力学　改訂版 中島正貴 コロナ社 201404 9784339044829 技術・工学 技術・工学
4325 テンソル解析からはじめる応用固体力学 岡部朋永 コロナ社 201506 9784339046410 技術・工学 技術・工学
4326 小さなものをつくるためのナノ／サブミクロン評価法　：　μｍからｎｍ寸法のものをつくるための材料，物性，形状，機能の評価法 肥後矢吉　編著 コロナ社 201507 9784339046434 技術・工学 技術・工学
4327 例題で学ぶ　構造力学１　：　静定編　．　１（静定編） 青木徹彦 コロナ社 201512 9784339052473 技術・工学 技術・工学
4328 例題で学ぶ　構造力学２　：　不静定編　．　２（不静定編） 青木徹彦 コロナ社 201512 9784339052480 技術・工学 技術・工学
4329 高校数学でマスターする　計測工学　：　基礎から応用まで 小坂学　：　岡田志麻【共著】 コロナ社 201603 9784339046465 技術・工学 技術・工学
4330 工業力学　改訂版 吉村靖夫 コロナ社 201604 9784339044836 技術・工学 技術・工学
4331 工業力学の基礎 福田勝己　：　鈴木健司 コロナ社 201612 9784339046489 技術・工学 技術・工学
4332 音のチカラ 岩宮眞一郎 コロナ社 201801 9784339009064 技術・工学 技術・工学
4333 エネルギー環境経済システム 藤井康正 コロナ社 201806 9784339066463 技術・工学 技術・工学
4334 感性情報学 坂本真樹 コロナ社 201807 9784339028867 技術・工学 技術・工学
4335 理工系の技術文書作成ガイド 白井宏 コロナ社 201901 9784339078206 技術・工学 技術・工学
4336 ヒューマンインタフェース 志堂寺和則 コロナ社 201909 9784339028973 技術・工学 技術・工学
4337 工学系卒論の書き方 別府俊幸 コロナ社 202003 9784339078220 技術・工学 技術・工学
4338 基礎力学演習材料力学 宮本博　：　国尾武 実教出版 197503 9784407021387 技術・工学 技術・工学
4339 大学基礎　材料力学 三好俊郎　：　白鳥正樹　：　尾田十八 実教出版 197509 9784407021486 技術・工学 技術・工学
4340 入門工業計測 谷口修 実教出版 197601 9784407021554 技術・工学 技術・工学
4341 数値破壊力学 白鳥正樹　：　三好俊郎　：　松下久雄 実教出版 198009 9784407022148 技術・工学 技術・工学
4342 応用数学演習　新版 岡本和夫 実教出版 201403 9784407321784 技術・工学 技術・工学
4343 土木構造力学概論 岡二三生　：　白土博通　：　細田尚【監修】 実教出版 201609 9784407339284 技術・工学 技術・工学
4344 工業力学 ＰＥＬ編集委員会【監修】　：　本江哲行　：　久池井茂【編著】 実教出版 201610 9784407337891 技術・工学 技術・工学
4345 技術者倫理 秋山仁 実教出版株式会社 201811 9784407346220 技術・工学 技術・工学
4346 工学　基礎熱力学　（ＳＩ単位による全訂版） 谷下市松 裳華房 198204 9784785360085 技術・工学 技術・工学
4347 伝熱工学 谷下市松 裳華房 198604 9784785360108 技術・工学 技術・工学
4348 ひと目でわかる　テクノロジーのしくみとはたらき図鑑 村上雅人 創元社 202009 9784422400488 技術・工学 技術・工学
4349 「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 201508 9784805110676 技術・工学 技術・工学
4350 設備投資と金融市場　：　情報の非対称性と不確実性 鈴木和志 東京大学出版会 200102 4130401777 技術・工学 技術・工学
4351 ワイヤレスセンサシステム 佐藤光【監修・著】 東京電機大学出版局 201210 9784501329006 技術・工学 技術・工学
4352 特許を取ろう！　：　技術者・研究者へ贈るコツとテクニック 宮保憲治　：　岡田賢治 東京電機大学出版局 201709 9784501630805 技術・工学 技術・工学
4353 B2Bのサービス化戦略 クリスチャン・コワルコウスキー 東洋経済新報社 202008 9784492762530 技術・工学 技術・工学
4354 アメリカの工業化と経営理念 渡辺喜七 日本経済評論社 200010 9784818812758 技術・工学 技術・工学
4355 地方製造業の展開：高崎ものづくり再発見　：　高崎ものづくり再発見 高崎経済大学地域科学研究所 日本経済評論社 201704 4818824682 技術・工学 技術・工学
4356 海洋堂創世記 樫原辰郎 白水社 201402 4560083479 技術・工学 技術・工学
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4357 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 榊原清則　：　辻本将晴　：　松本陽一 白桃書房 201103 9784561265535 技術・工学 技術・工学
4358 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　：　原頼利　：　竹村正明 白桃書房 201110 9784561265771 技術・工学 技術・工学
4359 ファジーフロントエンド活動による技術革新創成　：　１００社の事例を実証データで検証 櫻井敬三 文眞堂 201701 9784830949197 技術・工学 技術・工学
4360 アジア地域のモノづくり経営 野村重信 学文社 200909 9784762019913 技術・工学 技術・工学
4361 環境新時代と循環型社会 浅野宗克 学文社 200909 9784762019920 技術・工学 技術・工学
4362 工業経営における人・組織と技術 羽石寛寿 学文社 201012 9784762021183 技術・工学 技術・工学
4363 テクニウム　：　テクノロジーはどこへ向かうのか？ ケヴィン・ケリー【著】　：　服部桂【訳】 みすず書房 201406 9784622077534 技術・工学 技術・工学
4364 構造力学　第２版　．　上（静定編） 崎元達郎 森北出版 201211 9784627425125 技術・工学 技術・工学
4365 構造力学　第２版　．　下（不静定編） 崎元達郎 森北出版 201211 9784627425224 技術・工学 技術・工学
4366 基本を学ぶ構造力学　：　静定から不静定の初歩まで 崎元達郎 森北出版 201211 9784627466517 技術・工学 技術・工学
4367 構造力学を学ぶ　．　基礎からエネルギー法まで 米田昌弘 森北出版 201408 9784627466715 技術・工学 技術・工学
4368 振動工学　新装版　：　振動の基礎から実用解析入門まで 藤田勝久 森北出版 201612 9784627665422 技術・工学 技術・工学
4369 工学系のための応用数学 松井信行　【監修】　：　市村正也　：　森田良文　【著】 森北出版 201809 9784627082014 技術・工学 技術・工学
4370 伝熱工学　新装第２版 一色尚次　：　北山直方 森北出版 201810 9784627610743 技術・工学 技術・工学
4371 基礎から学ぶ弾性力学 荒井正行 森北出版 201905 9784627650510 技術・工学 技術・工学
4372 基礎応用　第三角法図学　第３版 岩井實　：　石川義雄　：　喜山〓志明 森北出版 201906 9784627080430 技術・工学 技術・工学
4373 計測工学入門　第3版・補訂版 中村邦雄【編著】 森北出版 202002 9784627662940 技術・工学 技術・工学
4374 知的財産訴訟の現在 中村合同特許法律事務所【編】 有斐閣 201410 9784641144712 技術・工学 技術・工学
4375 計画の創発 島本実 有斐閣 201411 9784641164406 技術・工学 技術・工学
4376 再生可能エネルギーの社会化 丸山康司 有斐閣 201412 9784641174023 技術・工学 技術・工学
4377 知的財産関係条約 茶園成樹【編】 有斐閣 201509 9784641144835 技術・工学 技術・工学
4378 入門　知的財産法〔第2版〕 平嶋竜太 有斐閣 202003 9784641243354 技術・工学 技術・工学
4379 特許法・著作権法〔第2版〕 小泉直樹 有斐閣 202004 9784641243378 技術・工学 技術・工学
4380 標準 特許法　第7版 高林龍 有斐閣 202012 9784641243453 技術・工学 技術・工学
4381 騒音制御工学ハンドブック　［資料編］ 日本騒音制御工学会【編】 技報堂出版 200104 9784765520096 技術・工学 技術・工学
4382 エネルギーのはなし 稲場秀明 技報堂出版 201604 9784765544795 技術・工学 技術・工学
4383 全国データ　SDGsと日本 「人間の安全保障」フォーラム【編】 明石書店 201911 9784750349152 技術・工学 技術・工学
4384 ローマクラブ『成長の限界』から半世紀　Come On!　目を覚まそう！ エルンスト・フォン・ワイツゼッカー 明石書店 201912 9784750349329 技術・工学 技術・工学
4385 環境学　：　２１世紀の教養 京都大学で環境学を考える研究者たち【編】 朝倉書店 201404 9784254180480 技術・工学 技術・工学
4386 人間環境学の創る世界 東京大学大学院環境学研究系【編】 朝倉書店 201503 9784254185362 技術・工学 技術・工学
4387 改訂新版　橋梁工学 林川俊郎 朝倉書店 201703 9784254261684 技術・工学 技術・工学
4388 環境 諸富徹 岩波書店 200310 9784000270038 技術・工学 技術・工学
4389 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 201805 4272330926 技術・工学 技術・工学
4390 循環型社会入門 片谷教孝 オーム社 200105 9784274024504 技術・工学 技術・工学
4391 土質力学　改訂2版 安田進 オーム社 201409 9784274216435 技術・工学 技術・工学
4392 図説　わかる環境工学 渡辺信久 学芸出版社 200811 9784761524449 技術・工学 技術・工学
4393 銀座を歩く　：　江戸とモダンの歴史体験 岡本哲志 学芸出版社 200903 9784761512538 技術・工学 技術・工学
4394 図説　わかる土木計画 新田保次【監修】 学芸出版社 201312 9784761532086 技術・工学 技術・工学
4395 図説　わかる測量 猪木幹雄 学芸出版社 201412 9784761525835 技術・工学 技術・工学
4396 改訂版　図説　わかる材料 宮川豊章【監修】 学芸出版社 201512 9784761526146 技術・工学 技術・工学
4397 図説　わかる土質力学 菊本統 学芸出版社 201512 9784761532215 技術・工学 技術・工学
4398 図説　わかる交通計画 森田哲夫 学芸出版社 202004 9784761527396 技術・工学 技術・工学
4399 気候危機と人文学 西谷地晴美【編著】 かもがわ出版 202003 9784780310863 技術・工学 技術・工学
4400 13歳からの環境問題 志葉玲 かもがわ出版 202004 9784780310825 技術・工学 技術・工学
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4401 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　：　菅　和利【監修】　：　国土文化研究所【編集】 近代科学社 201410 9784764904668 技術・工学 技術・工学
4402 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 米倉　亮三　：　島田　俊介 近代科学社 201610 9784764905214 技術・工学 技術・工学
4403 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 201807 4764905639 技術・工学 技術・工学
4404 環境コミュニケーション論 藤江俊彦 慶應義塾大学出版会 199710 9784766406757 技術・工学 技術・工学
4405 東京のグランドデザイン　：　都市経営フォーラム講演録 伊藤滋（１９３１－） 慶應義塾大学出版会 200003 9784766407839 技術・工学 技術・工学
4406 環境法の考えかた　：　「人」という視点から　．　１ 六車明 慶應義塾大学出版会 201703 4766424042 技術・工学 技術・工学
4407 環境法の考えかた　：　企業と人とのあいだから　．　２ 六車明 慶應義塾大学出版会 201703 4766424050 技術・工学 技術・工学
4408 法学・経済学・自然科学から考える環境問題 青木淳一　：　秋山豊子　：　大平哲 慶應義塾大学出版会 201708 4766424468 技術・工学 技術・工学
4409 水俣の記憶を紡ぐ　：　響き合うモノと語りの歴史人類学 下田健太郎 慶應義塾大学出版会 201710 4766424832 技術・工学 技術・工学
4410 環境倫理学入門　：　生命と環境のあいだ 高橋広次 勁草書房 201109 4326602376 技術・工学 技術・工学
4411 廃棄物処理の経済分析 笹尾俊明 勁草書房 201109 9784326503551 技術・工学 技術・工学
4412 デポジット制度の環境経済学　：　循環型社会の実現に向けて 沼田大輔 勁草書房 201410 9784326504039 技術・工学 技術・工学
4413 危機の領域　：　非ゼロリスク社会における責任と納得 齊藤誠 勁草書房 201804 9784326550814 技術・工学 技術・工学
4414 危機対応学　：　明日の災害に備えるために 東大社研　：　玄田有史　：　有田伸【編】 勁草書房 201809 9784326654161 技術・工学 技術・工学
4415 科学と社会はどのようにすれ違うのか　：　所沢ダイオキシン問題の科学社会学的分析 定松淳 勁草書房 201810 9784326603114 技術・工学 技術・工学
4416 石積は意思の積み重ね　石積作法 龍居庭園研究所【編】 建築資料研究社 200306 9784874607893 技術・工学 技術・工学
4417 ２１００年庭園曼荼羅都市　：　都市と建築の再生 渡辺豊和【著】　：　建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200409 9784874608265 技術・工学 技術・工学
4418 「場所」の復権　：　都市と建築への視座 平良敬一【編著】 建築資料研究社 200512 9784874608784 技術・工学 技術・工学
4419 鉄道技術１４０年のあゆみ 持永芳文　：　宮本昌幸【編著】 コロナ社 201208 9784339008326 技術・工学 技術・工学
4420 あたらしい測量学　：　基礎から最新技術まで 岡澤宏　：　久保寺貴彦ほか コロナ社 201404 9784339052381 技術・工学 技術・工学
4421 鋼橋の維持管理 山田健太郎ほか コロナ社 201506 9784339052442 技術・工学 技術・工学
4422 事例・演習でよくわかる水理学　：　基本をイメージして理解しよう 篠田成郎　ほか コロナ社 201510 9784339052466 技術・工学 技術・工学
4423 環境生態工学 宇野宏司　：　渡部守義【共著】 コロナ社 201603 9784339055214 技術・工学 技術・工学
4424 例題で学ぶ環境科学15講 伊藤和男 コロナ社 201712 9784339066425 技術・工学 技術・工学
4425 土木基礎力学 笠井哲郎 コロナ社 201804 9784339052558 技術・工学 技術・工学
4426 サステイナブル工学基礎 芝池成人【編著】 コロナ社 201804 9784339066456 技術・工学 技術・工学
4427 研究室では「ご安全に！」 片桐利真 コロナ社 201805 9784339078169 技術・工学 技術・工学
4428 橋梁デザインの実際 鈴木圭 コロナ社 201805 9784339052572 技術・工学 技術・工学
4429 近代測量の理論と実践 岩下圭之 コロナ社 201810 9784339052596 技術・工学 技術・工学
4430 生き物から学ぶ まちづくり 谷口守 コロナ社 201810 9784339052602 技術・工学 技術・工学
4431 建設技術者を目指す人のための防災工学 安田進 コロナ社 201901 9784339052633 技術・工学 技術・工学
4432 実践 道路アセットマネジメント入門 小林潔司【編著】 コロナ社 201904 9784339052657 技術・工学 技術・工学
4433 土質力学概論 岡二三生　：　白土博通　：　細田尚【監修】 実教出版 201609 9784407339307 技術・工学 技術・工学
4434 水理学概論 岡二三生　：　白土博通　：　細田尚【監修】 実教出版 201609 9784407339291 技術・工学 技術・工学
4435 化学環境学 御園生　誠 裳華房 200709 9784785332181 技術・工学 技術・工学
4436 現代の化学環境学　：　環境の理解と改善のために 御園生　誠 裳華房 201709 4785335130 技術・工学 技術・工学
4437 土壌汚染土地をめぐる法的義務と責任 小澤英明 新日本法規出版 201908 9784788285996 技術・工学 技術・工学
4438 苦情社会の騒音トラブル学　：　解決のための処方箋、騒音対策から煩音対応まで 橋本典久 新曜社 201205 4788512920 技術・工学 技術・工学
4439 光のまちをつくる　：　水都大阪の実践 橋爪紳也　：　光のまちづくり推進委員会【編著】 創元社 201512 4422501208 技術・工学 技術・工学
4440 ひと目でわかる　地球環境のしくみとはたらき図鑑 トニー・ジュニパー【著】 創元社 202008 9784422400471 技術・工学 技術・工学
4441 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 201906 9784866920245 技術・工学 技術・工学
4442 環境課題と地域の政策選択 井上堅太郎 大学教育出版 201911 9784866920528 技術・工学 技術・工学
4443 New 持続可能な社会のための環境論・環境政策論 白井信雄 大学教育出版 202009 9784866920900 技術・工学 技術・工学
4444 環境マネジメント・コントロール 安藤崇 中央経済社 202002 9784502331510 技術・工学 技術・工学
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4445 植物と叡智の守り人　：　ネイティブアメリカンの植物学者が語る科学・癒し・伝承 ロビン・ウォール・キマラー【著】　：　三木直子【訳】 築地書館 201807 4806715646 技術・工学 技術・工学
4446 英国貴族、領地を野生に戻す イザベラ・トゥリー【著】 築地書館 201912 9784806715931 技術・工学 技術・工学
4447 海岸と人間の歴史 オーリン・H・ピルキー 築地書館 202006 9784806716020 技術・工学 技術・工学
4448 わかりやすい上水道と給水装置　第４版　：　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 200509 9784501620905 技術・工学 技術・工学
4449 はじめての脱臭技術 川瀬義矩 東京電機大学出版局 201104 9784501626501 技術・工学 技術・工学
4450 水処理技術　：　ポイント解説 和田洋六 東京電機大学出版局 201105 9784501627003 技術・工学 技術・工学
4451 入門水処理技術 和田洋六 東京電機大学出版局 201210 9784501627805 技術・工学 技術・工学
4452 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 201208 9784492314265 技術・工学 技術・工学
4453 戦前の国土整備政策 松浦茂樹 日本経済評論社 200012 9784818813274 技術・工学 技術・工学
4454 多元的都市化と中国の発展 李強　【編著】　：　蒋芳〓　【訳】　：　橋谷弘　【解説】 日本経済評論社 201810 9784818825109 技術・工学 技術・工学
4455 現代社会は持続可能か　増訂版　：　基本からの環境経済学 古林英一 日本経済評論社 201909 9784818825314 技術・工学 技術・工学
4456 災害に強い地域づくり 福与徳文 日本経済評論社 202007 9784818825642 技術・工学 技術・工学
4457 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 201406 9784830948244 技術・工学 技術・工学
4458 アジア社会と水　：　アジアが抱える現代の水問題 後藤晃　：　秋山憲治【編著】 文眞堂 201803 9784830949876 技術・工学 技術・工学
4459 地球生活 星川淳 平凡社 199509 4582761143 技術・工学 技術・工学
4460 都市緑化新世紀　：　街づくりは「盆栽の発想」から 江刺洋司 平凡社 200001 4582850316 技術・工学 技術・工学
4461 北海道小清水「オホーツクの村」ものがたり 竹田津実 平凡社 201810 9784582527360 技術・工学 技術・工学
4462 江戸水没 渡辺浩一 平凡社 201911 9784582364613 技術・工学 技術・工学
4463 地下鉄の駅はものすごい 渡部史絵 平凡社 202005 9784582859423 技術・工学 技術・工学
4464 水をめぐる政策科学 仲上健一 法律文化社 201903 9784589039965 技術・工学 技術・工学
4465 環境規制の現代的展開　：　大塚直先生還暦記念論文集 大久保規子　：　高村ゆかり　：　赤渕芳宏 法律文化社 201906 9784589040176 技術・工学 技術・工学
4466 環境保護制度の基礎　第4版 勝田悟 法律文化社 202001 9784589040527 技術・工学 技術・工学
4467 地盤工学　第２版 澤孝平 森北出版 200912 9784627406629 技術・工学 技術・工学
4468 建設施工 金子研一 森北出版 201201 9784627482418 技術・工学 技術・工学
4469 土質力学　第８版 河上房義　：　森芳信　：　柳沢栄司 森北出版 201209 9784627460584 技術・工学 技術・工学
4470 土質力学入門 三田地利之 森北出版 201305 9784627464018 技術・工学 技術・工学
4471 測量学　第２版 大木正喜 森北出版 201501 9784627406322 技術・工学 技術・工学
4472 最新測量学　第３版 上浦正樹　：　姫野賢治　：　亀野辰三 森北出版 201511 9784627471436 技術・工学 技術・工学
4473 都市計画　第３版 川上光彦【著】 森北出版 201710 9784627496132 技術・工学 技術・工学
4474 上水道工学　第５版 本山智啓　：　岩崎恭士 森北出版 201801 9784627492851 技術・工学 技術・工学
4475 基礎からわかる環境化学 庄司良　：　下ヶ橋雅樹 森北出版 201804 9784627245914 技術・工学 技術・工学
4476 最新　橋構造　（第３版） 倉西茂　：　中村俊一 森北出版 201811 9784627430235 技術・工学 技術・工学
4477 コンクリート構造学　第５版・補訂版 小林和夫 森北出版 201911 9784627425668 技術・工学 技術・工学
4478 コンクリート構造工学　第5版 戸川一夫　ほか 森北出版 202002 9784627406551 技術・工学 技術・工学
4479 生物多様性保全の経済学 大沼あゆみ 有斐閣 201412 9784641164475 技術・工学 技術・工学
4480 環境法 北村喜宣 有斐閣 201509 9784641150195 技術・工学 技術・工学
4481 文系のための環境科学入門〔新版〕 藤倉良 有斐閣 201606 9784641174238 技術・工学 技術・工学
4482 土木技術の古代史 青木　敬 吉川弘文館 201710 9784642058537 技術・工学 技術・工学
4483 騒音制御工学ハンドブック 日本騒音制御工学会【編】 技報堂出版 200104 9784765520096 技術・工学 技術・工学
4484 地域の素材から立ち現れる建築 日本建築学会【編】 技報堂出版 201712 9784765526005 技術・工学 技術・工学
4485 住宅に住む、そしてそこで稼ぐ 日本建築学会【編】 技報堂出版 201901 9784765526081 技術・工学 技術・工学
4486 基本からマスターできる　建築構造力学 津田和明　：　丸田誠　：　都祭弘幸 朝倉書店 201802 9784254266474 技術・工学 技術・工学
4487 １００万人の給排水 小川正晃　：　瀬谷昌男 オーム社 201508 427421785X 技術・工学 技術・工学
4488 建築用語図鑑　日本篇 中山繁信 オーム社 201904 9784274223624 技術・工学 技術・工学
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4489 瀬野式・住宅設計エスキス帖 瀬野和広 オーム社 202005 9784274225024 技術・工学 技術・工学
4490 建築用語図鑑　西洋篇 杉本龍彦 オーム社 202009 9784274225734 技術・工学 技術・工学
4491 図解　建築環境工学の知識 建築環境工学の知識編集委員会【編】 オーム社 202010 9784274226076 技術・工学 技術・工学
4492 図説　やさしい建築環境 辻原万規彦【監修】 学芸出版社 200911 9784761524760 技術・工学 技術・工学
4493 図説　やさしい建築一般構造 今村仁美 学芸出版社 200912 9784761524777 技術・工学 技術・工学
4494 図とキーワードで学ぶ建築設備 飯野秋成 学芸出版社 201012 9784761524982 技術・工学 技術・工学
4495 図説　やさしい建築数学 今村仁美 学芸出版社 201107 9784761525149 技術・工学 技術・工学
4496 カラー版　図説　建築の歴史 西田雅嗣 学芸出版社 201312 9784761532079 技術・工学 技術・工学
4497 図説　やさしい建築施工 松本進 学芸出版社 201412 9784761532178 技術・工学 技術・工学
4498 図説　わかるコンクリート構造 井上晋【監修】 学芸出版社 201505 9784761525958 技術・工学 技術・工学
4499 図説　建築構造設計 植村典人 学芸出版社 201510 9784761526078 技術・工学 技術・工学
4500 図説　建築法規 小嶋和平 学芸出版社 201511 9784761526122 技術・工学 技術・工学
4501 図説　建築設備 村川三郎【監修】 学芸出版社 201609 9784761526283 技術・工学 技術・工学
4502 改訂版　図説　やさしい構造設計 浅野清昭 学芸出版社 201711 9784761526627 技術・工学 技術・工学
4503 図説　やさしい建築積算 渡邉浩文 学芸出版社 201711 9784761526597 技術・工学 技術・工学
4504 図説　建築環境 松原斎樹 学芸出版社 201712 9784761526634 技術・工学 技術・工学
4505 図説　建築材料 武田雄二 学芸出版社 201808 9784761526849 技術・工学 技術・工学
4506 改訂版　図説　やさしい建築材料 松本進 学芸出版社 201911 9784761527273 技術・工学 技術・工学
4507 改訂版　図説　やさしい建築計画 深水浩 学芸出版社 201912 9784761527228 技術・工学 技術・工学
4508 改訂版　図説　やさしい建築法規 今村仁美 学芸出版社 201912 9784761532543 技術・工学 技術・工学
4509 図説　建築施工 江口清【編著】 学芸出版社 201912 9784761527242 技術・工学 技術・工学
4510 基礎講座　建築環境工学 朴賛弼 学芸出版社 202007 9784761527464 技術・工学 技術・工学
4511 体育館・スポーツ施設 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198303 9784874602089 技術・工学 技術・工学
4512 老人の住環境 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198309 9784874602096 技術・工学 技術・工学
4513 地方博物館・資料館 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198312 9784874602102 技術・工学 技術・工学
4514 オフィスビル 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198403 9784874602522 技術・工学 技術・工学
4515 保養・研修・野外教育施設 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198406 9784874602119 技術・工学 技術・工学
4516 図書館 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198409 9784874602126 技術・工学 技術・工学
4517 コミュニティセンター 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198412 9784874602133 技術・工学 技術・工学
4518 複合商業建築 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198503 9784874602539 技術・工学 技術・工学
4519 保育園・幼稚園 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198509 9784874602140 技術・工学 技術・工学
4520 病院 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198512 9784874602157 技術・工学 技術・工学
4521 工場・倉庫 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198603 9784874602041 技術・工学 技術・工学
4522 美術館 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198606 9784874602164 技術・工学 技術・工学
4523 心身障害者福祉施設 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198609 9784874602171 技術・工学 技術・工学
4524 中・高層集合住宅 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198612 9784874602188 技術・工学 技術・工学
4525 学校 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198703 9784874602195 技術・工学 技術・工学
4526 歩行者空間 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198706 9784874602010 技術・工学 技術・工学
4527 劇場・ホール 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198709 9784874602201 技術・工学 技術・工学
4528 店舗併用住宅　：　商住建築 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198712 9784874602218 技術・工学 技術・工学
4529 地域産業振興のための施設 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198803 9784874602225 技術・工学 技術・工学
4530 新しいオフィスビル 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198806 9784874602027 技術・工学 技術・工学
4531 保健・健康施設 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198809 9784874602232 技術・工学 技術・工学
4532 数寄屋（茶室） 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 198811 9784874601853 技術・工学 技術・工学
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4533 木造在来工法・２階建住宅 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 198811 9784874601891 技術・工学 技術・工学
4534 ペンション・ロッジ 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198812 9784874601877 技術・工学 技術・工学
4535 鉄骨造平屋建工場（屋根：折板） 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 198903 9784874601860 技術・工学 技術・工学
4536 鉄骨造２階建住宅（外壁：サイディング） 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 198903 9784874601907 技術・工学 技術・工学
4537 鉄骨造２階建住宅（外壁：モルタル刷毛引） 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 198903 9784874601921 技術・工学 技術・工学
4538 シティホテル 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198903 9784874601914 技術・工学 技術・工学
4539 鉄筋コンクリート造３階建ビル 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 198904 9784874601945 技術・工学 技術・工学
4540 鉄骨造３階建ビル（外壁：ＡＬＣ版） 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 198906 9784874601952 技術・工学 技術・工学
4541 スポーツクラブ 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198906 9784874601969 技術・工学 技術・工学
4542 民家の再生　降幡廣信の仕事 降幡廣信【著】　：　平良敬一　：　建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198907 9784874602034 技術・工学 技術・工学
4543 リゾートホテル 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198909 9784874602058 技術・工学 技術・工学
4544 低層集合住宅 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198909 9784874602072 技術・工学 技術・工学
4545 入母屋化粧造り住宅 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 198912 9784874602287 技術・工学 技術・工学
4546 研究所 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 198912 9784874602416 技術・工学 技術・工学
4547 記念展示館 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199003 9784874602454 技術・工学 技術・工学
4548 アーバンスモールビル　：　商業編 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199006 9784874602553 技術・工学 技術・工学
4549 測量・調査・基礎工事 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199009 9784874602638 技術・工学 技術・工学
4550 鉄筋コンクリート工事 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199009 9784874602645 技術・工学 技術・工学
4551 保養所 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199009 9784874602577 技術・工学 技術・工学
4552 ＡＬＣ、ＰＣ工事 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199011 9784874602652 技術・工学 技術・工学
4553 木工事 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199011 9784874602669 技術・工学 技術・工学
4554 屋根・板金・左官工事 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199012 9784874602676 技術・工学 技術・工学
4555 建具・硝子工事 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199012 9784874602683 技術・工学 技術・工学
4556 塗装・内外装工事 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199012 9784874602690 技術・工学 技術・工学
4557 温泉・クアハウス 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199012 9784874602881 技術・工学 技術・工学
4558 雑工事（家具・階段） 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199101 9784874602706 技術・工学 技術・工学
4559 給排水・空調・設備工事 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199101 9784874602713 技術・工学 技術・工学
4560 ２×４工法２階建住宅 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199101 9784874602911 技術・工学 技術・工学
4561 庭園工事 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199102 9784874602737 技術・工学 技術・工学
4562 社寺・数奇屋 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199102 9784874602720 技術・工学 技術・工学
4563 賃貸マンション 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199103 9784874602935 技術・工学 技術・工学
4564 アーバンスモールビル　：　オフィス編 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199106 9784874602973 技術・工学 技術・工学
4565 さしがね　１　：　棒隅木・入隅・反隅木 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199107 9784874602980 技術・工学 技術・工学
4566 さしがね　２　：　扇たるき・振隅木・ひよどり栓 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199107 9784874602997 技術・工学 技術・工学
4567 さしがね　３ 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199107 9784874603000 技術・工学 技術・工学
4568 和風建築　１　：　基礎・茶室・東屋 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199108 9784874603017 技術・工学 技術・工学
4569 和風建築　２　：　平屋建住宅・二階建住宅・玄関ほか 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199108 9784874603024 技術・工学 技術・工学
4570 和風建築　３　：　床の間・便所・階段・広縁ほか 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199108 9784874603031 技術・工学 技術・工学
4571 実用木工事　１　：　木材・小屋組と屋根ほか 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199109 9784874603048 技術・工学 技術・工学
4572 実用木工事　２　：　造作 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199109 9784874603055 技術・工学 技術・工学
4573 実用木工事　３　：　鉄筋コンクリートの木工事ほか 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199109 9784874603062 技術・工学 技術・工学
4574 老人ホーム 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199109 9784874603208 技術・工学 技術・工学
4575 平家建入母屋化粧造・起り破風 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199110 9784874603079 技術・工学 技術・工学
4576 二階建入母屋化粧造　起り破風　平屋建入母屋化粧造　千鳥破風　平屋建寄棟造 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199110 9784874603086 技術・工学 技術・工学
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4577 平屋建入母屋二段化粧屋根　資料編：平面・立面・小屋伏図集 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199110 9784874603093 技術・工学 技術・工学
4578 庁舎 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199112 9784874603291 技術・工学 技術・工学
4579 教会建築 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199203 9784874603475 技術・工学 技術・工学
4580 社宅・寮 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199206 9784874603529 技術・工学 技術・工学
4581 神社仏閣図集〈第１巻〉　神社建築編　１ 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199207 9784874603574 技術・工学 技術・工学
4582 神社仏閣図集〈第２巻〉　神社建築編　２ 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199207 9784874603581 技術・工学 技術・工学
4583 神社仏閣図集〈第３巻〉　寺院建築編 建築資料研究社【編】 建築資料研究社 199208 9784874603598 技術・工学 技術・工学
4584 精神医療・保健施設 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199209 9784874603680 技術・工学 技術・工学
4585 公衆トイレ 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199212 9784874603727 技術・工学 技術・工学
4586 木造の教育施設 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199301 9784874603741 技術・工学 技術・工学
4587 体育館・武道場・屋内プール 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199303 9784874603840 技術・工学 技術・工学
4588 地方博物館・資料館　２ 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199306 9784874603925 技術・工学 技術・工学
4589 図書館　２ 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199309 9784874604014 技術・工学 技術・工学
4590 植物園・温室・緑化関連施設 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199312 9784874604038 技術・工学 技術・工学
4591 保存・再生 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199402 9784874604069 技術・工学 技術・工学
4592 葬斎場・納骨堂 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199403 9784874604151 技術・工学 技術・工学
4593 建築家のアトリエ・事務所 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199406 9784874604229 技術・工学 技術・工学
4594 公共茶室　：　中村昌生の仕事 中村昌生 建築資料研究社 199407 9784874604250 技術・工学 技術・工学
4595 コンサートホール 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199409 9784874604281 技術・工学 技術・工学
4596 美術館　２ 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199412 9784874604380 技術・工学 技術・工学
4597 集合住宅のメンテナンスとリニューアル 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199503 9784874604496 技術・工学 技術・工学
4598 保育園・幼稚園　２ 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199504 9784874604502 技術・工学 技術・工学
4599 地域防災施設 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199506 9784874604588 技術・工学 技術・工学
4600 道の駅 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199509 9784874604625 技術・工学 技術・工学
4601 公共の宿 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199512 9784874604632 技術・工学 技術・工学
4602 高齢者・障害者の住宅 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199603 9784874604786 技術・工学 技術・工学
4603 専門学校・専門校 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199604 9784874604847 技術・工学 技術・工学
4604 地域福祉施設 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199606 9784874604908 技術・工学 技術・工学
4605 地域の複合文化施設 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199609 9784874604922 技術・工学 技術・工学
4606 シティホテル　２ 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199612 9784874605004 技術・工学 技術・工学
4607 構造計画 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199703 9784874605097 技術・工学 技術・工学
4608 木構造 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199706 9784874605127 技術・工学 技術・工学
4609 自社ビル 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199707 9784874605189 技術・工学 技術・工学
4610 演劇の劇場 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199709 9784874605257 技術・工学 技術・工学
4611 保存と創造をむすぶ 吉田桂二【著】　：　建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199711 9784874605295 技術・工学 技術・工学
4612 ライト、アールトへの旅 樋口清【著】　：　建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199711 9784874605301 技術・工学 技術・工学
4613 地域の駅 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199801 9784874605318 技術・工学 技術・工学
4614 床の間 和風建築社【編】 建築資料研究社 199802 9784874605400 技術・工学 技術・工学
4615 公共住宅建て替え 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199803 9784874605455 技術・工学 技術・工学
4616 老人保健施設・ケアハウス 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199804 9784874605493 技術・工学 技術・工学
4617 門－数寄の意匠－ 和風建築社【編】 建築資料研究社 199805 9784874605509 技術・工学 技術・工学
4618 学校　２ 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199806 9784874605592 技術・工学 技術・工学
4619 数奇屋ノート二十章 早川正夫【著】　：　建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199807 9784874605462 技術・工学 技術・工学
4620 建築構法の変革 増田一真【著】　：　建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199807 9784874605479 技術・工学 技術・工学
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4621 茶室 和風建築社【編】 建築資料研究社 199808 9784874605615 技術・工学 技術・工学
4622 玄関 和風建築社【編】 建築資料研究社 199811 9784874605820 技術・工学 技術・工学
4623 アーバンスモールハウジング 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199812 9784874605806 技術・工学 技術・工学
4624 住まいを読むー現代日本住居論－ 鈴木成文【著】　：　建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199902 9784874605844 技術・工学 技術・工学
4625 現代建築の改修・刷新 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199902 9784874605950 技術・工学 技術・工学
4626 外壁の意匠 和風建築社【編】 建築資料研究社 199902 9784874605943 技術・工学 技術・工学
4627 コミュニティセンター　２ 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199904 9784874606100 技術・工学 技術・工学
4628 屋根 和風建築社【編】 建築資料研究社 199905 9784874606124 技術・工学 技術・工学
4629 特別養護老人ホーム 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199906 9784874606155 技術・工学 技術・工学
4630 座敷 和風建築社【編】 建築資料研究社 199908 9784874606193 技術・工学 技術・工学
4631 病院　２ 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199909 9784874606179 技術・工学 技術・工学
4632 Ａ・レーモンドの住宅物語 三沢浩【著】　：　建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199909 9784874606209 技術・工学 技術・工学
4633 寺院建築 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199910 9784874606643 技術・工学 技術・工学
4634 和風の装飾 和風建築社【編】 建築資料研究社 199911 9784874606636 技術・工学 技術・工学
4635 公園内施設 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 199912 9784874606742 技術・工学 技術・工学
4636 木造の医療・保健・福祉施設 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200002 9784874606285 技術・工学 技術・工学
4637 裸の建築家—タウンアーキテクト論序説 布野修司【著】　：　建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200003 9784874606216 技術・工学 技術・工学
4638 伝統の昇華　：　本歌取りの手法 和風建築社【編】 建築資料研究社 200005 9784874606339 技術・工学 技術・工学
4639 動線の美学　：　階段・手摺・通路 和風建築社【編】 建築資料研究社 200005 9784874606346 技術・工学 技術・工学
4640 児童館・児童文化活動施設 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200006 9784874606421 技術・工学 技術・工学
4641 研修センター 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200006 9784874606476 技術・工学 技術・工学
4642 工場・倉庫　２ 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200008 9784874606452 技術・工学 技術・工学
4643 外の装い　：　素材とファサード 和風建築社【編】 建築資料研究社 200008 9784874606353 技術・工学 技術・工学
4644 家づくりの極意　：　居心地のいい住まいの設計術 立松久昌 建築資料研究社 200008 9784874605653 技術・工学 技術・工学
4645 内の装い 和風建築社【編】 建築資料研究社 200008 9784874606360 技術・工学 技術・工学
4646 装飾の躍動　：　ホテル・豪華客船 和風建築社【編】　：　村野藤吾【著】 建築資料研究社 200011 9784874606377 技術・工学 技術・工学
4647 自然との交歓　：　建築と庭 和風建築社【編】 建築資料研究社 200011 9784874606384 技術・工学 技術・工学
4648 清掃工場・リサイクル関連施設 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200012 9784874606988 技術・工学 技術・工学
4649 集落探訪 藤井明【著】　：　建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200012 9784874606957 技術・工学 技術・工学
4650 グループホーム 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200102 9784874606995 技術・工学 技術・工学
4651 新版　大工一代 平田雅哉【談】　：　内田克己【著】 建築資料研究社 200103 9784874606971 技術・工学 技術・工学
4652 旅館　：　国際化の中で日本文化を継承する 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200104 9784874607084 技術・工学 技術・工学
4653 空への輪郭　：　屋根・塔屋・キャノピー 和風建築社【編】 建築資料研究社 200105 9784874607060 技術・工学 技術・工学
4654 点景の演出　：　照明・家具・建具 和風建築社【編】 建築資料研究社 200105 9784874607077 技術・工学 技術・工学
4655 素顔の大建築家たち　：　弟子の見た巨匠の世界　．　１ 日本建築家協会【企画・監修】　：　都市建築編集研究所【編】 建築資料研究社 200106 9784874607091 技術・工学 技術・工学
4656 素顔の大建築家たち　：　弟子の見た巨匠の世界　．　２ 日本建築家協会【企画・監修】　：　都市建築編集研究所【編】 建築資料研究社 200106 9784874607107 技術・工学 技術・工学
4657 温泉・クアハウス　２ 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200106 9784874607114 技術・工学 技術・工学
4658 ホスピス・緩和ケア病棟 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200109 9784874607152 技術・工学 技術・工学
4659 リファイン建築へ　：　建たない時代の建築再利用術　青木茂の全仕事 青木茂 建築資料研究社 200110 9784874607404 技術・工学 技術・工学
4660 有機的建築の発想－天野太郎の建築－ 吉原正【著】　：　建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200111 9784874607176 技術・工学 技術・工学
4661 建築家・休兵衛 伊藤ていじ【著】　：　建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200112 9784874607411 技術・工学 技術・工学
4662 店舗併用住宅　２　：　商住建築 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200112 9784874607213 技術・工学 技術・工学
4663 屋上緑化・壁面緑化　：　環境共生への道 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200202 9784874607428 技術・工学 技術・工学
4664 住まいを語るー体験記述による日本住居現代史－ 鈴木成文【著】　：　建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200203 9784874607466 技術・工学 技術・工学
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4665 町のギャラリー　：　地域文化活動の場 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200204 9784874607473 技術・工学 技術・工学
4666 低層集合住宅　２ 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200206 9784874607534 技術・工学 技術・工学
4667 拡張型博物館　：　規模と機能の拡張 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200209 9784874607701 技術・工学 技術・工学
4668 職人が語る「木の技」 安藤邦廣【著】　：　建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200212 9784874607770 技術・工学 技術・工学
4669 消防署　：　地域に開かれた防災拠点 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200212 9784874607794 技術・工学 技術・工学
4670 診療所　：　木原千利設計工房の作品と方法 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200303 9784874607831 技術・工学 技術・工学
4671 保育園・幼稚園　３ 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200304 9784874607848 技術・工学 技術・工学
4672 盲・聾・養護学校・こども病院院内学級　：　特別支援教育の場 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200307 9784874607916 技術・工学 技術・工学
4673 高齢者のグループホーム　：　痴呆性を和らげる住まい 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200309 9784874608050 技術・工学 技術・工学
4674 障害者の地域活動拠点 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200312 9784874608098 技術・工学 技術・工学
4675 環境共生建築　：　多様な省エネ・環境技術の応用 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200403 9784874608159 技術・工学 技術・工学
4676 コーポラティブハウス 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200405 9784874608166 技術・工学 技術・工学
4677 図書館　３　：　最大の可能性をすべての利用者に 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200407 9784874608234 技術・工学 技術・工学
4678 用途変更 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200409 9784874608289 技術・工学 技術・工学
4679 ケアハウス・有料老人ホーム 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200412 9784874608357 技術・工学 技術・工学
4680 ＯＭソーラーの建築 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200503 9784874608586 技術・工学 技術・工学
4681 近代建築を記憶する 松隈洋【著】　：　建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200506 9784874608685 技術・工学 技術・工学
4682 ＳＩ住宅　：　集合住宅のスケルトン・インフィル 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200506 9784874608647 技術・工学 技術・工学
4683 美術館　３ 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200509 9784874608746 技術・工学 技術・工学
4684 ユニットケア 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200511 9784874608791 技術・工学 技術・工学
4685 児童福祉施設 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200602 9784874609019 技術・工学 技術・工学
4686 復元思想の社会史 鈴木博之　：　建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200606 9784874609118 技術・工学 技術・工学
4687 学校　３ 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200606 9784874609095 技術・工学 技術・工学
4688 卒業設計日本一決定戦　：　せんだいデザインリーグ２００６ 仙台建築都市学生会議　：　せんだいメディアテーク【編】 建築資料研究社 200607 9784874609064 技術・工学 技術・工学
4689 小規模多機能福祉拠点 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200609 9784874609125 技術・工学 技術・工学
4690 オフィスビル　３　：　実戦：中小自社ビル・賃ビル 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200611 9784874609255 技術・工学 技術・工学
4691 大学施設 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200705 9784874609446 技術・工学 技術・工学
4692 卒業設計日本一決定戦　：　せんだいデザインリーグ２００７ 仙台建築都市学生会議　：　せんだいメディアテーク【編】 建築資料研究社 200706 9784874609484 技術・工学 技術・工学
4693 葬斎場・納骨堂　２ 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200709 9784874609552 技術・工学 技術・工学
4694 建築への思索　：　場所を紡ぐ 益子義弘【著】　：　建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200710 9784874609576 技術・工学 技術・工学
4695 水族館 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 200804 9784874609743 技術・工学 技術・工学
4696 卒業設計日本一決定戦　：　せんだいデザインリーグ２００８ 仙台建築都市学生会議　：　せんだいメディアテーク【編】 建築資料研究社 200808 9784874609903 技術・工学 技術・工学
4697 Ｄｅｓｉｇｎ　Ｒｅｖｉｅｗ　２００８　：　「学生デザインレビュー２００８／北九州」全記録 デザインレビュー２００８実行委員会【編】 建築資料研究社 200808 9784874609941 技術・工学 技術・工学
4698 卒業設計日本一決定戦　：　せんだいデザインリーグ　２００９ 仙台建築都市学生会議　：　せんだいメディアテーク【編】 建築資料研究社 200907 9784863580244 技術・工学 技術・工学
4699 Ｄｅｓｉｇｎ　Ｒｅｖｉｅｗ　２００９　ｉｎ　Ｆｕｋｕｏｋａ デザインレビュー２００９実行委員会【編】 建築資料研究社 200908 9784863580275 技術・工学 技術・工学
4700 ３００年住宅のつくり方 福永博建築研究所 建築資料研究社 200912 9784863580459 技術・工学 技術・工学
4701 卒業設計日本一決定戦　：　せんだいデザインリーグ２０１０ 仙台建築都市学生会議　：　せんだいメディアテーク【編】 建築資料研究社 201007 9784863580718 技術・工学 技術・工学
4702 Ｄｅｓｉｇｎ　Ｒｅｖｉｅｗ　２０１０　ｉｎ　Ｆｕｋｕｏｋａ デザインレビュー２０１０　福岡実行委員会【編】 建築資料研究社 201008 9784863580749 技術・工学 技術・工学
4703 五重塔のはなし 「五重塔のはなし」編集委員会【編著】 建築資料研究社 201008 9784863580770 技術・工学 技術・工学
4704 和の建築図案集 建築資料研究社出版部【編】 建築資料研究社 201010 9784863580800 技術・工学 技術・工学
4705 団地をリファイニングしよう。 青木茂 建築資料研究社 201106 9784863581210 技術・工学 技術・工学
4706 卒業設計日本一決定戦　：　せんだいデザインリーグ２０１１ 仙台建築都市学生会議　：　せんだいメディアテーク【編】 建築資料研究社 201108 9784863581289 技術・工学 技術・工学
4707 卒業設計日本一決定戦　：　せんだいデザインリーグ２０１２ 仙台建築都市学生会議　：　せんだいメディアテーク【編】 建築資料研究社 201207 9784863581906 技術・工学 技術・工学
4708 ［新］建築設計資料 建築思潮研究所【編】 建築資料研究社 201912 9784863586550 技術・工学 技術・工学
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4709 例題で学ぶ建築構造力学　：　静定構造力学編　．　１ 大崎純　：　本間俊雄 コロナ社 201303 9784339052367 技術・工学 技術・工学
4710 例題で学ぶ建築構造力学　：　不静定構造力学編　．　２ 大崎純　：　本間俊雄 コロナ社 201310 9784339052374 技術・工学 技術・工学
4711 実例で学ぶ鉄筋コンクリート構造物の設計・製図　：　実務に役立つ重要ポイント 宇治公隆【編著】　：　服部佳文ほか コロナ社 201412 9784339052411 技術・工学 技術・工学
4712 学びやすい建築構造力学　：　力の釣合いから振動まで 井口道雄　監修 コロナ社 201503 4339052426 技術・工学 技術・工学
4713 アルメニア巡礼 篠野志郎 彩流社 201907 9784779126093 技術・工学 技術・工学
4714 建築構造概論 桑村仁【監修】 実教出版 201409 9784407335392 技術・工学 技術・工学
4715 建築製図入門 大庭孝雄 実教出版 201409 9784407335484 技術・工学 技術・工学
4716 建築構造設計概論 和田章　：　竹内徹【監修】　：　石岡恒一 実教出版 201609 9784407340334 技術・工学 技術・工学
4717 建築法規概論 大村謙二郎　：　五條渉　：　萩原一郎 実教出版 201609 9784407340228 技術・工学 技術・工学
4718 構造力学 PEL編集委員会【監修】 実教出版株式会社 201710 9784407337877 技術・工学 技術・工学
4719 ウィリアム・メレル・ヴォーリズの建築　：　ミッション建築の精華 山形政昭 創元社 201808 9784422501284 技術・工学 技術・工学
4720 昇降機工学 藤田聡 東京電機大学出版局 201911 9784501420307 技術・工学 技術・工学
4721 御簾の下からこぼれ出る装束 赤澤真理 平凡社 201903 9784582364590 技術・工学 技術・工学
4722 近代日本幼稚園建築史研究 永井理恵子 学文社 200512 9784762014673 技術・工学 技術・工学
4723 基礎力が身につく　建築環境工学　第２版 三浦昌生 森北出版 201701 9784627581128 技術・工学 技術・工学
4724 耐震工学入門（第３版・補訂版） 平井一男　：　水田洋司 森北出版 201810 9784627464544 技術・工学 技術・工学
4725 よくわかる建築構造力学Ⅰ 土方勝一郎 森北出版 202004 9784627554115 技術・工学 技術・工学
4726 よくわかる建築構造力学Ⅱ 土方勝一郎 森北出版 202004 9784627554214 技術・工学 技術・工学
4727 建築ものづくり論 藤本隆宏 有斐閣 201507 9784641164147 技術・工学 技術・工学
4728 きづく！つながる！　機械工学 窪田佳寛　：　吉野隆　：　望月修 朝倉書店 201802 9784254231458 技術・工学 技術・工学
4729 機械材料学　第２版 平川賢爾　：　遠藤正浩　：　駒崎慎一 朝倉書店 201810 9784254231465 技術・工学 技術・工学
4730 人類が生きる場所としての宇宙 京都大学宇宙総合学研究ユニット【編】 朝倉書店 201912 9784254155211 技術・工学 技術・工学
4731 人類はなぜ宇宙へ行くのか 京都大学宇宙総合学研究ユニット【編】 朝倉書店 201912 9784254155235 技術・工学 技術・工学
4732 地中熱ヒートポンプシステム　改訂2版 北海道大学環境システム工学研究室【編】 オーム社 202010 9784274226083 技術・工学 技術・工学
4733 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 馬場健司　：　増原直樹　：　遠藤愛子【編著】 近代科学社 201811 9784764905788 技術・工学 技術・工学
4734 核の誘惑　：　戦前日本の科学文化と「原子力ユートピア」の出現 中尾麻伊香 勁草書房 201507 4326602805 技術・工学 技術・工学
4735 実践気体軸受の設計と解析　：　有限要素法による動圧・静圧気体軸受解析 大石進 コロナ社 201105 9784339046137 技術・工学 技術・工学
4736 教科書では教えない機械設計製図 北條恵司 コロナ社 201108 9784339046151 技術・工学 技術・工学
4737 航空機設計法　：　軽飛行機から超音速旅客機の概念設計まで 李家賢一 コロナ社 201112 9784339046199 技術・工学 技術・工学
4738 続 回転機械の振動 松下修己 コロナ社 201212 9784339046083 技術・工学 技術・工学
4739 機械加工学の基礎 奥山繁樹　：　宇根篤暢ほか コロナ社 201308 9784339046328 技術・工学 技術・工学
4740 人工衛星の軌道　概論 川瀬成一郎 コロナ社 201505 9784339046403 技術・工学 技術・工学
4741 交通事故低減のための自動車の追突防止支援技術 伊藤誠　　丸茂喜高　編著 コロナ社 201506 9784339046427 技術・工学 技術・工学
4742 技術者のための　〓ねじの力学　：　材料力学と数値解析で解き明かす 福岡俊道 コロナ社 201510 9784339046441 技術・工学 技術・工学
4743 回転体力学の基礎と制振 石田幸男　：　池田隆【共著】 コロナ社 201605 9784339046458 技術・工学 技術・工学
4744 材料力学 渋谷陽二 コロナ社 201706 9784339045314 技術・工学 技術・工学
4745 流体力学 鈴木康方 コロナ社 201806 9784339045352 技術・工学 技術・工学
4746 機械加工学基礎 松村隆 コロナ社 201806 9784339045390 技術・工学 技術・工学
4747 生活の中にみる機械工学 望月修 コロナ社 201810 9784339046571 技術・工学 技術・工学
4748 工作機械工学　新版 伊東誼 コロナ社 201907 9784339041033 技術・工学 技術・工学
4749 内燃機関工学 小茂鳥和生　：　渡辺英一 実教出版 197504 9784407021424 技術・工学 技術・工学
4750 水力学　：　流れ現象の基礎と構造 富田幸雄 実教出版 198203 9784407022230 技術・工学 技術・工学
4751 機械力学 鈴木浩平（１９４２－） 実教出版 198406 9784407022445 技術・工学 技術・工学
4752 機械要素設計 和田稲苗 実教出版 198410 9784407022476 技術・工学 技術・工学
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4753 熱機関演習 斎藤孟ほか 実教出版 198509 9784407022582 技術・工学 技術・工学
4754 機械設計入門 塚田忠夫　：　舟橋宏明　：　野口昭治【監修】 実教出版 201409 9784407335415 技術・工学 技術・工学
4755 機械要素入門　．　１ 林洋次【監修】 実教出版 201410 9784407335422 技術・工学 技術・工学
4756 機械要素入門　．　２ 林洋次【監修】 実教出版 201410 9784407335439 技術・工学 技術・工学
4757 機械製図入門 林洋次 実教出版 201410 9784407335453 技術・工学 技術・工学
4758 工業熱力学　基礎編（ＳＩ単位による全訂版） 谷下市松 裳華房 198104 9784785360054 技術・工学 技術・工学
4759 蒸気工学　：　ボイラおよび蒸気原動機 谷下市松 裳華房 198404 9784785360092 技術・工学 技術・工学
4760 世界で一番美しい「もの」のしくみ図鑑 セオドア・グレイ【著】 創元社 202009 9784422500027 技術・工学 技術・工学
4761 脱皮成長する経営　：　無競争志向がもたらす前川製作所の価値創造 恩藏直人　：　永井竜之介 千倉書房 201712 9784805111284 技術・工学 技術・工学
4762 戦時期航空機工業と生産技術形成　：　三菱航空エンジンと深尾淳二 前田裕子 東京大学出版会 200106 4130460684 技術・工学 技術・工学
4763 機械力学　：　基礎と演習 三船博史　：　一瀬謙輔 東京電機大学出版局 199005 9784501411503 技術・工学 技術・工学
4764 自動車の運動と制御　：　車両運動力学の理論形成と応用 安部正人 東京電機大学出版局 200803 9784501417000 技術・工学 技術・工学
4765 自動車工学 自動車工学編集委員会【編】　：　樋口健治 東京電機大学出版局 200803 9784501416508 技術・工学 技術・工学
4766 自動車の走行性能と試験法 茄子川捷久　：　宮下義孝　：　汐川満則 東京電機大学出版局 200803 9784501416706 技術・工学 技術・工学
4767 自動車エンジン工学　第２版 村山正　：　常本秀幸 東京電機大学出版局 200904 9784501418205 技術・工学 技術・工学
4768 カーエアコン　：　熱マネジメント・エコ技術 藤原健一【監修】　：　カーエアコン研究会【編著】 東京電機大学出版局 200909 9784501418403 技術・工学 技術・工学
4769 はじめての研磨加工 安永暢男 東京電機大学出版局 201104 9784501418809 技術・工学 技術・工学
4770 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 201105 9784501418908 技術・工学 技術・工学
4771 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 201301 9784501628000 技術・工学 技術・工学
4772 核の世紀 小路田泰直 東京堂出版 201603 9784490209365 技術・工学 技術・工学
4773 日系自動車メーカーの中国戦略 柯隆　【編著】 東洋経済新報社 201503 4492762175 技術・工学 技術・工学
4774 日本ｖｓ．アメリカｖｓ．欧州　自動車世界戦争　：　ＥＶ・自動運転・ＩｏＴ対応の行方 泉谷渉 東洋経済新報社 201806 4492762434 技術・工学 技術・工学
4775 中島飛行機の技術と経営 佐藤達男 日本経済評論社 201604 4818824240 技術・工学 技術・工学
4776 語られざるＧＭ社 西牟田祐二 日本経済評論社 202002 9784818825536 技術・工学 技術・工学
4777 航空の二〇世紀 高田馨里 日本経済評論社 202003 9784818825512 技術・工学 技術・工学
4778 自動車流通の経営史 四宮正親 日本経済評論社 202010 9784818825697 技術・工学 技術・工学
4779 再生の経営学　：　自動車静脈産業の資源循環と市場の創造 粟屋仁美 白桃書房 201803 9784561267096 技術・工学 技術・工学
4780 日本の自動車産業経営史 宇田川勝 文眞堂 201310 9784830948015 技術・工学 技術・工学
4781 こぐこぐ自転車 伊藤礼 平凡社 201101 4582767222 技術・工学 技術・工学
4782 材料力学　．　１ 平尾雅彦【監修】　：　森下智博【著】 森北出版 201803 9784627680111 技術・工学 技術・工学
4783 材料力学Ｉ　．　２ 平尾雅彦【監修】　：　森下智博【著】 森北出版 201803 9784627680210 技術・工学 技術・工学
4784 機械力学（第２版） 末岡淳男　：　綾部隆 森北出版 201910 9784627605527 技術・工学 技術・工学
4785 機構学（新装版） 岩本太郎 森北出版 202007 9784627668928 技術・工学 技術・工学
4786 信号処理とフーリエ変換 永野宏治 朝倉書店 201401 9784254221596 技術・工学 技術・工学
4787 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 201409 9784254122022 技術・工学 技術・工学
4788 機能デバイス工学 松山公秀　：　圓福敬二 朝倉書店 201409 9784254229011 技術・工学 技術・工学
4789 コンピュータアーキテクチャ　（第２版） 福本聡　：　岩崎一彦 朝倉書店 201503 9784254122091 技術・工学 技術・工学
4790 線形システム制御論 山本透　：　水本郁朗【編著】 朝倉書店 201503 9784254201604 技術・工学 技術・工学
4791 システム同定　新版　：　部分空間法からのアプローチ 片山徹 朝倉書店 201809 9784254201666 技術・工学 技術・工学
4792 電磁波工学 広川二郎　：　木村雄一　：　新井宏之 朝倉書店 201812 9784254222142 技術・工学 技術・工学
4793 電波伝搬 新井宏之【監修】 朝倉書店 201812 9784254222159 技術・工学 技術・工学
4794 5G教科書 服部武 インプレス 201809 9784295003779 技術・工学 技術・工学
4795 これから学ぶPython 大津真 インプレス 201811 9784295005162 技術・工学 技術・工学
4796 機械学習 100+ページ エッセンス Andriy Burkov【著】 インプレス 201912 9784295007982 技術・工学 技術・工学
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4797 Python基礎＆実践プログラミング Magnus Lie Hetland【著】 インプレス 202002 9784295008385 技術・工学 技術・工学
4798 1週間でPythonの基礎が学べる本 亀田健司 インプレス 202003 9784295008538 技術・工学 技術・工学
4799 つなげば動く！　Pythonふりがなプログラミング　パターン文例80 リブロワークス【著】 インプレス 202007 9784295009207 技術・工学 技術・工学
4800 Elastic Stack実践ガイド　[Elasticsearch/Kibana編] 惣道哲也 インプレス 202008 9784295009771 技術・工学 技術・工学
4801 1週間でC言語の基礎が学べる本 亀田健司 インプレス 202008 9784295009870 技術・工学 技術・工学
4802 Kubernetes完全ガイド　第2版 青山真也 インプレス 202008 9784295009795 技術・工学 技術・工学
4803 Pythonで学ぶ音源分離 戸上真人 インプレス 202008 9784295009849 技術・工学 技術・工学
4804 いちばんやさしいPythonの教本　第2版 鈴木たかのり インプレス 202008 9784295009856 技術・工学 技術・工学
4805 Elastic Stack実践ガイド［Logstash/Beats編］ 日比野恒 インプレス 202009 9784295009986 技術・工学 技術・工学
4806 Marketing Python マーケティング・パイソン 高田朋貴 インプレス 202009 9784295008613 技術・工学 技術・工学
4807 ディープラーニング構築テンプレート Adam Gibson【著】 インプレス 202009 9784295009863 技術・工学 技術・工学
4808 プロセスマイニングの衝撃 ラース・ラインケマイヤー【編著】 インプレス 202009 9784295010005 技術・工学 技術・工学
4809 できるポケット　定番アプリ超活用 テレワーク全事典 コグレマサト インプレス 202010 9784295010043 技術・工学 技術・工学
4810 スッキリわかるPythonによる機械学習入門 株式会社フレアリンク【監修】 インプレス 202010 9784295009948 技術・工学 技術・工学
4811 ホワイトハッカー入門 阿部ひろき インプレス 202010 9784295010029 技術・工学 技術・工学
4812 Python機械学習プログラミング　第3版 Sebastian Raschka インプレス 202010 9784295010074 技術・工学 技術・工学
4813 オブジェクト指向の考え方　5th Edition Matt Weisfeld【著】 インプレス 202010 9784295010081 技術・工学 技術・工学
4814 いちばんやさしいJavaの教本 石井真 インプレス 202011 9784295010333 技術・工学 技術・工学
4815 New ディープラーニング実装入門 吉崎亮介 インプレス 202012 9784295010623 技術・工学 技術・工学
4816 マスタリングTCP/IP 入門編　第6版 井上直也 オーム社 201911 9784274224478 技術・工学 技術・工学
4817 アメリカのブラックアウト変遷史 David E. Nye【著】 オーム社 202002 9784274507434 技術・工学 技術・工学
4818 やさしくわかる シーケンス制御 南裕樹 オーム社 202006 9784274225291 技術・工学 技術・工学
4819 並列コンピュータ 天野英晴 オーム社 202009 9784274225710 技術・工学 技術・工学
4820 光・電磁波工学 西原浩 オーム社 202009 9784274226014 技術・工学 技術・工学
4821 ヒューマノイドロボット　改訂2版 梶田秀司【編著】 オーム社 202010 9784274226021 技術・工学 技術・工学
4822 ソフトウェアで体験して学ぶ ディジタルフィルタ 陶山健仁 オーム社 202011 9784274225499 技術・工学 技術・工学
4823 PID制御 志水清孝 オーム社 202011 9784274226304 技術・工学 技術・工学
4824 パワエレ図鑑 森本雅之【著】 オーム社 202012 9784274226427 技術・工学 技術・工学
4825 石炭火力発電Ｑ＆Ａ　：　「脱石炭」は世界の流れ 気候ネットワーク【編】 かもがわ出版 201806 4780309662 技術・工学 技術・工学
4826 チューリング　．　１ 伊藤和行【編】　：　佐野勝彦【訳】　：　杉本舞【訳】 近代科学社 201401 4764904543 技術・工学 技術・工学
4827 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 マーティン　デイビス【著】　：　沼田　寛【訳】 近代科学社 201611 4764904713 技術・工学 技術・工学
4828 体験する！！　オープンソースハードウェア　：　ＮａｎｏＰｉ　ＮＥＯ，　Ａｒｄｕｉｎｏ他で楽しむＩｏＴ設計 武藤　佳恭 近代科学社 201705 9784764905405 技術・工学 技術・工学
4829 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 近代科学社 201804 9784764905597 技術・工学 技術・工学
4830 情報処理技術遺産とパイオニアたち 情報処理学会歴史特別委員会【編】 近代科学社 202010 9784764906235 技術・工学 技術・工学
4831 スマートネットワークの未来　：　ＥＶＮＯが作る新エネルギービジネス 山中直明 慶應義塾大学出版会 201211 9784766419856 技術・工学 技術・工学
4832 ネット炎上の研究　：　誰があおり、どう対処するのか 田中辰雄　：　山口真一 勁草書房 201604 4326504226 技術・工学 技術・工学
4833 モバイル・ブロードバンドの普及要因　：　多国を対象としたパネルデータ推定 篠原聡兵衛 勁草書房 201708 9784326504398 技術・工学 技術・工学
4834 高電圧工学 升谷孝也　：　中田順治 コロナ社 198004 9784339001211 技術・工学 技術・工学
4835 電子計測 須山正敏　：　石井弘允　：　関根好文 コロナ社 198004 9784339001228 技術・工学 技術・工学
4836 多変数システム制御 池田雅夫 コロナ社 201005 9784339033090 技術・工学 技術・工学
4837 OFDM技術とその適用 生岩量久 コロナ社 201009 9784339008159 技術・工学 技術・工学
4838 入門 画像工学 大関和夫 コロナ社 201011 9784339008166 技術・工学 技術・工学
4839 C言語によるディジタル無線通信技術 神谷幸宏 コロナ社 201011 9784339008173 技術・工学 技術・工学
4840 通信工学 竹下鉄夫 コロナ社 201012 9784339012033 技術・工学 技術・工学
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4841 基礎からわかるナノデバイス 日本学術振興会【編】　：　青柳克信　：　石橋幸治 コロナ社 201103 9784339008234 技術・工学 技術・工学
4842 アンテナ基本測定法 石井望 コロナ社 201103 9784339008227 技術・工学 技術・工学
4843 クルマとヒコーキで学ぶ　制御工学の基礎 綱島均 コロナ社 201103 9784339032000 技術・工学 技術・工学
4844 線形システム解析 汐月哲夫 コロナ社 201104 9784339033199 技術・工学 技術・工学
4845 パワーデバイス 山本秀和 コロナ社 201202 9784339008319 技術・工学 技術・工学
4846 基礎からの電気回路論 清水教之 コロナ社 201202 9784339008272 技術・工学 技術・工学
4847 解いてなっとく身につく電気回路 中野人志　：　浅居正充 コロナ社 201205 9784339008340 技術・工学 技術・工学
4848 半導体・ＭＥＭＳのための超臨界流体 近藤英一【編著】　：　上野和良ほか コロナ社 201209 9784339008371 技術・工学 技術・工学
4849 太陽電池のエネルギー変換効率 喜多隆【編著】 コロナ社 201210 9784339008425 技術・工学 技術・工学
4850 RFIDタグ用アンテナの設計 髙橋応明 コロナ社 201211 9784339008449 技術・工学 技術・工学
4851 イメージセンサの本質と基礎 黒田隆男 コロナ社 201212 9784339008456 技術・工学 技術・工学
4852 アクティブ・プラズモニクス 梶川浩太郎　：　岡本隆之ほか コロナ社 201305 9784339008364 技術・工学 技術・工学
4853 回路理論 大石進一 コロナ社 201305 9784339008494 技術・工学 技術・工学
4854 半導体の光物性 中山正昭 コロナ社 201308 9784339008524 技術・工学 技術・工学
4855 ナノ構造エレクトロニクス入門 土屋英昭 コロナ社 201309 9784339008517 技術・工学 技術・工学
4856 現代電気電子材料 山本秀和　：　小田昭紀 コロナ社 201309 9784339008531 技術・工学 技術・工学
4857 Excelで学ぶ　ディジタル信号処理の基礎 深山幸穂 コロナ社 201310 9784339008555 技術・工学 技術・工学
4858 フィードバック制御の基礎と応用 背戸一登 コロナ社 201310 9784339032079 技術・工学 技術・工学
4859 ハイブリッドシステムの制御 井村順一 コロナ社 201401 9784339033205 技術・工学 技術・工学
4860 ディジタル時代の電気電子計測基礎 松本佳宣 コロナ社 201409 9784339008661 技術・工学 技術・工学
4861 システム制御工学演習 杉江俊治 コロナ社 201409 9784339033069 技術・工学 技術・工学
4862 電気機器学 持永芳文　：　蓮池公紀 コロナ社 201410 9784339008647 技術・工学 技術・工学
4863 実用　〓　電気系学生のための基礎数学 葛谷幹夫 コロナ社 201503 9784339008722 技術・工学 技術・工学
4864 ワイドギャップ半導体パワーデバイス 山本秀和 コロナ社 201503 9784339008753 技術・工学 技術・工学
4865 高校数学でマスターする　電気回路　：　水の流れで電気を実感 小坂学 コロナ社 201504 9784339008760 技術・工学 技術・工学
4866 モデリングとシミュレーション　：　Ｏｃｔａｖｅによる算法 平嶋洋一 コロナ社 201601 9784339024999 技術・工学 技術・工学
4867 行列不等式アプローチによる制御系設計 小原敦美 コロナ社 201603 9784339033236 技術・工学 技術・工学
4868 電気・電子計測工学 吉澤昌純【編著】　：　降矢典雄　：　福田恵子 コロナ社 201607 9784339011852 技術・工学 技術・工学
4869 わかりやすい電気回路 斎藤利通　：　神野健哉【共著】 コロナ社 201609 9784339008852 技術・工学 技術・工学
4870 分散型エネルギーによる発電システム 野呂康宏 コロナ社 201609 9784339008883 技術・工学 技術・工学
4871 電気応用とエネルギー環境 植月唯夫【編著】　：　望月悦子　：　木村嘉孝 コロナ社 201609 9784339008906 技術・工学 技術・工学
4872 アクティブラーニングで学ぶ　情報リテラシー 宇田隆哉 コロナ社 201610 9784339028607 技術・工学 技術・工学
4873 医・生物学系のための　電気・電子回路　新版　 堀川宗之 コロナ社 201611 9784339008876 技術・工学 技術・工学
4874 通信システム工学 鈴木利則 コロナ社 201701 9784339008937 技術・工学 技術・工学
4875 セマンティックWebとリンクトデータ 兼岩憲 コロナ社 201702 9784339028690 技術・工学 技術・工学
4876 コンピュータのしくみ 吉川雅弥 コロナ社 201702 9784339028676 技術・工学 技術・工学
4877 観測に基づく量子計算 小柴健史 コロナ社 201703 9784339028706 技術・工学 技術・工学
4878 音声音響インタフェース実践 相川清明 コロナ社 201703 9784339027938 技術・工学 技術・工学
4879 COMSOL Multiphysicsではじめる工学シミュレーション みずほ情報総研【編】 コロナ社 201703 9784339028683 技術・工学 技術・工学
4880 エレクトロニクスのための回路理論 作田幸憲 コロナ社 201704 9784339008975 技術・工学 技術・工学
4881 現場で役立つ　オペアンプ回路　：　サーボ系を中心として 涌井伸二 コロナ社 201707 9784339008999 技術・工学 技術・工学
4882 これでなっとく　パワーエレクトロニクス 髙木茂行 コロナ社 201707 9784339008982 技術・工学 技術・工学
4883 現場で役立つ　制御工学の基本（演習編） 涌井伸二 コロナ社 201707 9784339032208 技術・工学 技術・工学
4884 クラウドコンピューティングのためのOSとネットワークの基礎 木下宏揚 コロナ社 201708 9784339028768 技術・工学 技術・工学
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4885 製品事例から学ぶ　現代の電気電子計測 藤田吾郎 コロナ社 201711 9784339009057 技術・工学 技術・工学
4886 MIMOからMassive MIMOを用いた伝送技術とクロスレイヤ評価手法 西森健太郎 コロナ社 201711 9784339009033 技術・工学 技術・工学
4887 人とコンピュータの関わり 太田高志 コロナ社 201802 9784339027839 技術・工学 技術・工学
4888 適応制御 宮里義彦 コロナ社 201803 9784339033106 技術・工学 技術・工学
4889 信号解析教科書 原島博 コロナ社 201803 9784339009071 技術・工学 技術・工学
4890 集積回路のための半導体デバイス工学 小林清輝 コロナ社 201804 9784339009095 技術・工学 技術・工学
4891 Pythonで学ぶ実践画像・音声処理入門 伊藤克亘 コロナ社 201804 9784339009026 技術・工学 技術・工学
4892 光デバイス入門 末益崇 コロナ社 201805 9784339009101 技術・工学 技術・工学
4893 円偏波アンテナの基礎 福迫武 コロナ社 201810 9784339009149 技術・工学 技術・工学
4894 信号処理教科書 原島博 コロナ社 201811 9784339009170 技術・工学 技術・工学
4895 フリーソフトを用いた音声処理の実際 石井直樹 コロナ社 201812 9784339009163 技術・工学 技術・工学
4896 電気接触現象とその表面・界面 玉井輝雄 コロナ社 201905 9784339009200 技術・工学 技術・工学
4897 身体運動とロボティクス 川村貞夫【編著】 コロナ社 201905 9784339045291 技術・工学 技術・工学
4898 ゼロからわかる回路シミュレータPSIM入門 日本パワーエレクトロニクス協会【編】 コロナ社 201906 9784339009217 技術・工学 技術・工学
4899 フォトニクスの基礎 榎原晃 コロナ社 201906 9784339009224 技術・工学 技術・工学
4900 FPGA時代に学ぶ集積回路のしくみ 宇佐美公良 コロナ社 201906 9784339009248 技術・工学 技術・工学
4901 画像情報処理の基礎 田中敏幸 コロナ社 201906 9784339028959 技術・工学 技術・工学
4902 ネットワーク化制御 永原正章【編著】 コロナ社 201908 9784339032277 技術・工学 技術・工学
4903 MATLABで学ぶ実践画像・音声処理入門 伊藤克亘 コロナ社 201909 9784339009255 技術・工学 技術・工学
4904 新SI対応　ディジタル時代の電気電子計測基礎　改訂版 松本佳宣 コロナ社 202002 9784339009309 技術・工学 技術・工学
4905 電気・電子計測工学　改訂版 吉澤昌純【編著】 コロナ社 202003 9784339012156 技術・工学 技術・工学
4906 Pythonで学ぶフーリエ解析と信号処理 神永正博 コロナ社 202009 9784339009378 技術・工学 技術・工学
4907 トモダチ作戦の最前線 磯部晃一 彩流社 201908 9784779126031 技術・工学 技術・工学
4908 基礎電気材料 柳井久義 実教出版 197602 9784407021608 技術・工学 技術・工学
4909 信号理論の基礎 高橋進一　：　中川正雄 実教出版 197609 9784407021691 技術・工学 技術・工学
4910 電波工学の基礎 本郷広平 実教出版 198310 9784407022384 技術・工学 技術・工学
4911 電気・電子製図　改訂版 狩集住義　：　久保嘉之　：　中沢仁【編】 実教出版 198801 9784407022728 技術・工学 技術・工学
4912 電気・電子計測入門　新版 中本高道 実教出版 201210 9784407325768 技術・工学 技術・工学
4913 電気理論基礎　．　１ 小川義雄　：　堀田栄喜【監修】 実教出版 201409 9784407335361 技術・工学 技術・工学
4914 電気理論基礎　．　２ 小川義雄　：　堀田栄喜【監修】 実教出版 201409 9784407335378 技術・工学 技術・工学
4915 電気・電子入門 佐竹一郎【監修】　：　末森保志【監修】 実教出版 201409 9784407335385 技術・工学 技術・工学
4916 メカトロニクス入門 舟橋宏明　：　岩附信行 実教出版 201410 9784407335446 技術・工学 技術・工学
4917 電気製図入門 大平典男　：　岡本裕生 実教出版 201410 9784407335460 技術・工学 技術・工学
4918 文系でもわかる電気回路　第2版 山下明 翔泳社 201701 9784798150765 技術・工学 技術・工学
4919 図解まるわかり サーバーのしくみ 西村泰洋 翔泳社 201904 9784798160054 技術・工学 技術・工学
4920 独習Ruby on Rails 小餅良介 翔泳社 201906 9784798160689 技術・工学 技術・工学
4921 絵で見てわかる量子コンピュータの仕組み 宇津木健【著】 翔泳社 201907 9784798157467 技術・工学 技術・工学
4922 入門Node.jsプログラミング ジョナサン・ウェクスラー【著】 翔泳社 201909 9784798158624 技術・工学 技術・工学
4923 New Python2年生 スクレイピングのしくみ 森巧尚 翔泳社 201910 9784798161914 技術・工学 技術・工学
4924 New 動かして学ぶ！Python Django開発入門 大高隆 翔泳社 201912 9784798162508 技術・工学 技術・工学
4925 New Pythonで動かして学ぶ！あたらしいIoTの教科書 VOST 翔泳社 202003 9784798162492 技術・工学 技術・工学
4926 僕がロボットをつくる理由　：　未来の生き方を日常からデザインする 石黒浩 世界思想社 201803 9784790717089 技術・工学 技術・工学
4927 インターネット動画メディア論 辻泰明 大学教育出版 201911 9784866920467 技術・工学 技術・工学
4928 中国に生きる日米生産システム　：　半導体生産システムの国際移転の比較分析 苑志佳 東京大学出版会 200102 4130460676 技術・工学 技術・工学
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4929 解説電気回路の解き方　改訂新版 田中謙一郎 東京電機大学出版局 197703 9784501003104 技術・工学 技術・工学
4930 入門電気計測 大熊栄作 東京電機大学出版局 197902 9784501007409 技術・工学 技術・工学
4931 交流理論 東京電機大学【編】 東京電機大学出版局 197903 9784501102005 技術・工学 技術・工学
4932 電気機器の入門　改訂版 磯部直吉 東京電機大学出版局 198102 9784501009403 技術・工学 技術・工学
4933 直流機・パワーエレクトロニクス・材料 高橋正躬　：　野口剛　：　藤原謙二 東京電機大学出版局 198411 9784501100605 技術・工学 技術・工学
4934 衛星通信　：　最新衛星・ディジタル通信・将来の展望 宮内一洋　：　更田博昭　：　山本平一 東京電機大学出版局 198510 9784501311100 技術・工学 技術・工学
4935 電気用数学　新訂版　：　微分・積分の基礎 須川哲雄 東京電機大学出版局 198711 9784501611200 技術・工学 技術・工学
4936 電気用数学　新訂版　：　複素数・三角の基礎　．　２ 須川哲雄 東京電機大学出版局 198809 9784501611903 技術・工学 技術・工学
4937 電気材料　改訂新版　：　新材料利用の方向づけ 田中政直 東京電機大学出版局 198905 9784501103705 技術・工学 技術・工学
4938 電気計測　第３版　：　新テキスト 三好正二 東京電機大学出版局 199005 9784501103507 技術・工学 技術・工学
4939 電気基礎　：　直流回路・電気磁気・基本交流回路　詳解付　．　上 川島純一　：　斎藤広吉 東京電機大学出版局 199404 9784501105907 技術・工学 技術・工学
4940 電気基礎　：　交流回路・基本電気計測　詳解付　．　下 津村栄一　：　宮崎登　：　菊池諒 東京電機大学出版局 199404 9784501106003 技術・工学 技術・工学
4941 よくわかる電子基礎　：　電気と電子の基礎知識 秋富勝【監修】　：　菅原彪【監修】 東京電機大学出版局 199407 9784501316907 技術・工学 技術・工学
4942 演習電気基礎　．　上 電気基礎研究会【編】 東京電機大学出版局 199407 9784501106102 技術・工学 技術・工学
4943 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 199407 9784501106300 技術・工学 技術・工学
4944 演習電気基礎　．　下 電気基礎研究会【編】 東京電機大学出版局 199502 9784501106201 技術・工学 技術・工学
4945 図解電子回路の基礎　第３版　：　ポイントスタディ 秋冨勝 東京電機大学出版局 199504 9784501301507 技術・工学 技術・工学
4946 未来のエンジニアに贈るメカトロニクスガイド 見〓正行　：　小峯龍男 東京電機大学出版局 199803 9784501414405 技術・工学 技術・工学
4947 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 199902 9784501616502 技術・工学 技術・工学
4948 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 200007 9784501109103 技術・工学 技術・工学
4949 ディジタル移動通信方式　第２版　：　基本技術からＩＭＴ－２０００まで 山内雪路 東京電機大学出版局 200012 9784501321703 技術・工学 技術・工学
4950 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 200202 9784501322304 技術・工学 技術・工学
4951 電波法規　第２版 吉川忠久 東京電機大学出版局 200711 9784501326005 技術・工学 技術・工学
4952 シリコン貫通電極ＴＳＶ　：　半導体の高機能化技術 伝田精一 東京電機大学出版局 201104 9784501328009 技術・工学 技術・工学
4953 フォトマスク　：　電子部品製造の基幹技術 田辺功　：　竹花洋一　：　法元盛久 東京電機大学出版局 201104 9784501328207 技術・工学 技術・工学
4954 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 201504 9784501117108 技術・工学 技術・工学
4955 制御工学の基礎 足立修一 東京電機大学出版局 201604 9784501117504 技術・工学 技術・工学
4956 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 東京電機大学出版局 201604 9784501331801 技術・工学 技術・工学
4957 「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 201702 9784501420000 技術・工学 技術・工学
4958 詳解電力系統工学 加藤政一 東京電機大学出版局 201706 9784501117702 技術・工学 技術・工学
4959 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 201809 9784501333003 技術・工学 技術・工学
4960 電気基礎　新版　：　直流回路・電気磁気・基本交流回路　．　上 東京電機大学【編】　：　川島純一　：　斎藤広吉【共著】 東京電機大学出版局 201903 9784501118006 技術・工学 技術・工学
4961 電気基礎　新版　：　交流回路・基本電気計測　．　下 東京電機大学【編】　：　津村栄一　：　宮〓登 東京電機大学出版局 201903 9784501118105 技術・工学 技術・工学
4962 ＩＣＴ・ＩｏＴのためのアンテナ工学 川上春夫　：　田口光雄【共著】 東京電機大学出版局 201903 9784501333409 技術・工学 技術・工学
4963 詳解　同期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 201906 9784501118204 技術・工学 技術・工学
4964 たのしくできる　深層学習＆深層強化学習による電子工作　Chainer編 牧野浩二 東京電機大学出版局 202003 9784501333805 技術・工学 技術・工学
4965 図解　シーケンス制御の考え方・読み方　第5版 大浜庄司 東京電機大学出版局 202003 9784501118402 技術・工学 技術・工学
4966 再生可能エネルギー主力電源化と電力システム改革の政治経済学 長山浩章 東洋経済新報社 202002 9784492800898 技術・工学 技術・工学
4967 決定版　5G 片桐広逸 東洋経済新報社 202006 9784492581162 技術・工学 技術・工学
4968 日本地域電化史論 西野寿章 日本経済評論社 202003 9784818825574 技術・工学 技術・工学
4969 ファ－ウェイの技術と経営 今道幸夫 白桃書房 201710 4561267018 技術・工学 技術・工学
4970 原子力発電企業と事業経営　：　東日本大震災と福島原発事故から学ぶ 小笠原英司　：　藤沼司【編著】 文眞堂 201609 9784830949050 技術・工学 技術・工学
4971 原発推進者の無念　：　避難所生活で考え直したこと 北村俊郎 平凡社 201110 4582856098 技術・工学 技術・工学
4972 ドキュメント　テレビは原発事故をどう伝えたのか 伊藤守 平凡社 201203 4582856314 技術・工学 技術・工学
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4973 日本はなぜ脱原発できないのか　：　「原子力村」という利権 小森敦司 平凡社 201602 4582858031 技術・工学 技術・工学
4974 「脱原発」への攻防　：　追いつめられる原子村 小森敦司 平凡社 201802 4582858678 技術・工学 技術・工学
4975 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 202004 9784839971069 技術・工学 技術・工学
4976 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 202006 9784839973001 技術・工学 技術・工学
4977 電気理論　第２版 池田哲夫（電気・電子工学） 森北出版 200612 9784627723122 技術・工学 技術・工学
4978 基礎から学ぶコンピュータアーキテクチャ 遠藤敏夫 森北出版 200805 9784627847910 技術・工学 技術・工学
4979 例題で学ぶ半導体デバイス入門 樋口英世 森北出版 201009 9784627774117 技術・工学 技術・工学
4980 電気電子数学入門 森武昭　：　奥村万規子　：　武尾英哉 森北出版 201010 9784627734715 技術・工学 技術・工学
4981 よくわかる電気機器 森本雅之 森北出版 201203 9784627743311 技術・工学 技術・工学
4982 電気・電子計測　第３版 阿部武雄　：　村山実 森北出版 201211 9784627705432 技術・工学 技術・工学
4983 半導体工学　第３版　：　半導体物性の基礎 高橋清　：　山田陽一 森北出版 201310 9784627710436 技術・工学 技術・工学
4984 基礎電気回路　第３版　．　１ 有馬泉　：　岩崎晴光 森北出版 201406 9784627731837 技術・工学 技術・工学
4985 電気回路の基礎　第３版 西巻正郎　：　森武昭　：　荒井俊彦 森北出版 201412 9784627732537 技術・工学 技術・工学
4986 電気回路の基礎　第３版　．　続 西巻正郎　：　下川博文　：　奥村万規子 森北出版 201412 9784627733039 技術・工学 技術・工学
4987 大学１年生のための電気数学　第２版　：　電気回路・電磁気学の基礎数学 高木浩一　：　猪原哲　：　佐藤秀則 森北出版 201412 9784627734623 技術・工学 技術・工学
4988 電気回路を理解する　第２版 小沢孝夫 森北出版 201508 9784627712126 技術・工学 技術・工学
4989 例題で学ぶ基礎電気回路 秋山いわき 森北出版 201510 9784627786516 技術・工学 技術・工学
4990 例題で学ぶやさしい電気回路　新装版　．　直流編 堀浩雄 森北出版 201511 9784627735323 技術・工学 技術・工学
4991 例題で学ぶやさしい電気回路　新装版　．　交流編 堀浩雄 森北出版 201511 9784627735422 技術・工学 技術・工学
4992 オペアンプからはじめる電子回路入門　第２版 別府俊幸　：　福井康裕 森北出版 201602 9784627761124 技術・工学 技術・工学
4993 集積回路工学 安永守利 森北出版 201610 9784627775718 技術・工学 技術・工学
4994 コンピュータアーキテクチャ 成瀬正 森北出版 201611 9784627810914 技術・工学 技術・工学
4995 情報通信ネットワークの基礎　：　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｅｔｗｏｒｋ 宇野新太郎 森北出版 201612 9784627853614 技術・工学 技術・工学
4996 基礎電気回路　第２版　新装版　：　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｃｉｒｃｕｉｔ 伊佐弘　：　谷口勝則　：　岩井嘉男 森北出版 201701 9784627732933 技術・工学 技術・工学
4997 過渡現象の基礎　第２版　：　Ｔｈｅ　ｂａｓｉｃｓ　ｏｆ　ｔｒａｎｓｉｅｎｔ　ｐｈｅｎｏｍｅｎａ 吉岡芳夫　：　作道訓之　：　大澤直樹 森北出版 201701 9784627735521 技術・工学 技術・工学
4998 電気エネルギー工学　新装版　：　発電から送配電まで 八坂保能【編著】　：　竹野　裕正　：　米森秀登 森北出版 201704 9784627742925 技術・工学 技術・工学
4999 入門　ロボット工学　：　Ｐｒｉｍｅｒ　ｏｆ　ｒｏｂｏｔｉｃｓ 高田洋吾 森北出版 201710 9784627625211 技術・工学 技術・工学
5000 エッセンシャル電気回路　第２版　：　工学のための基礎演習 安居院猛　：　吉村和昭　：　倉持内武 森北出版 201711 9784627735620 技術・工学 技術・工学
5001 例題と演習で学ぶ電気回路　第２版 服藤憲司 森北出版 201711 9784627735828 技術・工学 技術・工学
5002 例題と演習で学ぶ続・電気回路　第２版 服藤憲司 森北出版 201711 9784627735927 技術・工学 技術・工学
5003 通信ネットワーク概論 左貝潤一 森北出版 201808 9784627776111 技術・工学 技術・工学
5004 電子回路（第２版）新装版 桜庭一郎　：　熊耳忠 森北出版 201812 9784627705333 技術・工学 技術・工学
5005 送配電の基礎（第２版） 山口　純一　：　中村　格　：　湯地　敏史【共著】 森北出版 201901 9784627741928 技術・工学 技術・工学
5006 基礎からの過渡現象 柴田尚志 森北出版 201907 9784627786714 技術・工学 技術・工学
5007 基礎電子工学　第２版 藤本晶 森北出版 201908 9784627774322 技術・工学 技術・工学
5008 自動制御理論　新装版 樋口龍雄 森北出版 201910 9784627726420 技術・工学 技術・工学
5009 電気・電子計測　第４版 阿部武雄　：　村山実 森北出版 201911 9784627705449 技術・工学 技術・工学
5010 図解 コンピュータアーキテクチャ入門　第3版 堀桂太郎 森北出版 201912 9784627829039 技術・工学 技術・工学
5011 MATLAB/Simulinkによる制御工学入門 川田昌克 森北出版 202002 9784627787018 技術・工学 技術・工学
5012 よくわかる電気機器　第2版 森本雅之 森北出版 202006 9784627743328 技術・工学 技術・工学
5013 例題と演習で学ぶ 基礎電気回路 服藤憲司 森北出版 202009 9784627787117 技術・工学 技術・工学
5014 パワーエレクトロニクス 佐久川貴志 森北出版 202011 9784627770614 技術・工学 技術・工学
5015 インターネット法 松井茂記 有斐閣 201512 9784641125834 技術・工学 技術・工学
5016 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 201603 9784641164697 技術・工学 技術・工学
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5017 今こそ問う　水力発電の価値 角哲也 技報堂出版 201911 9784765518666 技術・工学 技術・工学
5018 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 李慧敏 早稲田大学出版部 201809 9784657188045 技術・工学 技術・工学
5019 ジャイロセンサ技術　：　ポイント解説 多摩川精機株式会社 東京電機大学出版局 201104 9784501115500 技術・工学 技術・工学
5020 真説　鉄砲伝来 宇田川武久 平凡社 200610 4582853463 技術・工学 技術・工学
5021 江戸の砲術師たち 宇田川武久 平凡社 201002 4582855121 技術・工学 技術・工学
5022 世界が隠蔽した日本の核実験成功 矢野義昭 勉誠出版 201910 9784585222583 技術・工学 技術・工学
5023 日本石炭産業の戦後史　：　市場構造変化と企業行動 島西智輝 慶應義塾大学出版会 201112 9784766418873 技術・工学 技術・工学
5024 日本鉄鋼業の光と影 藤田昭夫　：　男澤一郎　：　王建鋼 勁草書房 201411 9784326598717 技術・工学 技術・工学
5025 軽合金材料 里達雄 コロナ社 201108 9784339046144 技術・工学 技術・工学
5026 ドライプロセスによる表面処理・薄膜形成の基礎 一般社団法人表面技術協会【編】 コロナ社 201305 9784339046311 技術・工学 技術・工学
5027 溶射技術とその応用　：　耐熱性・耐摩耗性・耐食性の実現のために 園家啓嗣 コロナ社 201309 9784339046342 技術・工学 技術・工学
5028 ドライプロセスによる表面処理・薄膜形成の応用 一般社団法人表面技術協会【編】 コロナ社 201612 9784339046502 技術・工学 技術・工学
5029 戦後日本鉄鋼業発展のダイナミズム 上岡一史 日本経済評論社 200502 9784818817258 技術・工学 技術・工学
5030 日本を彩る香りの記憶 内野花 大阪大学出版会 201901 9784872596366 技術・工学 技術・工学
5031 戦後日本重化学工業の構造分析 吉田三千雄 大月書店 201109 9784272102464 技術・工学 技術・工学
5032 マニラ・ガレオン貿易　：　陶磁器の太平洋貿易圏 宮田絵津子 慶應義塾大学出版会 201711 4766424719 技術・工学 技術・工学
5033 えっ! そうなの?!　私たちを包み込む化学物質 浦野紘平 コロナ社 201801 9784339066432 技術・工学 技術・工学
5034 化学プロセス工学 小野木　克明　：　田川　智彦　：　小林　敬幸 裳華房 200711 9784785332198 技術・工学 技術・工学
5035 有機工業化学 井上　祥平 裳華房 200809 9784785332228 技術・工学 技術・工学
5036 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 201105 9784501626907 技術・工学 技術・工学
5037 晶析工学 久保田徳昭【編著】 東京電機大学出版局 201610 9784501630102 技術・工学 技術・工学
5038 基礎からわかる化学工学 石井宏幸 森北出版 202004 9784627246010 技術・工学 技術・工学
5039 酒の科学 吉澤淑【編】 朝倉書店 199502 9784254430370 技術・工学 技術・工学
5040 近代日本のフードチェーン　：　海外展開と地理学 荒木一視 海青社 201803 9784860993269 技術・工学 技術・工学
5041 醤油醸造業と地域の工業化　：　高梨兵左衛門家の研究 高梨本家（上花輪歴史館）【監修】　：　井奥成彦　：　中西聡【編著】 慶應義塾大学出版会 201606 4766423496 技術・工学 技術・工学
5042 ファッションロー 角田政芳　：　関真也 勁草書房 201709 9784326403363 技術・工学 技術・工学
5043 お酒のはなし　：　お酒は料理を美味しくする 吉澤　淑 裳華房 201707 9784785351229 技術・工学 技術・工学
5044 ワンカップ大関は、なぜ、トップを走り続けることができるのか？　：　日本酒の歴史を変えたマーケティング戦略 ダイヤモンド・ビジネス企画【編著】 ダイヤモンド社 201410 4478083592 技術・工学 技術・工学
5045 企業成長と価格行動　：　キリンビールのマーケティング戦略 後藤一郎 千倉書房 201706 9784805111116 技術・工学 技術・工学
5046 ＳＨＯＥ　ＤＯＧ（シュードッグ）　：　靴にすべてを。 フィル・ナイト　：　大田黒奉之【訳】 東洋経済新報社 201711 4492046178 技術・工学 技術・工学
5047 ワインが語るフランスの歴史 山本博 白水社 200905 4560721033 技術・工学 技術・工学
5048 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 201507 9784830948695 技術・工学 技術・工学
5049 闘う純米酒　新版　：　神亀ひこ孫物語 上野敏彦 平凡社 201209 4582767710 技術・工学 技術・工学
5050 だしの科学 的場輝佳　：　外内尚人【編】 朝倉書店 201705 9784254435542 技術・工学 技術・工学
5051 私のすまいろん　：　立松久昌が編んだ２１のすまいの物語 住宅総合研究財団機関誌『すまいろん』編集委員会【編】 建築資料研究社 200412 9784874608555 技術・工学 技術・工学
5052 おいしさの表現辞典　新装版 川端晶子 東京堂出版 201612 9784490108842 技術・工学 技術・工学
5053 ごはん通 嵐山光三郎 平凡社 200009 4582763596 技術・工学 技術・工学
5054 現代インドにおける地方の発展　：　ウッタラーカンド州の挑戦 岡橋秀典【編著】 海青社 201404 9784860992873 社会科学 産業･商業
5055 産業遺産ＪＡＰＡＮ 前畑洋平 創元社 201611 9784422701028 社会科学 産業･商業
5056 地域マネジメント草書 白井信雄 大学教育出版 201909 9784866920429 社会科学 産業･商業
5057 中世民衆の生業と技術 網野善彦 東京大学出版会 200102 4130201301 社会科学 産業･商業
5058 ギフト・ショー　創造と進化の奇跡 芳賀信享 東洋経済新報社 202010 9784492961834 社会科学 産業･商業
5059 備後福山の社会経済史 張楓【編著】 日本経済評論社 202002 9784818825499 社会科学 産業･商業
5060 中国の地域開発政策の変容 穆尭? 日本評論社 201903 9784535559462 社会科学 産業･商業
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5061 中国　創造大国への道　：　ビジネス最前線に迫る 服部健治　：　湯浅健司　：　日本経済研究センター【編著】 文眞堂 201806 9784830949999 社会科学 産業･商業
5062 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【編著】 文眞堂 201901 9784830950131 社会科学 産業･商業
5063 地域マーケティングのコンテクスト転換　：　コンステレーションのためのＳＳＲモデル 地域デザイン学会【監】　：　原田保　：　石川和男 学文社 201908 9784762029264 社会科学 産業･商業
5064 日本の産業と企業 橘川武郎 有斐閣 201412 9784641220355 社会科学 産業･商業
5065 博覧会と明治の日本 國雄行 吉川弘文館 201006 9784642056984 社会科学 産業･商業
5066 ゴマの科学 並木満夫　：　小林貞作【編】 朝倉書店 198910 9784254430295 社会科学 産業･商業
5067 茶の科学 村松敬一郎【編】 朝倉書店 199103 9784254430318 社会科学 産業･商業
5068 大豆の科学 山内文男　：　大久保一良【編】 朝倉書店 199206 9784254430332 社会科学 産業･商業
5069 小麦の科学 長尾精一【編】 朝倉書店 199502 9784254430387 社会科学 産業･商業
5070 米の科学 竹生新治郎【監修】　：　石谷孝佑　：　大坪研一【編】 朝倉書店 199509 9784254430394 社会科学 産業･商業
5071 トウモロコシの科学 貝沼圭二　：　中久喜輝夫　：　大坪研一【編】 朝倉書店 200902 9784254430745 社会科学 産業･商業
5072 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 201501 9784254400229 社会科学 産業･商業
5073 ゴマの機能と科学 並木満夫　：　福田靖子　：　田代亨【編】 朝倉書店 201501 9784254435467 社会科学 産業･商業
5074 飼料・緑肥作物の栽培と利用 日本作物学会「作物栽培大系」編集委員会【監修】　：　大門弘幸　：　奥村健治【編】 朝倉書店 201704 9784254415087 社会科学 産業･商業
5075 遺伝学の基礎　第２版 北柴大泰　：　西尾剛【編著】 朝倉書店 201809 9784254405491 社会科学 産業･商業
5076 農業経済学　第5版 荏開津典生 岩波書店 202003 9784000289221 社会科学 産業･商業
5077 日本のため池　：　防災と環境保全 内田和子 海青社 200310 9784860992095 社会科学 産業･商業
5078 Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ　ｆｏｒ　Ｈｕｍａｎ　Ｓｕｓｔａｉｎａｂｉｌｉｔｙ 北海道大学大学院農学研究院【編】 海青社 201207 9784860992835 社会科学 産業･商業
5079 中国変容論　：　食の基盤と環境 元木靖 海青社 201305 9784860992958 社会科学 産業･商業
5080 中国の水土流失　：　史的展開と現代中国における転換点 松永光平 勁草書房 201307 9784326348954 社会科学 産業･商業
5081 農業保護政策の起源　：　近代日本の農政１８７４～１９４５ 佐々田博教 勁草書房 201811 9784326351770 社会科学 産業･商業
5082 多機能化する農村のジレンマ 市川康夫 勁草書房 202001 9784326200603 社会科学 産業･商業
5083 土中環境 高田宏臣 建築資料研究社 202006 9784863587007 社会科学 産業･商業
5084 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 201811 9784864299893 社会科学 産業･商業
5085 農ある世界と地方の眼力2 小松泰信 大学教育出版 201912 9784866920498 社会科学 産業･商業
5086 大豆と人間の歴史 クリスティン・デュボワ【著】 築地書館 201910 9784806715894 社会科学 産業･商業
5087 農地転用論　：　ドイツにおける農地の計画的保全と都市 高橋寿一 東京大学出版会 200101 413036118X 社会科学 産業･商業
5088 ナチス期の農業政策研究　：　穀物調達措置の導入と食糧危機の発生　．　１９３４－３６ 古内博行 東京大学出版会 200312 4130460773 社会科学 産業･商業
5089 農村開発金融論　：　アジアの経験と経済発展 泉田洋一 東京大学出版会 200312 413046079X 社会科学 産業･商業
5090 日本農村の女性たち　：　抑圧と差別の歴史 光岡浩二 日本経済評論社 200110 9784818813588 社会科学 産業･商業
5091 防長米改良と米穀検査：米穀市場の形成と産地（１８９０年代～１９１０年代）　：　米穀市場の形成と産地（１８９０年代～１９１０年代） 大豆生田稔 日本経済評論社 201601 4818824143 社会科学 産業･商業
5092 自由貿易下における農業・農村の再生：小さき人々による挑戦　：　小さき人々による挑戦 高崎経済大学地域科学研究所【編】 日本経済評論社 201603 4818824208 社会科学 産業･商業
5093 フードシステム革新のニューウェーブ 佐藤和憲【編修】　：　斎藤修【監修】 日本経済評論社 201603 9784818824218 社会科学 産業･商業
5094 幕末・明治の茶業と日米交流 櫻井良樹【編著】 日本経済評論社 202008 9784818825628 社会科学 産業･商業
5095 都市農業経営論 八木洋憲 日本経済評論社 202010 9784818825659 社会科学 産業･商業
5096 経済発展における共同体・国家・市場 加治佐敬 日本評論社 202002 9784535559301 社会科学 産業･商業
5097 New 買い物弱者問題への多面的アプローチ 吾郷貴紀【編著】 白桃書房 201903 9784561662310 社会科学 産業･商業
5098 農山漁村地域で働き生きるための経営学入門　：　地域住民の満足と地域づくり戦略 齊藤毅憲　：　渡辺峻【編著】 文眞堂 201806 9784830949906 社会科学 産業･商業
5099 自殺する種子　：　アグロバイオ企業が食を支配する 安田節子 平凡社 200906 4582854699 社会科学 産業･商業
5100 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 201605 464208293X 社会科学 産業･商業
5101 総力戦体制下の満洲農業移民 玉真之介 吉川弘文館 201608 464203854X 社会科学 産業･商業
5102 番茶と日本人 中村羊一郎 吉川弘文館 201710 9784642754460 社会科学 産業･商業
5103 中世の喫茶文化　：　儀礼の茶から「茶の湯」へ 橋本素子 吉川弘文館 201802 9784642058612 社会科学 産業･商業
5104 地域再生の論理と主体形成 柏雅之【編著】 早稲田大学出版部 201910 9784657197016 社会科学 産業･商業
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5105 在来野草による緑化ハンドブック 根本正之 朝倉書店 202005 9784254420425 社会科学 産業･商業
5106 Ｈ・フォン・ザーリッシュ　森林美学 ウォルター・Ｌ・クック・Ｊｒ．　：　ドリス・ヴェーラウ【英訳・解説】　：　小池孝 海青社 201806 9784860992590 社会科学 産業･商業
5107 水琴窟の話　：　水滴（シークレットサウンズ）の余情を庭に楽しむ 龍居庭園研究所【編】 建築資料研究社 199008 9784874602560 社会科学 産業･商業
5108 竹垣の話　：　庭垣の竹の扱いを楽しむ 龍居庭園研究所【編】 建築資料研究社 199012 9784874602584 社会科学 産業･商業
5109 おりおりの庭園論　：　庭を通して日本の文化を考える 龍居竹之介 建築資料研究社 199105 9784874602942 社会科学 産業･商業
5110 枯山水の話　：　水無くして水を楽しむ庭 龍居庭園研究所【編】 建築資料研究社 199111 9784874603154 社会科学 産業･商業
5111 石燈籠の話　：　庭を彩る添景物の美しさ 龍居庭園研究所【編】 建築資料研究社 199210 9784874603567 社会科学 産業･商業
5112 歩くことが楽しくなる飛石・敷石作法 龍居庭園研究所【編】 建築資料研究社 200212 9784874607787 社会科学 産業･商業
5113 身も心も清める水の力蹲踞作法 龍居庭園研究所【編】 建築資料研究社 200310 9784874608067 社会科学 産業･商業
5114 結ぶ／塗る・突き固める垣根・土塀作法 龍居庭園研究所【編】 建築資料研究社 200406 9784874608173 社会科学 産業･商業
5115 石組作法　：　石と意志の組み合わせ 龍居庭園研究所【編】 建築資料研究社 200411 9784874608418 社会科学 産業･商業
5116 植栽作法　：　木は気を植える 龍居庭園研究所【編】 建築資料研究社 200510 9784874608654 社会科学 産業･商業
5117 改訂新版　目で見る庭のロープワーク 右田順三【編著】　：　龍居庭園研究所【監修】 建築資料研究社 200805 9784874609859 社会科学 産業･商業
5118 和の庭図案集 建築資料研究社出版部【編】 建築資料研究社 201108 9784863580817 社会科学 産業･商業
5119 水と庭の精神　大北望庭園作品集 大北望【著】　：　信原修【写真】 建築資料研究社 201109 9784863581272 社会科学 産業･商業
5120 ルネサンス庭園の精神史 桑木野幸司 白水社 201907 9784560097113 社会科学 産業･商業
5121 花ことば　上　：　花の象徴とフォークロア　．　１ 春山行夫 平凡社 199607 4582761542 社会科学 産業･商業
5122 花ことば　下　：　花の象徴とフォークロア　．　２ 春山行夫 平凡社 199608 4582761577 社会科学 産業･商業
5123 私だけの庭を作る　：　工夫を楽しむ庭仕事入門 荒井章 平凡社 200409 4582852424 社会科学 産業･商業
5124 江戸東京野菜の物語 大竹道茂 平凡社 202003 9784582859379 社会科学 産業･商業
5125 図説 果物の大図鑑 日本果樹種苗協会 マイナビ出版 201610 9784839953843 社会科学 産業･商業
5126 養蚕と蚕神 沢辺満智子 慶應義塾大学出版会 202002 9784766426441 社会科学 産業･商業
5127 近代資本主義の組織　：　製糸業の発展における取引の統治と生産の構造 中林真幸 東京大学出版会 200306 4130460757 社会科学 産業･商業
5128 富岡製糸場と群馬の蚕糸業 高崎経済大学地域科学研究所　【編】 日本経済評論社 201603 4818824232 社会科学 産業･商業
5129 New 飼いならす アリス・ロバーツ【著】 明石書店 202010 9784750350851 社会科学 産業･商業
5130 畜産加工　（改訂版） 細野明義　：　鈴木敦士 朝倉書店 198910 9784254405033 社会科学 産業･商業
5131 乳の科学 上野川修一【編】 朝倉書店 199603 9784254430400 社会科学 産業･商業
5132 肉の科学 沖谷明紘【編】 朝倉書店 199605 9784254430417 社会科学 産業･商業
5133 動物微生物学 明石博臣　：　木内明夫　：　原澤亮 朝倉書店 200804 9784254460285 社会科学 産業･商業
5134 ブタの科学 鈴木啓一【編】 朝倉書店 201403 9784254455021 社会科学 産業･商業
5135 ニワトリの科学 古瀬充宏【編】 朝倉書店 201407 9784254455045 社会科学 産業･商業
5136 ヤギの科学 中西良孝【編】 朝倉書店 201410 9784254455038 社会科学 産業･商業
5137 ヒツジの科学 田中智夫【編】 朝倉書店 201503 9784254455052 社会科学 産業･商業
5138 肉の機能と科学 松石昌典　：　西邑隆徳　：　山本克博【編】 朝倉書店 201504 9784254435504 社会科学 産業･商業
5139 乳の科学 上野川修一【編】 朝倉書店 201511 9784254435535 社会科学 産業･商業
5140 改訂　獣医生化学 横田博　：　木村和弘　：　志水泰武【編】 朝倉書店 201604 9784254460353 社会科学 産業･商業
5141 ウマの科学 近藤誠司【編】 朝倉書店 201609 9784254455069 社会科学 産業･商業
5142 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 201803 4272330918 社会科学 産業･商業
5143 動物保護入門　：　ドイツとギリシャに学ぶ共生の未来 浅川千尋　：　有馬めぐむ 世界思想社 201804 9784790717188 社会科学 産業･商業
5144 ドイツの犬はなぜ吠えない？ 福田直子 平凡社 200701 4582853595 社会科学 産業･商業
5145 イギリス肉食革命　：　胃袋から生まれた近代 越智敏之 平凡社 201803 4582858686 社会科学 産業･商業
5146 愛犬の日本史 桐野作人 平凡社 202007 9784582859508 社会科学 産業･商業
5147 造林学　（第四版） 丹下健　：　小池孝良【編】 朝倉書店 201608 9784254470512 社会科学 産業･商業
5148 森への働きかけ　：　森林美学の新体系構築に向けて 湊克之　：　小池孝良　：　芝正己 海青社 201011 9784860992361 社会科学 産業･商業
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5149 広葉樹資源の管理と活用 鳥取大学広葉樹研究刊行会【編】　：　古川郁夫　：　日置佳之 海青社 201101 9784860992583 社会科学 産業･商業
5150 早生樹　：　産業植林とその利用 岩崎誠　：　坂志朗　：　藤間剛 海青社 201208 9784860992675 社会科学 産業･商業
5151 樹木医学の基礎講座 樹木医学会【編】 海青社 201412 9784860992972 社会科学 産業･商業
5152 森林環境マネジメント　：　司法・行政・企業の視点から 小林紀之 海青社 201503 9784860993047 社会科学 産業･商業
5153 森林教育 大石康彦　：　井上真理子　【編著】 海青社 201503 9784860992859 社会科学 産業･商業
5154 クリと日本文明 元木靖 海青社 201508 9784860993016 社会科学 産業･商業
5155 環境を守る森をしらべる 原田洋　：　鈴木伸一　：　林寿則 海青社 201807 9784860993382 社会科学 産業･商業
5156 里山里海　：　生きるための知恵と作法、循環型の暮らし 養父志乃夫 勁草書房 201605 432665399X 社会科学 産業･商業
5157 樹に聴く 清和研二 築地書館 201910 9784806715900 社会科学 産業･商業
5158 植栽による択伐林で日本の森林改善 梶原幹弘 築地書館 202005 9784806716013 社会科学 産業･商業
5159 地域林業のすすめ 青木健太郎 築地書館 202007 9784806716037 社会科学 産業･商業
5160 森林異変　：　日本の林業に未来はあるか 田中淳夫 平凡社 201104 4582855830 社会科学 産業･商業
5161 魚の科学 鴻巣章二【監修】　：　阿部宏喜　：　福家眞也【編】 朝倉書店 199410 9784254430363 社会科学 産業･商業
5162 塩の科学 橋本壽夫　：　村上正祥 朝倉書店 200306 9784254430721 社会科学 産業･商業
5163 生物機能による環境修復　：　水産におけるＢｉｏｒｅｍｅｄｉａｔｉｏｎは可能か 石田祐三郎　：　日野明徳【編】　：　日本水産学会【監修】 恒星社厚生閣 199610 9784769908319 社会科学 産業･商業
5164 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 201703 4585260013 社会科学 産業･商業
5165 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 201702 4642083057 社会科学 産業･商業
5166 消費者行動のモデル 小川孔輔【監修】　：　木戸茂【著】 朝倉書店 201407 9784254295030 社会科学 産業･商業
5167 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 守口剛　：　佐藤栄作【編著】 朝倉書店 201411 9784254295054 社会科学 産業･商業
5168 マーケティングの統計モデル 佐藤忠彦 朝倉書店 201508 9784254128536 社会科学 産業･商業
5169 行商研究　：　移動就業行動の地理学 中村周作 海青社 200910 9784860992231 社会科学 産業･商業
5170 近世江戸商業史の研究 賀川隆行 大阪大学出版会 201202 4872593928 社会科学 産業･商業
5171 築地移転の闇をひらく 中澤　誠　：　水谷和子　：　宇都宮健児 大月書店 201612 4272330896 社会科学 産業･商業
5172 Rによるデータ駆動マーケティング 豊田 裕貴【著】 オーム社 201701 9784274219689 社会科学 産業･商業
5173 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【著】 オーム社 201802 4274221822 社会科学 産業･商業
5174 New AI・データ分析モデルのレシピ 漆畑充【編著】 オーム社 202106 9784274227240 社会科学 産業･商業
5175 データサイエンティスト・ハンドブック 丸山　宏　：　山田　敦　：　神谷　直樹【共著】 近代科学社 201508 9784764904903 社会科学 産業･商業
5176 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 201906 9784764905917 社会科学 産業･商業
5177 ブランディング・ファースト 宮村岳志 クロスメディア・パブリッシング 202005 9784295404118 社会科学 産業･商業
5178 日本の比較優位　：　国際貿易の変遷と源泉 清田耕造 慶應義塾大学出版会 201610 4766423747 社会科学 産業･商業
5179 アジアの国際不動産投資 中川雅之 慶應義塾大学出版会 202002 9784766426595 社会科学 産業･商業
5180 電子商取引法 松本恒雄　：　齋藤雅弘　：　町村泰貴【編】 勁草書房 201307 9784326402847 社会科学 産業･商業
5181 消費資本主義！　：　見せびらかしの進化心理学 ジェフリー・ミラー【著】　：　片岡宏仁【訳】 勁草書房 201712 9784326299256 社会科学 産業･商業
5182 消費者心理学 山田一成　：　池内裕美【編著】 勁草書房 201809 9784326251285 社会科学 産業･商業
5183 デジタル時代の実践スキル 動画広告 作成＆活用 中澤良直 翔泳社 201908 9784798158747 社会科学 産業･商業
5184 デジタル時代の実践スキル Web分析＆改善 川田曜士 翔泳社 201908 9784798159140 社会科学 産業･商業
5185 サブスクリプション 小宮紳一 創元社 202010 9784422400532 社会科学 産業･商業
5186 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 201005 9784887309869 社会科学 産業･商業
5187 日本流通マーケティング史　：　現代流通の史的諸相 小原博 中央経済社 200511 4502380709 社会科学 産業･商業
5188 ＷＴＯ体制の法構造 小寺彰 東京大学出版会 200004 4130311670 社会科学 産業･商業
5189 マイナス金利下における金融・不動産市場の読み方 土地総合研究所 東洋経済新報社 201703 4492961283 社会科学 産業･商業
5190 SMARTサブスクリプション 宮崎琢磨 東洋経済新報社 201910 9784492961698 社会科学 産業･商業
5191 企業広報誌の世界 三島万里 日外アソシエーツ 201807 9784816927317 社会科学 産業･商業
5192 日本の百貨店史　：　地方、女子店員、高齢化 谷内正往　：　加藤諭 日本経済評論社 201810 9784818825024 社会科学 産業･商業
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5193 特定商取引法ハンドブック　第6版 齋藤雅弘 日本評論社 201903 9784535523647 社会科学 産業･商業
5194 入門・現代流通論 野口智雄 日本評論社 201909 9784535559516 社会科学 産業･商業
5195 メガマーケティングによる市場創造戦略 西本章宏 日本評論社 202001 9784535559448 社会科学 産業･商業
5196 日本の夜の公共圏　：　スナック研究序説 谷口功一　【編著】　：　スナック研究会【編著】 白水社 201706 4560095477 社会科学 産業･商業
5197 バー「サンボア」の百年 新谷尚人 白水社 201712 4560095892 社会科学 産業･商業
5198 先端流通企業の成長プロセス 橋元理恵 白桃書房 200711 9784561661665 社会科学 産業･商業
5199 ブランド管理論 原田将 白桃書房 201002 9784561661870 社会科学 産業･商業
5200 最新貿易ビジネス　５訂版 中野宏一 白桃書房 201103 9784561751908 社会科学 産業･商業
5201 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 201602 4561652167 社会科学 産業･商業
5202 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 201604 4561712119 社会科学 産業･商業
5203 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 鈴木邦成　：　大谷巌一 白桃書房 201604 4561742093 社会科学 産業･商業
5204 流通イノベーションへの挑戦 田口冬樹 白桃書房 201605 4561652191 社会科学 産業･商業
5205 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 宮尾学 白桃書房 201606 4561266801 社会科学 産業･商業
5206 贅沢の法則　：　消費ユートピアの透視図 田村正紀 白桃書房 201711 456162225X 社会科学 産業･商業
5207 日本型マーケティングの進化と未来　：　ビジネスパラダイムの変革とマーケティングの戦略的変革 新津重幸 白桃書房 201712 456166226X 社会科学 産業･商業
5208 ＦＴＡ戦略の潮流　：　課題と展望 石川幸一　：　馬田啓一　：　国際貿易投資研究会【編著】 文眞堂 201503 9784830948589 社会科学 産業･商業
5209 メガＦＴＡ時代の新通商戦略　：　現状と課題 石川幸一　：　馬田啓一　：　高橋俊樹【編著】 文眞堂 201507 9784830948701 社会科学 産業･商業
5210 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【編著】 文眞堂 201808 9784830950070 社会科学 産業･商業
5211 「葬儀」という仕事 小林和登 平凡社 200907 458285477X 社会科学 産業･商業
5212 ヒットを生み出す最強チーム術　：　キリンビール・マーケティング部の挑戦 佐藤章 平凡社 200909 4582854877 社会科学 産業･商業
5213 大江戸趣味風流名物くらべ 吉村武夫 平凡社 201910 9784582768886 社会科学 産業･商業
5214 コンビニ　おいしい進化史 吉岡秀子 平凡社 201912 9784582859294 社会科学 産業･商業
5215 電子取引時代のなりすましと「同一性」外観責任 臼井豊 法律文化社 201811 9784589039521 社会科学 産業･商業
5216 “おしゃれ”と“カワイイ”の社会学 仲川秀樹 学文社 201005 9784762020926 社会科学 産業･商業
5217 コンパクトシティと百貨店の社会学 仲川秀樹 学文社 201202 9784762022494 社会科学 産業･商業
5218 ファッション・コミュニケーション・エンタテインメント 成澤五一 学文社 201409 9784762024788 社会科学 産業･商業
5219 eビジネス＆マーケティングの教科書　ビジネスからみた情報活用学 大嶋淳俊 学文社 201410 9784762024795 社会科学 産業･商業
5220 ビジネスからみた情報活用学　eビジネス＆マーケティングの教科書　第2版 大嶋淳俊 学文社 201605 9784762026102 社会科学 産業･商業
5221 わかりやすいマーケティング戦略〔新版〕 沼上幹 有斐閣 200804 9784641123557 社会科学 産業･商業
5222 人材サービス産業の新しい役割 佐藤博樹 有斐閣 201407 9784641164338 社会科学 産業･商業
5223 はじめての流通 崔容熏 有斐閣 201410 9784641150102 社会科学 産業･商業
5224 デュアル・ブランド戦略 矢作敏行【編著】 有斐閣 201411 9784641164499 社会科学 産業･商業
5225 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【編著】 有斐閣 201503 9784641164574 社会科学 産業･商業
5226 不正競争防止法 茶園成樹【編】 有斐閣 201504 9784641144774 社会科学 産業･商業
5227 ケースに学ぶマーケティング 青木幸弘【編】 有斐閣 201508 9784641184268 社会科学 産業･商業
5228 小売企業の基盤強化 高嶋克義 有斐閣 201509 9784641164628 社会科学 産業･商業
5229 広告コミュニケーション研究ハンドブック 水野由多加 有斐閣 201511 9784641184275 社会科学 産業･商業
5230 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 201512 9784641164642 社会科学 産業･商業
5231 競争を味方につけるマーケティング 勝又壮太郎 有斐閣 201602 9784641164680 社会科学 産業･商業
5232 酒類流通システムのダイナミズム 二宮麻里 有斐閣 201603 9784641164789 社会科学 産業･商業
5233 FTA・TPPの政治学 大矢根聡 有斐閣 201606 9784641149151 社会科学 産業･商業
5234 入門・マーケティング戦略 池尾恭一 有斐閣 201609 9784641164864 社会科学 産業･商業
5235 自由貿易はなぜ必要なのか 椋寛 有斐閣 202006 9784641165670 社会科学 産業･商業
5236 江戸と上方　：　人・モノ・カネ・情報 林玲子 吉川弘文館 201710 9784642755122 社会科学 産業･商業
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5237 New コンゴ・森と河をつなぐ 松浦直毅 明石書店 202003 9784750349817 社会科学 産業･商業
5238 文化ツーリズム学 菊地俊夫　：　松村公明【編著】 朝倉書店 201603 9784254166491 社会科学 産業･商業
5239 観光の事典 白坂蕃 朝倉書店 201904 9784254163575 社会科学 産業･商業
5240 観光集落の再生と創生　：　温泉・文化景観再考 戸所隆 海青社 201004 9784860992637 社会科学 産業･商業
5241 観光言語を考える 山川和彦【編】 くろしお出版 202006 9784874248379 社会科学 産業･商業
5242 近未来の交通・物流と都市生活　：　ユニバーサルデザインとエコデザインの融合 西山敏樹 慶應義塾大学出版会 201603 4766423046 社会科学 産業･商業
5243 総合研究　日本のタクシー産業　：　現状と変革に向けての分析 太田和博【編】　：　青木亮【編】　：　後藤孝夫【編】 慶應義塾大学出版会 201707 4766424395 社会科学 産業･商業
5244 交通サービスの革新と都市生活　：　行動の意思決定を有効に支援する技術 西山敏樹 慶應義塾大学出版会 201710 4766424786 社会科学 産業･商業
5245 観光政策への学際的アプローチ 高崎経済大学地域科学研究所　【編者】　：　大河原眞美　：　高橋修　他 勁草書房 201603 4326302496 社会科学 産業･商業
5246 利用者視点の交通政策　：　人口減少・低成長下時代をいかに生きるか 松野由希 勁草書房 201812 9784326504534 社会科学 産業･商業
5247 ICTデータ活用による交通計画の新次元展開 飯田恭敬 コロナ社 201709 9784339052534 社会科学 産業･商業
5248 物語を旅するひとびと 増淵敏之 彩流社 201004 9784779115080 社会科学 産業･商業
5249 認容事例にみる後遺障害等級判断の境界 九石拓也 新日本法規出版 201506 9784788280311 社会科学 産業･商業
5250 里山観光の資源人類学　：　京都府美山町の地域振興 堂下恵 新曜社 201202 4788512742 社会科学 産業･商業
5251 鉄道の誕生　：　イギリスから世界へ 湯沢威 創元社 201401 442220338X 社会科学 産業･商業
5252 軌道　福知山線脱線事故　ＪＲ西日本を変えた闘い 松本創 東洋経済新報社 201804 4492223800 社会科学 産業･商業
5253 ドイツ資本主義と観光 山田徹雄 日本経済評論社 201512 4818823872 社会科学 産業･商業
5254 近代日本の地域発展と鉄道　：　秩父鉄道の経営史的研究 恩田睦 日本経済評論社 201811 9784818825123 社会科学 産業･商業
5255 ドイツにおける運輸連合制度の意義と成果 青木真美 日本経済評論社 201908 9784818825345 社会科学 産業･商業
5256 イギリス鉄道業の生成と発展 冨田新 日本経済評論社 202003 9784818825604 社会科学 産業･商業
5257 交通事故事件弁護学入門　第2版 高山俊吉 日本評論社 201907 9784535522725 社会科学 産業･商業
5258 New 最新・航空事業論　第3版 井上泰日子 日本評論社 201910 9784535559486 社会科学 産業･商業
5259 地図と鉄道省文書で読む私鉄の歩み　：　関東（１）　東急・小田急 今尾恵介 白水社 201409 456008386X 社会科学 産業･商業
5260 地図と鉄道省文書で読む私鉄の歩み　：　関東（２）　京王・西武・東武 今尾恵介 白水社 201501 4560084084 社会科学 産業･商業
5261 地図と鉄道省文書で読む私鉄の歩み　：　関東（３）　京成・京急・相鉄 今尾恵介 白水社 201508 4560084564 社会科学 産業･商業
5262 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 辻本勝久 白桃書房 201110 9784561761914 社会科学 産業･商業
5263 観光政策論 寺前秀一　【編著】 原書房 200911 9784562091379 社会科学 産業･商業
5264 観光行動論 橋本俊哉　【編著】 原書房 201303 9784562091911 社会科学 産業･商業
5265 観光産業論 林清　【編著】 原書房 201503 9784562092024 社会科学 産業･商業
5266 観光計画論　：　理論と実践　．　１ 梅川智也　【編著】 原書房 201803 9784562092109 社会科学 産業･商業
5267 観光計画論　：　事例に学ぶ　．　２ 野倉淳【編著】 原書房 201906 9784562092130 社会科学 産業･商業
5268 人的資源のグローバル統合　：　外航海運業の船員戦略 米澤聡士 文眞堂 201805 9784830949739 社会科学 産業･商業
5269 日本全国　路面電車の旅 小川裕夫【編著】 平凡社 200505 4582852750 社会科学 産業･商業
5270 幻の東京赤煉瓦駅　：　新橋・東京・万世橋 中西隆紀 平凡社 200608 4582853374 社会科学 産業･商業
5271 駅を楽しむ！テツ道の旅 野田隆 平凡社 200705 4582853749 社会科学 産業･商業
5272 乗りテツ大全　：　鉄道旅行は３度楽しめ！ 野田隆 平凡社 200805 4582854230 社会科学 産業･商業
5273 旅が１０倍面白くなる観光列車　：　ＳＬからイベント列車まで 野田隆 平凡社 201105 4582855881 社会科学 産業･商業
5274 最新　新幹線事情　：　歴史、技術、サービス、そして未来 梅原淳 平凡社 201603 4582858058 社会科学 産業･商業
5275 アニメ聖地巡礼の観光社会学　：　コンテンツツーリズムのメディア・コミュニケーション分析 岡本健 法律文化社 201809 9784589039576 社会科学 産業･商業
5276 新しい視点の観光戦略 油川洋 学文社 200902 9784762019180 社会科学 産業･商業
5277 観光の京都論　第２版 山上徹 学文社 201003 9784762020513 社会科学 産業･商業
5278 新ディズニーランドの空間科学 山口有次 学文社 201503 9784762025099 社会科学 産業･商業
5279 日本古代の交通・交流・情報　：　旅と交易　．　２ 舘野和己　：　出田和久【編】 吉川弘文館 201606 4642017291 社会科学 産業･商業
5280 日本古代の交通・交流・情報　：　遺跡と技術　．　３ 舘野　和己　：　出田　和久【編】 吉川弘文館 201608 4642017305 社会科学 産業･商業



　※　2021.11　追加タイトル：Newの表示あり　 ebook list <KinoDen> 121/140

No. 書名 著者名 出版社名 出版年月 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分)

5281 牛車で行こう！　：　平安貴族と乗り物文化 京樂真帆子 吉川弘文館 201707 4642083189 社会科学 産業･商業
5282 荷車と立ちん坊　：　近代都市東京の物流と労働 武田尚子 吉川弘文館 201709 4642083243 社会科学 産業･商業
5283 鉄道と近代化 原田勝正 吉川弘文館 201710 9784642754385 社会科学 産業･商業
5284 古代の道路事情 木本雅康 吉川弘文館 201710 9784642755085 社会科学 産業･商業
5285 交通・情報となりわい 平川南 吉川弘文館 202002 9784642068444 社会科学 産業･商業
5286 アジアロジスティクスと海運・港湾 渡部富博 技報堂出版 202004 9784765518680 社会科学 産業･商業
5287 New アメリカ公共放送の歴史 志柿浩一郎 明石書店 202010 9784750350905 社会科学 産業･商業
5288 清華大生が見た 最先端社会、中国のリアル 夏目英男 クロスメディア・パブリッシング 202003 9784295403890 社会科学 産業･商業
5289 韓国映像コンテンツ産業の成長と国際流通　：　規制から支援政策へ 金美林 慶應義塾大学出版会 201302 9784766420111 社会科学 産業･商業
5290 ネットワーク・メディアの経済学 春日教測　：　宍倉学　：　鳥居昭夫 慶應義塾大学出版会 201407 9784766421583 社会科学 産業･商業
5291 メディアの公共性　：　転換期における公共放送 大石裕　：　山腰修三　：　中村美子 慶應義塾大学出版会 201610 4766423771 社会科学 産業･商業
5292 テレビニュースの世界像　：　外国関連報道が構築するリアリティ 萩原滋　【編著】 勁草書房 200712 4326602074 社会科学 産業･商業
5293 オーラルヒストリー電気通信事業法 林秀弥　：　武智健二 勁草書房 201512 4326403098 社会科学 産業･商業
5294 通信事業者選択の経済分析　：　スイッチングコストからのアプローチ 中村彰宏 勁草書房 201606 4326504269 社会科学 産業･商業
5295 先端技術と規制の公法学 寺田麻佑 勁草書房 202001 9784326403738 社会科学 産業･商業
5296 ソーシャル化と放送メディア 日本民間放送連盟・研究所【編】 学文社 201605 9784762026454 社会科学 産業･商業
5297 情報覇権と帝国日本　：　東アジア電信網と朝鮮通信支配　．　３ 有山輝雄 吉川弘文館 201612 4642038604 社会科学 産業･商業
5298 戦争と放送 竹山　昭子 吉川弘文館 201801 4642067574 社会科学 産業･商業
5299 黄金比　：　美の数学的言語 フェルナンド・コルバラン【著】　：　柳井浩【訳】 近代科学社 201908 9784764905962 芸術 芸術
5300 バウムガルテンの美学 井奥陽子 慶應義塾大学出版会 202002 9784766426557 芸術 芸術
5301 ヴァイマル文化の芸術と教育 眞壁宏幹 慶應義塾大学出版会 202002 9784766426618 芸術 芸術
5302 日本の文化政策　：　「文化政策学」の構築に向けて 根木昭 勁草書房 200101 9784326301409 芸術 芸術
5303 美と芸術のフェイズ　：　プラトンからコンセプチュアル・アートまで 利光功 勁草書房 200303 9784326800483 芸術 芸術
5304 批評について　：　芸術批評の哲学 ノエル・キャロル【著】　：　森功次【訳】 勁草書房 201711 9784326851935 芸術 芸術
5305 美術教育の可能性　：　作品制作と芸術的省察 小松佳代子【編著】 勁草書房 201802 9784326251254 芸術 芸術
5306 〈見える〉を問い直す 柿田秀樹 彩流社 201712 9784779124327 芸術 芸術
5307 シェアする美術 森美術館のSNSマーケティング戦略 洞田貫晋一朗 翔泳社 201906 9784798160009 芸術 芸術
5308 感性は感動しない　：　美術の見方、批評の作法 椹木野衣 世界思想社 201807 9784790717133 芸術 芸術
5309 アートの創造性が地域をひらく 日本政策投資銀行【編】 ダイヤモンド社 202001 9784478084717 芸術 芸術
5310 文化政策と地域づくり　：　英国と日本の事例から 渡部薫 日本経済評論社 201903 9784818825093 芸術 芸術
5311 芸術家列伝　：　ジョット、マザッチョほか　．　１ ジョルジョ・ヴァザーリ【著】　：　平川祐弘　：　小谷年司【訳】 白水社 201105 456072122X 芸術 芸術
5312 芸術家列伝　：　ボッティチェルリ、ラファエルロほか　．　２ ジョルジョ・ヴァザーリ【著】　：　平川祐弘　：　小谷年司【訳】 白水社 201107 4560721238 芸術 芸術
5313 芸術家列伝　：　レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ　．　３ ジョルジョ・ヴァザーリ【著】　：　田中英道　：　森雅彦【訳】 白水社 201107 4560721246 芸術 芸術
5314 猟奇博物館へようこそ　：　西洋近代知の暗部をめぐる旅 加賀野井秀一 白水社 201112 4560081867 芸術 芸術
5315 バウハウスってなあに？ インゴルフ・ケルン【文】 白水社 201909 9784560096741 芸術 芸術
5316 スキャンダル戦後美術史 大宮知信 平凡社 200610 4582853455 芸術 芸術
5317 増補　論壇の戦後史 奥武則 平凡社 201810 9784582768732 芸術 芸術
5318 フリーア美術館 別冊太陽編集部【編】 平凡社 201812 9784582922691 芸術 芸術
5319 イタリア芸術のプリズム 岡田温司 平凡社 202005 9784582479065 芸術 芸術
5320 美意識を磨く 山口桂 平凡社 202008 9784582859522 芸術 芸術
5321 プラハのバロック　：　受難と復活のドラマ 石川達夫 みすず書房 201503 9784622078968 芸術 芸術
5322 毘沙門天像の誕生　：　シルクロードの東西文化交流 田辺勝美 吉川弘文館 199912 9784642754811 芸術 芸術
5323 飛鳥の文明開化 大橋一章 吉川弘文館 201710 9784642754125 芸術 芸術
5324 吉野ヶ里遺跡　：　保存と活用への道 納富敏雄 吉川弘文館 201710 9784642754286 芸術 芸術



　※　2021.11　追加タイトル：Newの表示あり　 ebook list <KinoDen> 122/140

No. 書名 著者名 出版社名 出版年月 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分)

5325 語りかける文化遺産　：　ピラミッドから安土城・桂離宮まで 神部四郎次 吉川弘文館 201710 9784642754354 芸術 芸術
5326 正倉院と日本文化 米田雄介 吉川弘文館 201710 9784642754491 芸術 芸術
5327 正倉院宝物と東大寺献物帳 米田雄介 吉川弘文館 201803 9784642046442 芸術 芸術
5328 蜀の美術　：　鏡と石造遺物にみる後漢期の四川文化　．　００４ 楢山満照 早稲田大学出版部 201703 4657178024 芸術 芸術
5329 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 鄭榮蘭 早稲田大学出版部 201711 9784657178046 芸術 芸術
5330 中華民国と文物 張碧惠 早稲田大学出版部 201910 9784657198037 芸術 芸術
5331 壊れても仏像　：　文化財修復のはなし 飯泉太子宗 白水社 200905 4560031991 芸術 芸術
5332 石を聴く　：　イサム・ノグチの芸術と生涯 ヘイデン・ヘレーラ【著】　：　北代美和子【訳】 みすず書房 201802 9784622086758 芸術 芸術
5333 鎌倉大仏の謎 塩澤寛樹 吉川弘文館 201005 9784642056953 芸術 芸術
5334 手作り絵本ＳＭＩＬＥ　：　創る喜びと広がるコミュニケーション 和田直人【編】 朝倉書店 201710 9784254685237 芸術 芸術
5335 New ビジュアルデザイン論 リッカルド・ファルチネッリ【著】 クロスメディア・パブリッシング 202105 9784295405474 芸術 芸術
5336 緑の画家鈴木信太郎　：　喪失と祈り 安藤京子 慶應義塾大学出版会 201410 9784766421880 芸術 芸術
5337 ボッティチェリ《プリマヴェラ》の謎　：　ルネサンスの芸術と知のコスモス、そしてタロット クリストフ・ポンセ　：　豊岡愛美【訳】　：　ヒロ・ヒライ【監修】 勁草書房 201601 4326800577 芸術 芸術
5338 岡崎京子論　：　少女マンガ・都市・メディア 杉本章吾 新曜社 201210 4788513064 芸術 芸術
5339 ルネサンスの演出家　ヴァザーリ 樺山紘一【序論】　：　野口昌夫【編著】　：　石川清 白水社 201104 4560081263 芸術 芸術
5340 世界図絵 Ｊ．Ａ．コメニウス　：　井ノ口淳三【訳】 平凡社 199512 4582761291 芸術 芸術
5341 辻まこと・父親辻潤 折原修三 平凡社 200112 4582764177 芸術 芸術
5342 アンリ・ルソー　楽園の謎 岡谷公二 平凡社 200610 4582765904 芸術 芸術
5343 杉浦康平のデザイン 臼田捷治 平凡社 201002 4582855113 芸術 芸術
5344 マンガはなぜ規制されるのか　：　「有害」をめぐる半世紀の攻防 長岡義幸 平凡社 201011 4582855563 芸術 芸術
5345 カラヴァッジョ伝記集 石鍋真澄【編訳】 平凡社 201603 4582768385 芸術 芸術
5346 大政翼賛会のメディアミックス 大塚英志 平凡社 201812 9784582454536 芸術 芸術
5347 レオナルド・ダ・ヴィンチを旅する 池上英洋【監修】 平凡社 201904 9784582922738 芸術 芸術
5348 ロンドン・ナショナル・ギャラリー 小池寿子 平凡社 202002 9784582945966 芸術 芸術
5349 教皇たちのローマ 石鍋真澄 平凡社 202003 9784582652109 芸術 芸術
5350 日本マンガ全史 澤村修治 平凡社 202006 9784582859447 芸術 芸術
5351 豫楽院鑑　：　近衞家〓公年譜 緑川明憲 勉誠出版 201207 4585290370 芸術 芸術
5352 青のパティニール　最初の風景画家 石川美子 みすず書房 201412 9784622078449 芸術 芸術
5353 先駆者ゴッホ　：　印象派を超えて現代へ 小林英樹 みすず書房 201711 9784622086451 芸術 芸術
5354 BLの教科書 堀あきこ 有斐閣 202007 9784641174542 芸術 芸術
5355 マンガ誕生　：　大正デモクラシーからの出発 清水勲 吉川弘文館 199909 9784642754750 芸術 芸術
5356 北斎の謎を解く　：　生活・芸術・信仰 諏訪春雄 吉川弘文館 200108 9784642755245 芸術 芸術
5357 都市図の系譜と江戸 小澤弘 吉川弘文館 200202 9784642055369 芸術 芸術
5358 葛飾北斎 永田生慈 吉川弘文館 201710 9784642754910 芸術 芸術
5359 日本語組版処理の要件　：　Ｗ３Ｃ技術ノート Ｗ３Ｃ日本語組版タスクフォース【編】 東京電機大学出版局 201204 9784501550202 芸術 芸術
5360 インクジェット　改訂 日本画像学会【編】　：　藤井雅彦【監修】 東京電機大学出版局 201807 9784501631406 芸術 芸術
5361 デジカメ時代のスナップショット写真術 大西みつぐ 平凡社 200211 4582851592 芸術 芸術
5362 カメラ至上主義！ 赤城耕一 平凡社 200306 4582851878 芸術 芸術
5363 クラシックカメラ便利帖 馬淵勇 平凡社 200307 4582851908 芸術 芸術
5364 カラー版　撮りたい写真が撮れる！　デジカメ撮影のコツ 近藤純夫 平凡社 201009 4582855474 芸術 芸術
5365 藍から青へ　：　自然の産物と手工芸 石田紀佳 建築資料研究社 200907 9784863580282 芸術 芸術
5366 イギリスの社会とデザイン 菅靖子 彩流社 200512 9784779111297 芸術 芸術
5367 人間復興の工芸　：　「民芸」を越えて 出川直樹 平凡社 199702 4582761852 芸術 芸術
5368 色彩のヒント 柏木博 平凡社 200006 4582850499 芸術 芸術
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5369 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 201604 4272440640 芸術 芸術
5370 音楽・数学・言語　：　情報科学が拓く音楽の地平 東条　敏　：　平田　圭二 近代科学社 201705 9784764905382 芸術 芸術
5371 バルトーク音楽のプリミティヴィズム 太田峰夫 慶應義塾大学出版会 201709 4766424727 芸術 芸術
5372 音楽をまとう若者 小泉恭子 勁草書房 200702 432665323X 芸術 芸術
5373 マス・メディア時代のポピュラー音楽を読み解く　：　流行現象からの脱却 東谷護 勁草書房 201602 4326653981 芸術 芸術
5374 二〇世紀日本レコード産業史　：　グローバル企業の進攻と市場の発展 生明俊雄 勁草書房 201608 4326654031 芸術 芸術
5375 モスクワの憂鬱 藤野幸雄 彩流社 199606 9784882023982 芸術 芸術
5376 評伝　古関裕而 菊池清麿 彩流社 201208 9784779117855 芸術 芸術
5377 80年代音楽解体新書 スージー鈴木 彩流社 201908 9784779171048 芸術 芸術
5378 音楽はいかに現代社会をデザインしたか　：　教育と音楽の大衆社会史 上田誠二 新曜社 201006 4788512009 芸術 芸術
5379 クラシック音楽は、なぜ＜鑑賞＞されるのか　：　近代日本と西洋芸術の受容 西島千尋 新曜社 201011 4788512122 芸術 芸術
5380 音を創る、音を聴く　：　音楽の協同的生成 佐藤公治 新曜社 201207 4788512955 芸術 芸術
5381 ドン・ジョヴァンニ音楽的エロスについて ゼーレン・キルケゴール【著】　：　浅井真男【訳】 白水社 200601 456072086X 芸術 芸術
5382 オーケストラの音楽史：大作曲家が追い求めた理想の音楽 パウル・ベッカー【著】松村哲哉【翻訳】 白水社 201304 4560082758 芸術 芸術
5383 日本の音　：　世界のなかの日本音楽 小泉文夫 平凡社 199409 4582760716 芸術 芸術
5384 モーツァルト　いき・エロス・秘儀 井上太郎 平凡社 199703 4582761887 芸術 芸術
5385 声と日本人　．　１７１ 米山文明 平凡社 199802 4582841716 芸術 芸術
5386 レクイエムの歴史　：　音楽と死との対話　．　１８５ 井上太郎 平凡社 199901 4582841856 芸術 芸術
5387 サウンド・エシックス　：　これからの「音楽文化論」入門 小沼純一 平凡社 200011 4582850650 芸術 芸術
5388 ピアニストの名盤　：　５０人のヴィルトゥオーゾを聴く 本間ひろむ 平凡社 200412 4582852521 芸術 芸術
5389 細野晴臣インタビューＴＨＥ　ＥＮＤＬＥＳＳ　ＴＡＬＫＩＮＧ 細野晴臣【著】　：　北中正和【編】 平凡社 200509 4582765505 芸術 芸術
5390 ヴァイオリンとチェロの名盤　：　カザルスからヴェンゲーロフまで５０人を聴く 本間ひろむ 平凡社 200602 4582853110 芸術 芸術
5391 ベートーヴェンの生涯 青木やよひ 平凡社 200912 4582855024 芸術 芸術
5392 水の音楽　：　オンディーヌとメリザンド 青柳いづみこ 平凡社 201610 4582768474 芸術 芸術
5393 ベートーヴェンの生涯 青木やよひ 平凡社 201805 4582768679 芸術 芸術
5394 バッハ　：　「音楽の父」の素顔と生涯 加藤浩子 平凡社 201806 4582858783 芸術 芸術
5395 細野晴臣　とまっていた時計がまたうごきはじめた 細野晴臣 平凡社 201911 9784582768909 芸術 芸術
5396 昭和ジャズ論集成 野口久光 平凡社 202001 9784582838237 芸術 芸術
5397 オペラで楽しむヨーロッパ史 加藤浩子 平凡社 202003 9784582859362 芸術 芸術
5398 メモリースケープ　：　「あの頃」を呼び起こす音楽 小泉恭子 みすず書房 201310 9784622077954 芸術 芸術
5399 ロシア・ピアニズムの贈り物 原田英代 みすず書房 201407 9784622078432 芸術 芸術
5400 黒船来航と音楽 笠原潔 吉川弘文館 200106 9784642755191 芸術 芸術
5401 「国民歌」を唱和した時代 戸ノ下達也 吉川弘文館 201008 9784642057028 芸術 芸術
5402 New 映画を観ることは社会を知ることだ 山田和秋 明石書店 202007 9784750350448 芸術 芸術
5403 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 大月書店 201506 4272330853 芸術 芸術
5404 風かたか　：　「標的の島」撮影記 三上智恵 大月書店 201703 427233090X 芸術 芸術
5405 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 大月書店 201711 4272612352 芸術 芸術
5406 時代のなかの歌舞伎　：　近代歌舞伎批評家論 上村以和於 慶應義塾大学出版会 200309 9784766410112 芸術 芸術
5407 仮名手本忠臣蔵 上村以和於 慶應義塾大学出版会 200510 9784766412161 芸術 芸術
5408 ロバート・アルトマン即興性のパラドクス　：　ニュー・シネマ時代のスタイル 小野智恵 勁草書房 201603 4326851910 芸術 芸術
5409 異能の日本映画史 木全公彦 彩流社 201906 9784779125911 芸術 芸術
5410 ドイツ演劇クロニクル 寺尾格 彩流社 201910 9784779126161 芸術 芸術
5411 New 文化を問い直す 平田栄一朗 彩流社 202101 9784779127212 芸術 芸術
5412 怪奇映画天国アジア 四方田犬彦 白水社 200905 9784560094037 芸術 芸術
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5413 江戸中期上方歌舞伎囃子方と音楽 前島美保 文学通信 202002 9784909658258 芸術 芸術
5414 新版　アニメーション学入門 津堅信之 平凡社 201702 4582858368 芸術 芸術
5415 永六輔 隈元信一 平凡社 201711 9784582858570 芸術 芸術
5416 中国ドキュメンタリー映画論 佐藤賢 平凡社 201902 9784582282658 芸術 芸術
5417 新海誠の世界を旅する 津堅信之 平凡社 201907 9784582859164 芸術 芸術
5418 江戸落語で知る四季のご馳走 稲田和浩 平凡社 201911 9784582859263 芸術 芸術
5419 映画講義 ロマンティック・コメディ 瀬川裕司 平凡社 202003 9784582859386 芸術 芸術
5420 日本演劇史の視点　．　１ 諏訪春雄　：　菅井幸雄【編】 勉誠出版 199211 4585020322 芸術 芸術
5421 近世の演劇　．　４ 諏訪春雄　：　菅井幸雄【編】 勉誠出版 199508 4585020357 芸術 芸術
5422 近代の演劇　　２　．　６ 諏訪春雄　：　菅井幸雄【編】 勉誠出版 199601 4585020373 芸術 芸術
5423 近代の演劇　１　．　５ 諏訪春雄　：　菅井幸雄【編】 勉誠出版 199702 4585020365 芸術 芸術
5424 現代の演劇　１　．　７ 諏訪春雄　：　菅井幸雄【編】 勉誠出版 199705 4585020381 芸術 芸術
5425 現代の演劇　２　．　８ 諏訪春雄　：　菅井幸雄【編】 勉誠出版 199705 458502039X 芸術 芸術
5426 古代の演劇　．　２ 諏訪春雄　：　菅井幸雄【編】 勉誠出版 199801 4585020330 芸術 芸術
5427 中世の演劇　．　３ 諏訪春雄　：　菅井幸雄【編】 勉誠出版 199802 4585020349 芸術 芸術
5428 日本アニメ誕生 豊田有恒 勉誠出版 202008 9784585270560 芸術 芸術
5429 サスペンス映画史 三浦哲哉 みすず書房 201206 9784622076858 芸術 芸術
5430 映画音響論　：　溝口健二映画を聴く 長門洋平 みすず書房 201401 9784622078098 芸術 芸術
5431 文楽の日本　：　人形の身体と叫び フランソワ・ビゼ　：　秋山伸子 みすず書房 201602 4622079658 芸術 芸術
5432 映画とキリスト 岡田温司 みすず書房 201708 9784622086246 芸術 芸術
5433 コリアン・シネマ　：　北朝鮮・韓国・トランスナショナル イ・ヒャンジン【著】　：　武田珂代子【訳】 みすず書房 201802 9784622086642 芸術 芸術
5434 ハリウッド映画と聖書 アデル・ラインハルツ【著】　：　栗原詩子 みすず書房 201802 9784622086772 芸術 芸術
5435 日本戦前映画論集 アーロン・ジェロー ゆまに書房 201811 9784843353653 芸術 芸術
5436 「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 201607 4642016546 芸術 芸術
5437 〈ものまね〉の歴史　：　仏教・笑い・芸能 石井公成 吉川弘文館 201706 9784642058483 芸術 芸術
5438 歌舞伎の源流 諏訪春雄 吉川弘文館 201710 9784642754965 芸術 芸術
5439 紙芝居　：　街角のメディア 山本武利 吉川弘文館 201710 9784642755030 芸術 芸術
5440 運動生理学２０講　（第３版） 勝田茂　：　征矢英昭【編】 朝倉書店 201504 9784254690460 芸術 スポーツ・レクリエーション

5441 情動と運動　：　スポーツとこころ 西野仁雄　：　中込四郎【編】 朝倉書店 201603 9784254106954 芸術 スポーツ・レクリエーション

5442 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 大月書店 201904 9784272412532 芸術 スポーツ・レクリエーション

5443 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【監修】 大月書店 202003 9784272412570 芸術 スポーツ・レクリエーション

5444 続・市民マラソンがスポーツ文化を変えた 亀井克之 関西大学出版部 202003 9784873547176 芸術 スポーツ・レクリエーション

5445 健康・スポーツ科学のための 研究方法 出村愼一 杏林書院 200706 9784764410893 芸術 スポーツ・レクリエーション

5446 乳酸をどう活かすか 八田秀雄【編著】 杏林書院 200803 9784764410978 芸術 スポーツ・レクリエーション

5447 健康・スポーツ科学のための やさしい統計学 出村愼一 杏林書院 201103 9784764411180 芸術 スポーツ・レクリエーション

5448 スポーツ・エネルギー学序説 金子公宥 杏林書院 201109 9784764411210 芸術 スポーツ・レクリエーション

5449 発想スポーツ科学への招待 金子公宥 杏林書院 201209 9784764411364 芸術 スポーツ・レクリエーション

5450 健康・スポーツ科学のための 調査研究法 出村愼一【監修】 杏林書院 201402 9784764411500 芸術 スポーツ・レクリエーション

5451 健康・スポーツ科学のための 卒業論文／修士論文の書き方 出村愼一 杏林書院 201506 9784764411623 芸術 スポーツ・レクリエーション

5452 乳酸をどう活かすかⅡ 八田秀雄【編著】 杏林書院 201603 9784764411685 芸術 スポーツ・レクリエーション

5453 幼少年のための運動遊び・体育指導 一般社団法人幼少年体育指導士会【編】 杏林書院 201809 9784764411937 芸術 スポーツ・レクリエーション

5454 健康・スポーツ科学のための 動作と体力の測定法 出村愼一【監修】 杏林書院 201910 9784764412064 芸術 スポーツ・レクリエーション

5455 図解　スポーツ健康科学入門 北條達也【編著】 金芳堂 202004 9784765318242 芸術 スポーツ・レクリエーション

5456 スポーツは誰のためのものか　：　Ｓｐｏｒｔｓ　ｆｏｒ　ｗｈｏｍ？ 杉山茂 慶應義塾大学出版会 201104 9784766418293 芸術 スポーツ・レクリエーション
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5457 スポーツのちから　：　地域をかえるソーシャルイノベーションの実践 松橋崇史　：　金子郁容　：　村林裕 慶應義塾大学出版会 201610 4766423720 芸術 スポーツ・レクリエーション

5458 護るために殺す？　：　アフリカにおけるスポーツハンティングの「持続可能性」と地域社会 安田章人 勁草書房 201302 4326602503 芸術 スポーツ・レクリエーション

5459 ハ゜ラスホ゜ーツ・ホ゛ランティア入門 松尾哲矢 旬報社 201912 9784845116126 芸術 スポーツ・レクリエーション

5460 現象学的スポーツ運動観察論 佐藤徹 大学教育出版 201811 9784864295376 芸術 スポーツ・レクリエーション

5461 スマート・ベニューハンドブック 日本政策投資銀行地域企画部 ダイヤモンド社 202005 9784478084779 芸術 スポーツ・レクリエーション

5462 女性スポーツ診療ハンドブック 平池修 中外医学社 202006 9784498160088 芸術 スポーツ・レクリエーション

5463 入門スポーツガバナンス　：　基本的な知識と考え方 笹川スポーツ財団【編】 東洋経済新報社 201404 4492223401 芸術 スポーツ・レクリエーション

5464 スポーツ・マネジメント入門　第２版　：　２４のキーワードで理解する 広瀬一郎 東洋経済新報社 201407 4492502602 芸術 スポーツ・レクリエーション

5465 スポーツビジネス　最強の教科書【第２版】 平田竹男 東洋経済新報社 201711 4492522212 芸術 スポーツ・レクリエーション

5466 スポーツ立国論 安田秀一 東洋経済新報社 202003 9784492503126 芸術 スポーツ・レクリエーション

5467 アンチ・ドーピング徹底解説　スポーツ医薬 鈴木秀典【編】 中山書店 202002 9784521747934 芸術 スポーツ・レクリエーション

5468 アーティスティックスポーツ研究序説 町田樹 白水社 202006 9784560097656 芸術 スポーツ・レクリエーション

5469 予防に導くスポーツ整形外科 古賀英之 文光堂 201911 9784830651892 芸術 スポーツ・レクリエーション

5470 アスレティックトレーニング学 広瀬統一 文光堂 201912 9784830651915 芸術 スポーツ・レクリエーション

5471 アルプス記 松方三郎 平凡社 199706 4582762034 芸術 スポーツ・レクリエーション

5472 猪谷六合雄　：　人間の原型・合理的自然人 高田宏 平凡社 200111 4582764142 芸術 スポーツ・レクリエーション

5473 スローサイクリング　：　自転車散歩と小さな旅のすすめ 白鳥和也 平凡社 200507 458285284X 芸術 スポーツ・レクリエーション

5474 鳴呼！！　明治の日本野球 横田順彌【編著】 平凡社 200605 4582765769 芸術 スポーツ・レクリエーション

5475 からだが変わる体幹ウォーキング 金哲彦 平凡社 200905 4582854664 芸術 スポーツ・レクリエーション

5476 若さを伸ばすストレッチ 伊藤マモル 平凡社 200910 4582854923 芸術 スポーツ・レクリエーション

5477 山の遭難　：　あなたの山登りは大丈夫か 羽根田治 平凡社 201001 4582855067 芸術 スポーツ・レクリエーション

5478 マラソン１００回の知恵　：　サブフォーをめざす市民ランナーへ 原章二 平凡社 201001 4582855075 芸術 スポーツ・レクリエーション

5479 スポーツビジネス15兆円時代の到来 森貴信 平凡社 201906 9784582859157 芸術 スポーツ・レクリエーション

5480 スポーツ法へのファ－ストステップ 石堂典秀　：　建石真公子【編】 法律文化社 201812 9784589039651 芸術 スポーツ・レクリエーション

5481 選手の競技復帰に役立つ　スポーツ傷害ハンドブック 神﨑浩二【監修】 マイナビ出版 201912 9784839971175 芸術 スポーツ・レクリエーション

5482 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 マイナビ出版 201912 9784839969332 芸術 スポーツ・レクリエーション

5483 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 202002 9784839972356 芸術 スポーツ・レクリエーション

5484 日米体育交流に関する実証的研究 大櫃敬史 学文社 201508 9784762025570 芸術 スポーツ・レクリエーション

5485 アスリートケア 越智隆弘【監修】 三輪書店 201710 9784895906098 芸術 スポーツ・レクリエーション

5486 甲子園野球と日本人　：　メディアのつくったイベント 有山輝雄 吉川弘文館 201710 9784642754149 芸術 スポーツ・レクリエーション

5487 〈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 吉川弘文館 201811 9784642038812 芸術 スポーツ・レクリエーション

5488 今より強く！を目指して 公益財団法人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 201911 9784897753997 芸術 スポーツ・レクリエーション

5489 「次の一手」はどう決まるか　：　棋士の直観と脳科学 中谷裕教・伊藤毅志・勝又清和　川妻庸男・大熊健司著 勁草書房 201804 9784326299294 芸術 スポーツ・レクリエーション

5490 ゲームプログラミングC++ Sanjay Madhav【著】 翔泳社 201812 9784798157610 芸術 スポーツ・レクリエーション

5491 碁打ち・将棋指しの誕生 増川宏一 平凡社 199510 4582761194 芸術 スポーツ・レクリエーション

5492 源氏物語といけばな 岩坪健 平凡社 201911 9784582364606 芸術 スポーツ・レクリエーション

5493 茶の湯の文化史　：　近世の茶人たち 谷端昭夫 吉川弘文館 199912 9784642754828 芸術 スポーツ・レクリエーション

5494 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【著】　：　中島平三【総監訳】　：　瀬田幸人【監訳】 朝倉書店 201608 9784254510485 言語 外国･比較語学

5495 語はなぜ多義になるのか　：　コンテキストの作用を考える 中野弘三【編】 朝倉書店 201703 9784254516210 言語 外国･比較語学

5496 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 201802 9784254510560 言語 外国･比較語学

5497 ことばのデータサイエンス 小林雄一郎 朝倉書店 201909 9784254510638 言語 外国･比較語学

5498 認知言語学大事典 辻幸夫【編集主幹】 朝倉書店 201910 9784254510584 言語 外国･比較語学

5499 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 202003 9784757436091 言語 外国･比較語学

5500 外国語学 藤本一勇 岩波書店 200911 9784000283274 言語 外国･比較語学
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5501 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 201102 4872593766 言語 外国･比較語学

5502 外国語学習とコミュニケーションの心理　：　研究と教育の視点 八島智子 関西大学出版部 201903 9784873546872 言語 外国･比較語学

5503 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【編著】　：　高木佐知子【編著】　：　稲永知世 くろしお出版 201611 4874247113 言語 外国･比較語学

5504 意味の探究 山田進 くろしお出版 201705 9784874247303 言語 外国･比較語学

5505 社会志向の言語学　：　豊富な実例と実証研究から学ぶ 南雅彦 くろしお出版 201711 9784874247471 言語 外国･比較語学

5506 第二言語習得の普遍性と個別性　：　学習メカニズム・個人差から教授法へ 小柳かおる　：　向山陽子 くろしお出版 201803 9784874247624 言語 外国･比較語学

5507 第二言語習得研究への誘い　：　理論から実証へ 吉村紀子　：　中山峰治 くろしお出版 201807 9784874247655 言語 外国･比較語学

5508 コミュニケーションとは何か　：　ポスト・コミュニカティブ・アプローチ 佐藤慎司【編】 くろしお出版 201906 9784874248010 言語 外国･比較語学

5509 親と子をつなぐ継承語教育 近藤ブラウン妃美 くろしお出版 201908 9784874248072 言語 外国･比較語学

5510 英日翻訳の技術 鍋島弘治朗 くろしお出版 202006 9784874248324 言語 外国･比較語学

5511 言語天文台からみた世界の情報格差 三上喜貴　：　中平勝子　：　児玉茂昭 慶應義塾大学出版会 201410 9784766421781 言語 外国･比較語学

5512 憎悪表現とは何か　：　「差別表現」の根本問題を考える 菊池久一 勁草書房 200101 4326153512 言語 外国･比較語学

5513 言語哲学入門 服部裕幸 勁草書房 200303 4326153695 言語 外国･比較語学

5514 文字の経験　：　読むことと書くことの思想史 森田伸子 勁草書房 200510 4326153857 言語 外国･比較語学

5515 言語構造基礎論　：　文の意味と構造 町田健 勁草書房 201110 9784326102112 言語 外国･比較語学

5516 なぜ外国語を身につけるのは難しいのか　：　「バイリンガルを科学する」言語心理学 森島泰則 勁草書房 201512 432629910X 言語 外国･比較語学

5517 名前と対象　：　固有名と裸名詞の意味論 和泉悠 勁草書房 201610 4326102578 言語 外国･比較語学

5518 バイリンガルの世界へようこそ　：　複数の言語を話すということ フランソワ・グロジャン【著】　：　西山教行【監訳】　：　石丸久美子 勁草書房 201809 9784326299300 言語 外国･比較語学

5519 基礎から学ぶ音声学講義 加藤重広　：　安藤智子 研究社 201608 4327377430 言語 外国･比較語学

5520 新訳ソシュール一般言語学講義 フェルディナン・ド・ソシュール　：　町田健【訳】 研究社 201609 4327378224 言語 外国･比較語学

5521 プロカウンセラーの聞く技術 東山紘久 創元社 200009 9784422112572 言語 外国･比較語学

5522 ことばの発達と認知の心理学 鹿取広人 東京大学出版会 200301 4130120395 言語 外国･比較語学

5523 外国語を身につけるための日本語レッスン 三森ゆりか 白水社 200309 4560049882 言語 外国･比較語学

5524 ピジン・クレオル諸語の世界 西江雅之 白水社 202006 9784560088746 言語 外国･比較語学

5525 声と話し方のトレーニング 村上由美 平凡社 200902 4582854540 言語 外国･比較語学

5526 同時通訳はやめられない 袖川裕美 平凡社 201608 4582858228 言語 外国･比較語学

5527 日本のことば遊び　新装増補版 小林祥次郎 勉誠出版 200804 4585053964 言語 外国･比較語学

5528 この本を書いたのは誰だ？ 村上征勝 勉誠出版 202003 9784585291985 言語 外国･比較語学

5529 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 FOM出版 201804 9784865103434 言語 日本語
5530 ＪＳＬバンドスケール【小学校編】 川上郁雄 明石書店 202008 9784750350776 言語 日本語
5531 ＪＳＬバンドスケール【中学・高校編】 川上郁雄 明石書店 202008 9784750350783 言語 日本語
5532 ウェブ検索による日本語研究 荻野綱男 朝倉書店 201405 9784254510447 言語 日本語
5533 韓国語と日本語 沖森卓也　：　〓喜〓【編著】 朝倉書店 201409 9784254516128 言語 日本語
5534 ことばの借用 沖森卓也【編著】　：　阿久津智【編著】　：　岡本佐智子 朝倉書店 201502 9784254516135 言語 日本語
5535 コーパスと日本語教育 前川喜久雄【監修】　：　砂川有里子【編】 朝倉書店 201603 9784254516050 言語 日本語
5536 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 201705 9784254510522 言語 日本語
5537 コーパスと自然言語処理 前川喜久雄【監修】　：　松本裕治　：　奥村学【編】 朝倉書店 201712 9784254516081 言語 日本語
5538 世界の中の日本語　（新装版） 北原保雄【監修】　：　早田輝洋【編】 朝倉書店 201805 9784254516418 言語 日本語
5539 文字・書記　（新装版） 北原保雄【監修】　：　林史典【編】 朝倉書店 201805 9784254516425 言語 日本語
5540 音声・音韻　（新装版） 北原保雄【監修】　：　上野善道【編】 朝倉書店 201805 9784254516432 言語 日本語
5541 語彙・意味　（新装版） 北原保雄【監修】　：　斎藤倫明【編】 朝倉書店 201805 9784254516449 言語 日本語
5542 文法Ｉ（新装版） 北原保雄【監修・編】 朝倉書店 201805 9784254516456 言語 日本語
5543 文法（新装版）　．　２ 北原保雄【監修】　：　尾上圭介【編】 朝倉書店 201805 9784254516463 言語 日本語
5544 文章・談話（新装版） 北原保雄【監修】　：　佐久間まゆみ【編】 朝倉書店 201805 9784254516470 言語 日本語
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5545 敬語（新装版） 北原保雄【監修】　：　菊地康人【編】 朝倉書店 201805 9784254516487 言語 日本語
5546 言語行動（新装版） 北原保雄【監修】　：　荻野綱男【編】 朝倉書店 201805 9784254516494 言語 日本語
5547 方言（新装版） 北原保雄【監修】　：　江端義夫【編】 朝倉書店 201805 9784254516500 言語 日本語
5548 ことばが消えたワケ　：　時代を読み解く俗語の世界 米川明彦 朝倉書店 201805 9784254510591 言語 日本語
5549 日本語教育への応用 森　篤嗣【編著】　：　田中祐輔　：　中俣尚己 朝倉書店 201810 9784254516555 言語 日本語
5550 現代の語彙 飛田良文 朝倉書店 201904 9784254516678 言語 日本語
5551 Japanese Linguistics（日本語学） Mark Irwin 朝倉書店 201906 9784254516814 言語 日本語
5552 語彙の原理 飛田良文 朝倉書店 201910 9784254516616 言語 日本語
5553 転換する日本語文法 吉田永弘 和泉書院 201902 9784757608993 言語 日本語
5554 古代語の疑問表現と感動表現の研究 近藤要司 和泉書院 201903 9784757609013 言語 日本語
5555 近代のなかの漢語 浅野敏彦 和泉書院 201905 9784757609044 言語 日本語
5556 古代語の謎を解く 蜂矢真郷 大阪大学出版会 201003 9784872593051 言語 日本語
5557 New 五感を探るオノマトペ 坂本真樹【著】 共立出版 201906 9784320009295 言語 日本語
5558 日英語認知モダリティ論　：　連続性の視座 湯本久美子 くろしお出版 200406 9784874243046 言語 日本語
5559 「ている」「ていた」「ていない」のアスペクト　：　異なるジャンルのテクストにおける使用状況とその用法 江田すみれ くろしお出版 201303 9784874245811 言語 日本語
5560 文と事態類型を中心に 仁田義雄 くろしお出版 201610 4874247091 言語 日本語
5561 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【編】　：　本田弘之【編】 くろしお出版 201610 4874247164 言語 日本語
5562 名詞類の文法 福田嘉一郎【編】　：　建石始【編】 くろしお出版 201611 4874247172 言語 日本語
5563 ここがポイント！レポート・論文を書くための日本語文法　：　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 201612 4874247180 言語 日本語
5564 ＩＣＴの活用　第２版 山田智久 くろしお出版 201706 9784874247327 言語 日本語
5565 コーパスから始まる例文作り 中俣尚己【編】　：　山内博之【監修】 くろしお出版 201706 9784874247310 言語 日本語
5566 日本語教育に役立つ心理学入門 小林明子　：　福田倫子　：　向山陽子 くろしお出版 201801 9784874247532 言語 日本語
5567 日本語の習得を支援するカリキュラムの考え方 畑佐由紀子 くろしお出版 201804 9784874247587 言語 日本語
5568 文法変化の研究 小柳智一 くろしお出版 201805 9784874247686 言語 日本語
5569 日本語で外国人と話す技術 高嶋幸太 くろしお出版 201806 9784874247709 言語 日本語
5570 一歩進んだ日本語文法の教え方　．　２ 庵功雄 くろしお出版 201812 9784874247846 言語 日本語
5571 大学と社会をつなぐライティング教育 村岡貴子　：　鎌田美千子　：　仁科喜久子【編著】 くろしお出版 201812 9784874247839 言語 日本語
5572 中国語母語話者のための漢字語彙研究　：　母語知識を活かした教育をめざして 小室リー郁子 くろしお出版 201904 9784874247969 言語 日本語
5573 引用形式を含む文の諸相　：　叙述類型論に基づきながら 岩男考哲 くろしお出版 201905 9784874247976 言語 日本語
5574 日本語教育はどこへ向かうのか　：　移民時代の政策を動かすために 牲川波都季【編著】　：　有田佳代子　：　庵功雄 くろしお出版 201906 9784874248058 言語 日本語
5575 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 201906 9784874248027 言語 日本語
5576 超基礎・日本語教育 森篤嗣【編著】 くろしお出版 201906 9784874248034 言語 日本語
5577 第二言語習得について日本語教師が知っておくべきこと 小柳かおる くろしお出版 202003 9784874248317 言語 日本語
5578 やさしい日本語のしくみ　改訂版 庵功雄 くろしお出版 202004 9784874248300 言語 日本語
5579 新次元の日本語教育の理論と企画と実践 西口光一 くろしお出版 202007 9784874248409 言語 日本語
5580 学生による学生のためのダメレポート脱出法　：　アカデミック・スキルズ 慶應義塾大学日吉キャンパス学習相談員　：　慶應義塾大学教養研究センター【監修】 慶應義塾大学出版会 201410 9784766421774 言語 日本語
5581 日本統治下台湾の「国語」普及運動　：　国語講習所の成立とその影響 藤森智子 慶應義塾大学出版会 201602 4766423062 言語 日本語
5582 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 201508 9784327384708 言語 日本語
5583 漢字の使い分けときあかし辞典 円満字二郎 研究社 201603 4767434785 言語 日本語
5584 New まるごと 日本のことばと文化 入門 A1 かつどう 国際交流基金【編著】 三修社 201310 9784384057522 言語 日本語
5585 New まるごと 日本のことばと文化 入門 A1 りかい 国際交流基金【編著】 三修社 201310 9784384057539 言語 日本語
5586 New まるごと 日本のことばと文化 初級1 A2 かつどう 国際交流基金【編著】 三修社 201406 9784384057546 言語 日本語
5587 New まるごと 日本のことばと文化 初級1 A2 りかい 国際交流基金【編著】 三修社 201406 9784384057553 言語 日本語
5588 New まるごと 日本のことばと文化 初級2 A2 かつどう 国際交流基金【編著】 三修社 201410 9784384057560 言語 日本語
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5589 New まるごと 日本のことばと文化 初級2 A2 りかい 国際交流基金【編著】 三修社 201410 9784384057577 言語 日本語
5590 New まるごと 日本のことばと文化 初中級 A2/B1 国際交流基金【編著】 三修社 201507 9784384057584 言語 日本語
5591 New まるごと 日本のことばと文化 中級1 B1 国際交流基金【編著】 三修社 201610 9784384057591 言語 日本語
5592 New まるごと 日本のことばと文化 中級2 B1 国際交流基金【編著】 三修社 201710 9784384057607 言語 日本語
5593 日本語は映像的である　：　心理学から見えてくる日本語のしくみ 熊谷高幸 新曜社 201110 4788512580 言語 日本語
5594 日本語教育と戦争　：　「国際文化事業」の理想と変容 河路由佳 新曜社 201111 4788512629 言語 日本語
5595 コピペと言われないレポートの書き方教室　：　３つのステップ 山口裕之 新曜社 201307 4788513455 言語 日本語
5596 日本人とリズム感 樋口桂子 青土社 201712 9784791770281 言語 日本語
5597 歴史学で卒業論文を書くために 村上紀夫 創元社 201909 9784422800417 言語 日本語
5598 談話と構文 伊藤晃 大学教育出版 201003 4887309791 言語 日本語
5599 現代感動詞用法辞典 浅田秀子 東京堂出版 201701 9784490108880 言語 日本語
5600 音の表現辞典 中村明 東京堂出版 201706 9784490108910 言語 日本語
5601 「言いたいこと」から引ける 大和ことば辞典 西谷裕子【編】 東京堂出版 201708 9784490108934 言語 日本語
5602 文章表現のための　辞典活用法 中村明 東京堂出版 201802 9784490209839 言語 日本語
5603 日本語学大辞典 日本語学会【編】 東京堂出版 201810 9784490109009 言語 日本語
5604 平成の新語・流行語辞典 米川明彦 東京堂出版 201907 9784490109108 言語 日本語
5605 文章を彩る　表現技法の辞典 中村明 東京堂出版 202001 9784490109146 言語 日本語
5606 ＡＩに負けない子どもを育てる 新井紀子 東洋経済新報社 201909 9784492762509 言語 日本語
5607 日本語のしくみ《新版》 山田敏弘【著】 白水社 201503 4560086907 言語 日本語
5608 日本語語彙的複合動詞の意味と体系 陳奕廷 ひつじ書房 201802 9784894769076 言語 日本語
5609 注釈・考証・読解の方法 白石良夫 文学通信 201911 9784909658173 言語 日本語
5610 人生に効く！　話芸のきまり文句 松井高志 平凡社 200507 4582852807 言語 日本語
5611 古語雑談 佐竹昭広 平凡社 200811 4582766552 言語 日本語
5612 増補　日本語の語源 阪倉篤義 平凡社 201103 9784582767292 言語 日本語
5613 日本語の「常識」を問う 鈴木貞美 平凡社 201105 4582855865 言語 日本語
5614 通じない日本語　：　世代差・地域差からみる言葉の不思議 窪薗晴夫 平凡社 201712 4582858619 言語 日本語
5615 日本語の連続／不連続 今野真二 平凡社 202002 9784582859355 言語 日本語
5616 「訓読」論　：　東アジア漢文世界と日本語 中村春作　：　市來津由彦　：　田尻祐一郎 勉誠出版 200810 4585031847 言語 日本語
5617 遊びの語源と博物誌 小林祥次郎 勉誠出版 201508 4585280219 言語 日本語
5618 オノマトペの語義変化研究 中里理子 勉誠出版 201702 4585280308 言語 日本語
5619 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 勉誠出版 201705 4585280340 言語 日本語
5620 連濁の総合的研究 佐藤武義　：　横沢活利 勉誠出版 201802 4585280383 言語 日本語
5621 江戸・東京語の否定表現構造の研究 許哲 勉誠出版 201805 4585280413 言語 日本語
5622 女のことば　男のことば 小林祥次郎 勉誠出版 201807 458528043X 言語 日本語
5623 平安時代における変体漢文の研究 田中草大 勉誠出版 201902 9784585291725 言語 日本語
5624 「国語」という呪縛 川口良 吉川弘文館 201002 9784642056908 言語 日本語
5625 日本近代史を学ぶための文語文入門 古田島洋介 吉川弘文館 201309 9784642080934 言語 日本語
5626 平安時代辞書論考　：　辞書と材料 大槻信 吉川弘文館 201902 9784642085281 言語 日本語
5627 現代日本語の文法構造　．　形態論編 上野義雄 早稲田大学出版部 201612 9784657167064 言語 日本語
5628 現代日本語の文法構造　．　統語論編 上野義雄 早稲田大学出版部 201701 9784657167071 言語 日本語
5629 意味の文法 上野義雄 早稲田大学出版部 202002 9784657207012 言語 日本語
5630 複数言語環境で生きる子どものことば育て 中野千野 早稲田大学出版部 202004 9784657208033 言語 日本語
5631 現代中国語における情報源表出形式　：　本来の守備範囲と拡張用法 李佳〓 関西大学出版部 201902 9784873546841 言語 外国･比較語学

5632 中国語の非動作主卓越構文 于一楽 くろしお出版 201809 9784874247785 言語 外国･比較語学
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5633 アラビア語入門 井筒俊彦【著】 慶應義塾大学出版会 201603 9784766420821 言語 外国･比較語学

5634 大学２年生のための中国語　第２版 慶應義塾大学商学部中国語部会 慶應義塾大学出版会 201604 4766423143 言語 外国･比較語学

5635 〈茨の国〉の言語　：　マダガスカル南部タンルイ語の記述 西本希呼 慶應義塾大学出版会 201802 9784766424508 言語 外国･比較語学

5636 アラビア語文法ハンドブック 新妻仁一 白水社 200903 456006802X 言語 外国･比較語学

5637 モンゴル語のしくみ 温品廉三【著】 白水社 200911 456008520X 言語 外国･比較語学

5638 日本語から考える！　韓国語の表現 前田真彦【著】　：　山田敏弘【著】 白水社 201103 4560085560 言語 外国･比較語学

5639 日本語から考える！　中国語の表現 永倉百合子【著】　：　山田敏弘【著】 白水社 201103 4560085552 言語 外国･比較語学

5640 ペルシア語文法ハンドブック 吉枝聡子 白水社 201106 4560085692 言語 外国･比較語学

5641 ヘブライ語文法ハンドブック 池田潤 白水社 201108 4560085722 言語 外国･比較語学

5642 中級中国語　読みとく文法 三宅登之 白水社 201202 4560085870 言語 外国･比較語学

5643 トルコ語文法ハンドブック 林徹【著】 白水社 201302 4560086214 言語 外国･比較語学

5644 中国語成語ハンドブック 沈国威【編】　：　紅粉芳惠【編】　：　関西大学中国語教材研究会【編】 白水社 201403 4560086605 言語 外国･比較語学

5645 ベトナム語のしくみ《新版》 田原洋樹【著】 白水社 201403 4560086591 言語 外国･比較語学

5646 トルコ語のしくみ《新版》 吉村大樹【著】 白水社 201404 4560086664 言語 外国･比較語学

5647 中国語のしくみ《新版》 池田巧 白水社 201404 456008663X 言語 外国･比較語学

5648 インドネシア語のしくみ《新版》 降幡正志【著】 白水社 201406 4560086710 言語 外国･比較語学

5649 ヒンディー語文法ハンドブック 岡口典雄　：　岡口良子 白水社 201507 4560086982 言語 外国･比較語学

5650 韓国語のしくみ《新版》 増田忠幸【著】 白水社 201709 456008758X 言語 外国･比較語学

5651 フィリピノ語のしくみ《新版》 下平英輝【著】 白水社 201709 4560087598 言語 外国･比較語学

5652 絵でわかる韓国語のオノマトペ 辛昭静 白水社 201903 9784560088098 言語 外国･比較語学

5653 漢語の語源ものがたり　：　ことばのルーツ再発見 諏訪原研 平凡社 200205 4582851371 言語 外国･比較語学

5654 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 勉誠出版 201709 4585280359 言語 外国･比較語学

5655 シベ語のモダリティの研究 児倉徳和 勉誠出版 201803 9784585280392 言語 外国･比較語学

5656 サハ語文法 江畑冬生 勉誠出版 202003 9784585280491 言語 外国･比較語学

5657 英語とつきあうための50の問い 杉野俊子【監修】 明石書店 202003 9784750349695 言語 英語
5658 New 移民大国アメリカの言語サービス 角知行 明石書店 202009 9784750350837 言語 英語
5659 音韻論 菅原真理子【編】 朝倉書店 201403 9784254515732 言語 英語
5660 英語教育と言語研究 西原哲雄【編】 朝倉書店 201810 9784254516340 言語 英語
5661 時制と相 田中江扶 朝倉書店 201812 9784254516715 言語 英語
5662 破格の構造 小林亜希子 朝倉書店 201812 9784254516722 言語 英語
5663 正しく書いて読むための　英文法用語事典 畠山雄二【編】 朝倉書店 201909 9784254510621 言語 英語
5664 「使える英語」はなぜ身につかないか 尾見康博 金子書房 202003 9784760828470 言語 英語
5665 コミュニケーションのための英語音声学研究 山根繁 関西大学出版部 201902 9784873546896 言語 英語
5666 ウソと欺瞞のレトリック　：　ポスト・トゥルース時代の語用論 山本英一 関西大学出版部 201903 9784873546933 言語 英語
5667 イベント意味論と日英語の構文 井川壽子 くろしお出版 201205 9784874245576 言語 英語
5668 英語デトックス　：　世界は英語だけじゃない 山本忠行【編】　：　江田優子ペギー【編】 くろしお出版 201606 4874247032 言語 英語
5669 映画で学ぶ英語の世界 酒井志延 くろしお出版 201905 9784874247914 言語 英語
5670 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　：　多義論から多使用論へ 平沢慎也 くろしお出版 201907 9784874248041 言語 英語
5671 大学で学ぶ英語の教科書 奥田暁代 慶應義塾大学出版会 201602 4766423100 言語 英語
5672 学びなおしＥｎｇｌｉｓｈ 小宮繁　：　小菅隼人 慶應義塾大学出版会 201603 9784766423013 言語 英語
5673 New TOEICRテスト 新形式精選模試 リーディング 中村紳一郎 ジャパンタイムズ出版 201703 9784789016605 言語 英語
5674 New TOEICRテスト 990点 新・全方位 リーディング 中村紳一郎 ジャパンタイムズ出版 201706 9784789016667 言語 英語
5675 New TOEICRテスト 新形式精選模試 リーディング 中村紳一郎 ジャパンタイムズ出版 201902 9784789017206 言語 英語
5676 New TOEICRL&Rテスト 精選模試 リーディング 中村紳一郎 ジャパンタイムズ出版 202007 9784789017626 言語 英語
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5677 最新 英語論文によく使う表現 基本編 﨑村耕二 創元社 201707 9784422810867 言語 英語
5678 最新 英語論文によく使う表現 発展編 﨑村耕二 創元社 201907 9784422810874 言語 英語
5679 古英語散文撰 井上省紀【編著】 大学教育出版 199811 4887302975 言語 英語
5680 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 200906 4887308841 言語 英語
5681 重要英語構文・英文法ノート 安武繁 大学教育出版 201102 4864290059 言語 英語
5682 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 201109 4864290849 言語 英語
5683 New 英語教育用語辞典　第3版 白畑知彦 大修館書店 201909 9784469246285 言語 英語
5684 日本語から考える！　英語の表現 関山健治【著】　：　山田敏弘【著】 白水社 201110 4560085781 言語 英語
5685 英語のしくみ《新版》 関山健治【著】 白水社 201404 4560086613 言語 英語
5686 日本語から考える！　ドイツ語の表現 清野智昭【著】　：　山田敏弘【著】 白水社 201104 4560085609 言語 ドイツ語
5687 ドイツ語のしくみ《新版》 清野智昭【著】 白水社 201402 4560086567 言語 ドイツ語
5688 オランダ語のしくみ《新版》 清水誠【著】 白水社 201404 4560086621 言語 ドイツ語
5689 ノルウェー語のしくみ《新版》 青木順子【著】 白水社 201604 4560087164 言語 ドイツ語
5690 デンマーク語のしくみ《新版》 鈴木雅子【著】 白水社 201710 456008761X 言語 ドイツ語
5691 17世紀フランス文法家証言集 伊藤誠宏 関西大学出版部 202002 9784873547145 言語 フランス語
5692 フランス語文法総解説 町田健 研究社 201512 4327394335 言語 フランス語
5693 日本語から考える！　フランス語の表現 佐藤康【著】　：　山田敏弘【著】 白水社 201103 4560085579 言語 フランス語
5694 中級フランス語　あらわす文法　：　一歩先のフランス語へ 東郷雄二【著】 白水社 201104 4560085617 言語 フランス語
5695 中級フランス語　つたえる文法　：　一歩先のフランス語へ 曽我祐典【著】 白水社 201105 4560085625 言語 フランス語
5696 中級フランス語　よみとく文法　：　一歩先のフランス語へ 西村牧夫【著】 白水社 201106 456008565X 言語 フランス語
5697 フランス語のしくみ《新版》 佐藤康【著】 白水社 201501 4560086842 言語 フランス語
5698 フランス語で話す 自分のこと 日本のこと 田中幸子 白水社 201705 9784560087466 言語 フランス語
5699 スペイン語のムードとモダリティ　：　日本語との対照研究の視点から 福嶌教隆 くろしお出版 201906 9784874247990 言語 外国･比較語学

5700 日本語から考える！　スペイン語の表現 長谷川信弥【著】　：　山田敏弘【著】 白水社 201104 4560085587 言語 外国･比較語学

5701 日本語から考える！　ポルトガル語の表現 市之瀬敦【著】　：　山田敏弘【著】 白水社 201110 4560085773 言語 外国･比較語学

5702 スペイン語のしくみ《新版》 岡本信照【著】 白水社 201402 4560086559 言語 外国･比較語学

5703 中級スペイン語　読みとく文法 西村君代 白水社 201407 4560086737 言語 外国･比較語学

5704 ポルトガル語のしくみ《新版》 市之瀬敦【著】 白水社 201503 4560086893 言語 外国･比較語学

5705 スペイン語文法ライブ講義！ 加藤伸吾【著】 白水社 201712 9784560087633 言語 外国･比較語学

5706 日本語から考える！　イタリア語の表現 大上順一【著】　：　山田敏弘【著】 白水社 201104 4560085595 言語 外国･比較語学

5707 イタリア語のしくみ《新版》 野里紳一郎【著】 白水社 201402 4560086540 言語 外国･比較語学

5708 クロアチア語のしくみ 三谷惠子【著】 白水社 200906 4560085013 言語 外国･比較語学

5709 チェコ語表現とことんトレーニング 〓橋みのり【著】 白水社 201304 4560086265 言語 外国･比較語学

5710 チェコ語のしくみ《新版》 金指久美子【著】 白水社 201403 4560086575 言語 外国･比較語学

5711 ロシア語のしくみ《新版》 黒田龍之助【著】 白水社 201406 4560086680 言語 外国･比較語学

5712 古代スラヴ語の世界史 服部文昭 白水社 202001 9784560088647 言語 外国･比較語学

5713 バスク語のしくみ 吉田浩美【著】 白水社 200908 4560085102 言語 外国･比較語学

5714 フィンランド語文法ハンドブック 吉田欣吾 白水社 201011 4560085463 言語 外国･比較語学

5715 フィンランド語のしくみ《新版》 吉田欣吾【著】 白水社 201403 4560086583 言語 外国･比較語学

5716 古典ギリシア語のしくみ《新版》 植田かおり【著】 白水社 201407 4560086729 言語 外国･比較語学

5717 ラテン語のしくみ《新版》 小倉博行【著】 白水社 201411 4560086818 言語 外国･比較語学

5718 スワヒリ語のしくみ《新版》 竹村景子【著】 白水社 201603 4560087156 言語 外国･比較語学

5719 ハンガリー語のしくみ《新版》 大島一【著】 白水社 201710 4560087601 言語 外国･比較語学

5720 文学 小野正嗣 岩波書店 201204 9784000283311 文学 文学(外国･比較)
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5721 「ジェンダー」で読む物語　：　赤ずきんから桜庭一樹まで 〓岡尚子【編著】 かもがわ出版 201902 9784780310108 文学 文学(外国･比較)

5722 美学から政治へ　：　モダニズムの詩人とファシズム 石田圭子 慶應義塾大学出版会 201309 9784766420845 文学 文学(外国･比較)

5723 詩心をつなぐ　：　井上輝夫詩論集 井上輝夫 慶應義塾大学出版会 201602 476642302X 文学 文学(外国･比較)

5724 ファンタジーと歴史的危機 安藤聡 彩流社 200301 9784882027850 文学 文学(外国･比較)

5725 実験する小説たち 木原善彦 彩流社 201701 9784779122811 文学 文学(外国･比較)

5726 共感覚の世界観　：　交流する感覚の冒険 原田武 新曜社 201010 4788512084 文学 文学(外国･比較)

5727 河合隼雄と子どもの目 河合隼雄 創元社 201907 9784422117096 文学 文学(外国･比較)

5728 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 201905 9784866920283 文学 文学(外国･比較)

5729 神経内科医の文学診断 岩田誠【著】 白水社 200804 9784560031803 文学 文学(外国･比較)

5730 詩歌遍歴 木田元 平凡社 200204 4582851347 文学 文学(外国･比較)

5731 遠読　：　〈世界文学システム〉への挑戦 フランコ・モレッティ　：　秋草俊一郎 みすず書房 201606 4622079720 文学 文学(外国･比較)

5732 平安朝漢文学鉤沈 三木雅博 和泉書院 201712 9784757608580 文学 日本文学
5733 桑華蒙求の基礎的研究 本間洋一【編著】 和泉書院 201805 9784757608795 文学 日本文学
5734 『発心集』と中世文学 山本一 和泉書院 201806 9784757608801 文学 日本文学
5735 平安朝の歳時と文学 北山円正 和泉書院 201810 9784757608900 文学 日本文学
5736 いろは順 歌語辞典 三村晃功 和泉書院 201812 9784757608511 文学 日本文学
5737 新日本古典文学大系　：　樋口一葉集　．　明治編　２４ 樋口一葉　：　菅聡子　：　関礼子【校注】 岩波書店 200110 400240224X 文学 日本文学
5738 新日本古典文学大系　：　河竹黙阿弥集　．　明治編　８ 河竹黙阿弥　：　原道生　：　神山彰 岩波書店 200111 4002402088 文学 日本文学
5739 新日本古典文学大系　：　新体詩　聖書　讃美歌集　．　明治編　１２ 阿毛久芳　：　明治詩探究の会　：　松田伊作 岩波書店 200112 4002402126 文学 日本文学
5740 新日本古典文学大系　：　翻訳小説集　二　．　明治編　１５ 岡照雄　：　清水孝純　：　中丸宣明 岩波書店 200201 4002402150 文学 日本文学
5741 新日本古典文学大系　：　泉鏡花集　．　明治編　２０ 泉鏡花　：　東郷克美　：　吉田昌志【校注】 岩波書店 200202 4002402207 文学 日本文学
5742 新日本古典文学大系　：　女性作家集　．　明治編　２３ 高田知波　：　中川成美　：　中山和子【校注】 岩波書店 200203 4002402231 文学 日本文学
5743 新日本古典文学大系　：　幸田露伴集　．　明治編　２２ 幸田露伴　：　登尾豊　：　関谷博 岩波書店 200207 4002402223 文学 日本文学
5744 新日本古典文学大系　：　坪内逍遙　二葉亭四迷集　．　明治編　１８ 坪内逍遥　：　二葉亭四迷　：　青木稔弥 岩波書店 200210 4002402185 文学 日本文学
5745 新日本古典文学大系　：　キリスト者評論集　．　明治編　２６ 薮禎子　：　吉田正信　：　出原隆俊【校注】 岩波書店 200212 4002402266 文学 日本文学
5746 新日本古典文学大系　：　和歌　俳句　歌謡　音曲集　．　明治編　４ 久保田啓一　：　櫻井武次郎　：　越後敬子 岩波書店 200302 4002402045 文学 日本文学
5747 新日本古典文学大系　：　正岡子規集　．　明治編　２７ 正岡子規　：　金井景子　：　宗像和重 岩波書店 200303 4002402274 文学 日本文学
5748 新日本古典文学大系　：　尾崎紅葉集　．　明治編　１９ 尾崎紅葉　：　須田千里　：　松村友視【校注】 岩波書店 200307 4002402193 文学 日本文学
5749 新日本古典文学大系　：　政治小説集　一　．　明治編　１６ 山田俊治　：　林原純生【校注】 岩波書店 200311 4002402169 文学 日本文学
5750 新日本古典文学大系　：　開化風俗誌集　．　明治編　１ 日野龍夫　：　中野三敏　：　小林勇 岩波書店 200402 4002402010 文学 日本文学
5751 新日本古典文学大系　：　漢詩文集　．　明治編　２ 入谷仙介　：　揖斐高　：　大谷雅夫 岩波書店 200403 4002402029 文学 日本文学
5752 新日本古典文学大系　：　森鴎外集　．　明治編　２５ 森鴎外　：　小泉浩一郎　：　小川康子 岩波書店 200407 4002402258 文学 日本文学
5753 新日本古典文学大系　：　硯友社文学集　．　明治編　２１ 山田有策　：　猪狩友一　：　宇佐美毅【校注】 岩波書店 200501 4002402215 文学 日本文学
5754 新日本古典文学大系　：　漢文小説集　．　明治編　３ 池澤一郎　：　宮崎修多　：　徳田武 岩波書店 200508 4002402037 文学 日本文学
5755 新日本古典文学大系　：　風刺文学集　．　明治編　２９ 中野三敏　：　宗像和重　：　十川信介 岩波書店 200510 4002402290 文学 日本文学
5756 新日本古典文学大系　：　国木田独歩　宮崎湖処子集　．　明治編　２８ 国木田独歩　：　宮崎湖処子　：　藤井淑禎 岩波書店 200601 4002402282 文学 日本文学
5757 新日本古典文学大系　：　落語　怪談咄集　．　明治編　６ 延広真治【校注】 岩波書店 200604 4002402061 文学 日本文学
5758 新日本古典文学大系　：　教科書啓蒙文集　．　明治編　１１ 斉藤利彦　：　倉田喜弘　：　谷川恵一【校注】 岩波書店 200606 4002402118 文学 日本文学
5759 新日本古典文学大系　：　政治小説集　二　．　明治編　１７ 大沼敏男　：　中丸宣明【校注】 岩波書店 200610 4002402177 文学 日本文学
5760 岩波日本古典文学辞典 久保田淳【編】 岩波書店 200702 9784000803106 文学 日本文学
5761 新日本古典文学大系　：　明治実録集　．　明治編　１３ 須田千里　：　松本常彦【校注】 岩波書店 200703 4002402134 文学 日本文学
5762 新日本古典文学大系　：　講談　人情咄集　．　明治編　　７ 延広真治【校注】 岩波書店 200812 400240207X 文学 日本文学
5763 新日本古典文学大系　：　明治名作集　．　明治編　３０ 谷川恵一　：　高橋圭一　：　中島国彦 岩波書店 200903 4002402304 文学 日本文学
5764 新日本古典文学大系　：　海外見聞集　．　明治編　５ 松田清他【校注】 岩波書店 200906 4002402053 文学 日本文学
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5765 新日本古典文学大系　：　明治戯作集　．　明治編　９ 須田千里　：　岩田秀行【校注】 岩波書店 201001 4002402096 文学 日本文学
5766 新日本古典文学大系　：　福澤諭吉集　．　明治編　１０ 福澤諭吉　：　松沢弘陽【校注】 岩波書店 201102 400240210X 文学 日本文学
5767 新日本古典文学大系　：　翻訳小説集　一　．　明治編　１４ 中川久定　：　峯村至津子　：　秋山伸子 岩波書店 201301 4002402142 文学 日本文学
5768 愛の不等辺三角形　：　漱石小説論 吉村英夫 大月書店 201611 4272612344 文学 日本文学
5769 沖縄　記憶と告発の文学 尾西康充 大月書店 201911 9784272612390 文学 日本文学
5770 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 201812 9784780309980 文学 日本文学
5771 巖谷小波お伽作家への道　：　日記を手がかりに 勝尾金弥 慶應義塾大学出版会 200011 9784766408324 文学 日本文学
5772 詩想の泉をもとめて　：　ケンブリッジ、ニューヨーク、福江島まで 井上輝夫 慶應義塾大学出版会 201105 9784766418026 文学 日本文学
5773 福田恆存 岡本英敏 慶應義塾大学出版会 201404 9784766421286 文学 日本文学
5774 新版　小林秀雄　：　越知保夫全作品 越知保夫　：　若松英輔【編】 慶應義塾大学出版会 201601 4766422600 文学 日本文学
5775 ＧＯＺＯノート　：　コジキの思想　．　１ 吉増剛造 慶應義塾大学出版会 201606 9784766423396 文学 日本文学
5776 ＧＯＺＯノート　：　航海日誌　．　２ 吉増剛造 慶應義塾大学出版会 201606 4766423402 文学 日本文学
5777 ＧＯＺＯノート　：　わたしは映画だ　．　３ 吉増剛造 慶應義塾大学出版会 201606 4766423410 文学 日本文学
5778 『沈黙』をめぐる短篇集 遠藤周作　：　加藤宗哉【編】 慶應義塾大学出版会 201606 4766423437 文学 日本文学
5779 意志薄弱の文学史　：　日本現代文学の起源 坂口周 慶應義塾大学出版会 201610 4766423666 文学 日本文学
5780 吉行淳之介　：　抽象の閃き 加藤宗哉 慶應義塾大学出版会 201610 476642381X 文学 日本文学
5781 善を行うに勇なれ 小泉信三【著】　：　山内慶太　：　神吉創二 慶應義塾大学出版会 201610 9784766423839 文学 日本文学
5782 私と福澤諭吉 小泉信三【著】　：　山内慶太　：　神吉創二 慶應義塾大学出版会 201701 9784766423846 文学 日本文学
5783 小林秀雄と河上徹太郎 坂本忠雄 慶應義塾大学出版会 201704 4766424220 文学 日本文学
5784 源氏物語の政治と人間 田坂憲二 慶應義塾大学出版会 201710 4766424735 文学 日本文学
5785 漱石の書斎　：　外国文学へのまなざし　共鳴する孤独 飛ヶ谷美穂子 慶應義塾大学出版会 201712 4766424905 文学 日本文学
5786 みちのく伝承 相原精次 彩流社 199112 9784882022121 文学 日本文学
5787 宮澤賢治物語 竹澤克夫 彩流社 199207 9784882022268 文学 日本文学
5788 あさま山荘1972 坂口弘 彩流社 199305 9784882022534 文学 日本文学
5789 続　あさま山荘1972 坂口弘 彩流社 199503 9784882023388 文学 日本文学
5790 インティファーダの女たち　増補版 古居みずえ 彩流社 199607 9784882024088 文学 日本文学
5791 小林秀雄とベルクソン　増補版 山崎行太郎 彩流社 199711 9784882024972 文学 日本文学
5792 臨床文学論 近藤裕子 彩流社 200302 9784882027935 文学 日本文学
5793 安部公房スタジオと欧米の実験演劇 コーチ・ジャンルーカ 彩流社 200502 9784882029694 文学 日本文学
5794 村上春樹とポストモダン・ジャパン 三浦玲一 彩流社 201403 9784779120053 文学 日本文学
5795 江戸好色文学史 斎藤昌三 慧文社 201804 486330191X 文学 日本文学
5796 教師・啄木と賢治　：　近代日本における「もうひとつの教育史」 荒川紘 新曜社 201006 4788512017 文学 日本文学
5797 煩悶青年と女学生の文学誌　：　「西洋」を読み替えて 平石典子 新曜社 201202 4788512734 文学 日本文学
5798 主題としての〈終わり〉　：　文学の構想力 高橋修 新曜社 201203 4788512831 文学 日本文学
5799 井伏鱒二と「ちぐはぐ」な近代　：　漂流するアクチュアリティ 滝口明祥 新曜社 201211 4788513145 文学 日本文学
5800 第一次大戦の〈影〉　：　世界戦争と日本文学 中山弘明 新曜社 201212 4788513153 文学 日本文学
5801 ジャパニーズ・アメリカ　：　移民文学・出版文化・収容所 日比嘉高 新曜社 201402 4788513692 文学 日本文学
5802 愛国的無関心　：　「見えない他者」と物語の暴力 内藤　千珠子 新曜社 201510 4788514532 文学 日本文学
5803 こころと人生 河合隼雄 創元社 201503 9784422000541 文学 日本文学
5804 より道 わき道 散歩道 河合隼雄 創元社 201503 9784422000558 文学 日本文学
5805 「出会い」の不思議 河合隼雄 創元社 201503 9784422000565 文学 日本文学
5806 聴くと聞こえる 谷川俊太郎 創元社 201802 9784422910345 文学 日本文学
5807 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 201808 486429528X 文学 日本文学
5808 詩的思考のめざめ　：　心と言葉にほんとうは起きていること 阿部公彦 東京大学出版会 201402 4130830643 文学 日本文学
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5809 日本語　描写の辞典 中村明 東京堂出版 201601 9784490108736 文学 日本文学
5810 東海道四谷怪談 諏訪春雄【編著】　：　鶴屋南北【作】 白水社 199911 9784560032886 文学 日本文学
5811 新版歌祭文／摂州合邦辻／ひらかな盛衰記 近松半二　：　菅専助　：　若竹笛躬 白水社 200105 9784560032855 文学 日本文学
5812 御浜御殿綱豊卿／巷談宵宮雨 真山青果【作】　：　真山美保【編著】　：　宇野信夫【作】 白水社 200204 9784560032930 文学 日本文学
5813 双蝶々曲輪日記／本朝廿四孝 権藤芳一【編著】　：　竹田出雲（２代目）　：　三好松洛 白水社 200307 9784560032893 文学 日本文学
5814 考える水、その他の石 宮沢章夫 白水社 200610 4560027900 文学 日本文学
5815 三人吉三廓初買 河竹黙阿弥【作】　：　延広真治【編著】 白水社 200803 9784560032848 文学 日本文学
5816 澁澤龍彦との日々 澁澤龍子 白水社 200910 9784560721070 文学 日本文学
5817 人、中年に到る 四方田犬彦 白水社 201009 4560080933 文学 日本文学
5818 現実界の探偵　：　文学と犯罪 作田啓一 白水社 201202 4560081859 文学 日本文学
5819 荒凡夫　一茶 金子兜太 白水社 201206 4560082170 文学 日本文学
5820 父　水上勉 窪島誠一郎 白水社 201212 4560082588 文学 日本文学
5821 藤沢周平伝 笹沢信 白水社 201309 4560083193 文学 日本文学
5822 評伝　吉村昭 笹沢信 白水社 201406 4560083738 文学 日本文学
5823 評伝・河野裕子　：　たつぷりと真水を抱きて 永田淳 白水社 201508 4560084556 文学 日本文学
5824 全訳　男色大鑑〈武士編〉 染谷智幸 文学通信 201812 9784909658036 文学 日本文学
5825 全訳　男色大鑑〈歌舞伎若衆編〉 染谷智幸 文学通信 201910 9784909658043 文学 日本文学
5826 「国文学」の批判的考察 空井伸一 文学通信 202003 9784909658272 文学 日本文学
5827 樋口一葉の世界 前田愛 平凡社 199306 458276004X 文学 日本文学
5828 芭蕉　：　俳諧の精神と方法 廣末保 平凡社 199311 4582760309 文学 日本文学
5829 のろとさにわ 伊藤比呂美　：　上野千鶴子 平凡社 199511 4582761216 文学 日本文学
5830 一人称で語る権利 長田弘 平凡社 199807 9784582762549 文学 日本文学
5831 アジア的身体 梁石日 平凡社 199901 4582762751 文学 日本文学
5832 わが心の小説家たち　．　００１ 吉村昭 平凡社 199905 4582850014 文学 日本文学
5833 古今黄金譚　：　古典の中の糞尿物語　．　００２ 林望 平凡社 199905 4582850022 文学 日本文学
5834 マンネリズムのすすめ 丘沢静也 平凡社 199906 4582850103 文学 日本文学
5835 山の眼玉 畦地梅太郎 平凡社 199912 4582763138 文学 日本文学
5836 風土記 吉野裕【編】 平凡社 200002 4582763286 文学 日本文学
5837 耳袋　．　１ 根岸鎮衛【著】　：　鈴木棠三【編】 平凡社 200005 4582763405 文学 日本文学
5838 耳袋　．　２ 根岸鎮衛【著】　：　鈴木棠三【編】 平凡社 200006 4582763464 文学 日本文学
5839 時代小説の愉しみ 小沢信男　：　多田道太郎　：　原章二 平凡社 200103 4582850782 文学 日本文学
5840 詩学創造 菅野昭正 平凡社 200105 4582763944 文学 日本文学
5841 「天皇崩御」の図像学　：　『ホーロー質』より 加藤典洋 平凡社 200106 4582763952 文学 日本文学
5842 風の名前　風の四季 半藤一利　：　荒川博 平凡社 200111 4582851134 文学 日本文学
5843 団鬼六論 堀江珠喜 平凡社 200401 4582852106 文学 日本文学
5844 古事記の宇宙論（コスモロジー） 北沢方邦 平凡社 200411 4582852483 文学 日本文学
5845 夏目漱石「こゝろ」を読みなおす 水川隆夫 平凡社 200508 4582852874 文学 日本文学
5846 村上春樹論　：　『海辺のカフカ』を精読する 小森陽一 平凡社 200605 4582853218 文学 日本文学
5847 死を想う　：　われらも終には仏なり 石牟礼道子　：　伊藤比呂美 平凡社 200705 4582853714 文学 日本文学
5848 吉本隆明１９６８ 鹿島茂 平凡社 200905 4582854591 文学 日本文学
5849 私小説のすすめ 小谷野敦 平凡社 200907 4582854737 文学 日本文学
5850 戦後日本、中野重治という良心 竹内栄美子 平凡社 200910 4582854907 文学 日本文学
5851 夏目漱石と戦争 水川隆夫 平凡社 201006 4582855288 文学 日本文学
5852 江戸のことわざ遊び　：　幕末のベストセラーで笑う 南和男 平凡社 201008 4582855415 文学 日本文学



　※　2021.11　追加タイトル：Newの表示あり　 ebook list <KinoDen> 134/140

No. 書名 著者名 出版社名 出版年月 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分)

5853 文学者たちの大逆事件と韓国併合 高澤秀次 平凡社 201011 4582855555 文学 日本文学
5854 細野晴臣分福茶釜 細野晴臣【著】　：　鈴木惣一朗【聞き手】 平凡社 201102 4582767281 文学 日本文学
5855 もう一度読みたかった本 柳田邦男 平凡社 201102 9784582767261 文学 日本文学
5856 平家物語、史と説話 五味文彦 平凡社 201110 458276746X 文学 日本文学
5857 おばけずき　：　鏡花怪異小品集 泉鏡花【著】　：　東雅夫【編】 平凡社 201206 4582767648 文学 日本文学
5858 少女たちの植民地　：　関東州の記憶から 藤森節子 平凡社 201307 4582767915 文学 日本文学
5859 言葉のゆくえ　：　明治二〇年代の文学 谷川恵一 平凡社 201310 4582767982 文学 日本文学
5860 改訂　桜は本当に美しいのか　：　欲望が生んだ文化装置 水原紫苑 平凡社 201703 4582768539 文学 日本文学
5861 其角と楽しむ江戸俳句 半藤一利 平凡社 201709 4582768598 文学 日本文学
5862 新版　吉本隆明　１９６８ 鹿島茂 平凡社 201711 458276861X 文学 日本文学
5863 貝殻と頭蓋骨 澁澤龍彦 平凡社 201712 4582768628 文学 日本文学
5864 新版　死を想う 石牟礼道子 平凡社 201807 9784582858846 文学 日本文学
5865 伊勢物語　流転と変転 山本登朗 平凡社 201808 9784582364552 文学 日本文学
5866 百人一首に絵はあったか 寺島恒世 平凡社 201811 9784582364569 文学 日本文学
5867 歌枕の聖地 山本啓介 平凡社 201811 9784582364576 文学 日本文学
5868 今西錦司　生物レベルでの思考 今西錦司 平凡社 201902 9784582531695 文学 日本文学
5869 柳田國男　ささやかなる昔 柳田國男 平凡社 201902 9784582531701 文学 日本文学
5870 中川李枝子　本と子どもが教えてくれたこと 中川李枝子 平凡社 201905 9784582741131 文学 日本文学
5871 宮本常一　伝書鳩のように 宮本常一 平凡社 201906 9784582531725 文学 日本文学
5872 最後の弟子が語る折口信夫 岡野弘彦 平凡社 201907 9784582838107 文学 日本文学
5873 古典つまみ読み　古文の中の自由人たち 武田博幸 平凡社 201908 9784582859201 文学 日本文学
5874 文学に描かれた「橋」 磯辺勝 平凡社 201909 9784582859225 文学 日本文学
5875 道子の草文 石牟礼道子 平凡社 202002 9784582838282 文学 日本文学
5876 鉄幹晶子全集　．　第一巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200112 4585010548 文学 日本文学
5877 鉄幹晶子全集　．　第七巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200201 4585010602 文学 日本文学
5878 鉄幹晶子全集　．　第八巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200202 4585010610 文学 日本文学
5879 鉄幹晶子全集　．　第六巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200203 4585010599 文学 日本文学
5880 鉄幹晶子全集　．　第二巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200208 4585010556 文学 日本文学
5881 鉄幹晶子全集　．　第三巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200211 4585010564 文学 日本文学
5882 鉄幹晶子全集　．　第四巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200302 4585010572 文学 日本文学
5883 鉄幹晶子全集　．　第五巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200306 4585010580 文学 日本文学
5884 鉄幹晶子全集　．　第十一巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200307 4585010645 文学 日本文学
5885 鉄幹晶子全集　．　第十二巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200308 4585010653 文学 日本文学
5886 鉄幹晶子全集　．　第十巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200311 4585010637 文学 日本文学
5887 鉄幹晶子全集　．　第九巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200402 4585010629 文学 日本文学
5888 鉄幹晶子全集　．　第十三巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200404 4585010661 文学 日本文学
5889 鉄幹晶子全集　．　第十四巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200407 458501067X 文学 日本文学
5890 鉄幹晶子全集　．　第十五巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200410 4585010688 文学 日本文学
5891 鉄幹晶子全集　．　第十六巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200412 4585010696 文学 日本文学
5892 鉄幹晶子全集　．　第十七巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200503 458501070X 文学 日本文学
5893 鉄幹晶子全集　．　第十八巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200506 4585010718 文学 日本文学
5894 鉄幹晶子全集　．　第十九巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200508 4585010726 文学 日本文学
5895 完訳　源平盛衰記　：　巻一～巻五　．　一 岸睦子【訳】　：　矢代和夫【監修】 勉誠出版 200509 4585070532 文学 日本文学
5896 完訳　源平盛衰記　：　巻六～巻十一　．　二 中村晃【訳】 勉誠出版 200509 4585070540 文学 日本文学
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5897 完訳　源平盛衰記　：　巻十二～巻十七　．　三 三野恵【訳】 勉誠出版 200510 4585070559 文学 日本文学
5898 完訳　源平盛衰記　：　巻十八～巻二十四　．　四 田中幸恵　：　緑川新【訳】 勉誠出版 200510 4585070567 文学 日本文学
5899 完訳　源平盛衰記　：　巻二十五～巻三十　．　五 酒井一字【訳】 勉誠出版 200510 4585070575 文学 日本文学
5900 完訳　源平盛衰記　：　巻三十一～巻三十六　．　六 中村晃【訳】 勉誠出版 200510 4585070583 文学 日本文学
5901 完訳　源平盛衰記　：　巻三十七～巻四十一　．　七 西津弘美【訳】 勉誠出版 200510 4585070591 文学 日本文学
5902 完訳　源平盛衰記　：　巻四十三～巻四十八　．　八 石黒吉次郎【訳】 勉誠出版 200510 4585070605 文学 日本文学
5903 鉄幹晶子全集　．　第二十巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200602 4585010734 文学 日本文学
5904 鉄幹晶子全集　．　第二十一巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200607 4585010742 文学 日本文学
5905 鉄幹晶子全集　．　第二十二巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200702 4585010750 文学 日本文学
5906 完訳　太平記　．　一 上原作和　：　小番達【監修】　：　鈴木邑【訳】 勉誠出版 200703 4585070737 文学 日本文学
5907 完訳　太平記　．　二 上原作和　：　小番達【監修】　：　鈴木邑【訳】 勉誠出版 200703 4585070745 文学 日本文学
5908 完訳　太平記　．　三 上原作和　：　小番達【監修・訳】 勉誠出版 200703 4585070753 文学 日本文学
5909 完訳　太平記　．　四 上原作和　：　小番達【監修・訳】 勉誠出版 200703 4585070761 文学 日本文学
5910 鉄幹晶子全集　．　第二十三巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200709 4585010769 文学 日本文学
5911 鉄幹晶子全集　．　第二十四巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200712 4585010777 文学 日本文学
5912 鉄幹晶子全集　．　第二十五巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200808 4585010785 文学 日本文学
5913 鉄幹晶子全集　．　第二十六巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200812 4585010793 文学 日本文学
5914 鉄幹晶子全集　．　第二十七巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200904 4585010807 文学 日本文学
5915 鉄幹晶子全集　．　第二十八巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200907 4585010815 文学 日本文学
5916 鉄幹晶子全集　．　第二十九巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 200911 4585010823 文学 日本文学
5917 鉄幹晶子全集　．　第三十巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 201002 4585010831 文学 日本文学
5918 鉄幹晶子全集　：　与謝野寛遺稿歌集・白桜集　．　第三十一巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 201012 458501084X 文学 日本文学
5919 鉄幹晶子全集　：　全歌集五句索引篇　．　第三十二巻 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 201109 4585010858 文学 日本文学
5920 巴里に死す 芹沢光治良 勉誠出版 201202 4585290257 文学 日本文学
5921 私小説の技法　：　「私」語りの百年史 梅澤亜由美 勉誠出版 201212 4585290486 文学 日本文学
5922 占領期の出版メディアと検閲（プレスコード）　：　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 201310 4585290583 文学 日本文学
5923 鉄幹晶子全集　：　拾遺篇‐詩　．　別巻１ 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 201311 4505010864 文学 日本文学
5924 国文学の百年 諏訪春雄 勉誠出版 201401 4585290621 文学 日本文学
5925 魔界の住人　川端康成　：　その生涯と文学　．　上巻 森本穫 勉誠出版 201409 4585290753 文学 日本文学
5926 魔界の住人　川端康成　：　その生涯と文学　．　下巻 森本穫 勉誠出版 201409 4585290761 文学 日本文学
5927 偶然の日本文学　：　小説の面白さの復権 真銅正宏 勉誠出版 201409 458529077X 文学 日本文学
5928 井上靖の小説世界　：　ストーリーテラーの原風景 藤澤全 勉誠出版 201409 4585290745 文学 日本文学
5929 私小説千年史　：　日記文学から近代文学まで 勝又浩 勉誠出版 201501 4585290826 文学 日本文学
5930 芹沢光治良戦中戦後日記 芹沢光治良　：　勝呂奏【解説】 勉誠出版 201503 4585290869 文学 日本文学
5931 正訳　源氏物語　本文対照　：　桐壺・帚木・空蝉・夕顔・若紫　．　第一冊 紫式部　：　中野幸一【訳】 勉誠出版 201510 4585295712 文学 日本文学
5932 正訳　源氏物語　本文対照　：　末摘花・紅葉賀・花宴・葵・賢木・花散里　．　第二冊 紫式部　：　中野幸一【訳】 勉誠出版 201601 4585295720 文学 日本文学
5933 正訳　源氏物語　本文対照　：　須磨・明石・澪標・蓬生・関屋・絵合・松風　．　第三冊 紫式部　：　中野幸一【訳】 勉誠出版 201602 4585295739 文学 日本文学
5934 正訳　源氏物語　本文対照　：　薄雲・朝顔・少女・玉鬘・初音・胡蝶　．　第四冊 紫式部　：　中野幸一【訳】 勉誠出版 201604 4585295747 文学 日本文学
5935 鉄幹晶子全集　：　拾遺篇‐明治期短歌　．　別巻２ 与謝野鉄幹　：　与謝野晶子　：　逸見久美ほか【編】 勉誠出版 201605 4585010874 文学 日本文学
5936 正訳　源氏物語　本文対照　：　蛍・常夏・篝火・野分・行幸・藤袴・真木柱・梅枝・藤裏葉　．　第五冊 紫式部　：　中野幸一【訳】 勉誠出版 201606 4585295755 文学 日本文学
5937 正訳　源氏物語　：　本文対照（若菜　上／若菜　下）　．　第六冊 紫式部　：　中野幸一【訳】 勉誠出版 201610 4585295763 文学 日本文学
5938 正訳　源氏物語　：　本文対照　．　第七冊 紫式部　：　中野幸一【訳】 勉誠出版 201612 4585295771 文学 日本文学
5939 正訳　源氏物語　：　本文対照　．　第八冊 紫式部　：　中野幸一【訳】 勉誠出版 201702 458529578X 文学 日本文学
5940 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 勉誠出版 201703 4585291431 文学 日本文学
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5941 正訳　源氏物語　：　本文対照　．　第九冊 紫式部　：　中野幸一【訳】 勉誠出版 201704 4585295798 文学 日本文学
5942 正訳　源氏物語　：　本文対照　．　第十冊 紫式部　：　中野幸一【訳】 勉誠出版 201706 4585295801 文学 日本文学
5943 浮世絵師の絵で読む　八犬伝　．　上 徳田武 勉誠出版 201706 4585291334 文学 日本文学
5944 浮世絵師の絵で読む　八犬伝　．　下 徳田武 勉誠出版 201706 4585291342 文学 日本文学
5945 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 勉誠出版 201710 4585291520 文学 日本文学
5946 私小説の技法　増補改訂　 梅澤亜由美 勉誠出版 201712 9784585291442 文学 日本文学
5947 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 201801 4585291490 文学 日本文学
5948 今昔物語集の構文研究 高橋敬一 勉誠出版 201803 4585280375 文学 日本文学
5949 正訳　紫式部日記　：　本文対照 中野幸一【訳】 勉誠出版 201807 4585291679 文学 日本文学
5950 三島由紀夫の国体思想と魂魄 藤野博 勉誠出版 201809 4585291687 文学 日本文学
5951 知っておきたい日本の漢詩 宇野直人 勉誠出版 201809 9784585291695 文学 日本文学
5952 三島由紀夫の切腹　：　よみがえる葉隠精神 北影雄幸 勉誠出版 201811 4585215360 文学 日本文学
5953 三条西家本狭衣物語　注釈 学習院大学平安文学研究会【編】 勉誠出版 201902 9784585291770 文学 日本文学
5954 漱石文体見本帳 北川扶生子 勉誠出版 202001 9784585291893 文学 日本文学
5955 同性愛文学の系譜 伊藤氏貴 勉誠出版 202002 9784585291916 文学 日本文学
5956 南方熊楠と日本文学 伊藤慎吾 勉誠出版 202002 9784585222705 文学 日本文学
5957 ヘンリー・ソロー　野生の学舎 今福竜太 みすず書房 201607 462207978X 文学 日本文学
5958 歴史の工房　：　英国で学んだこと 草光俊雄 みすず書房 201612 9784622079859 文学 日本文学
5959 外地巡礼　：　「越境的」日本語文学論 西成彦 みすず書房 201801 9784622086321 文学 日本文学
5960 野上弥生子とその時代 狩野美智子 ゆまに書房 200905 4843330620 文学 日本文学
5961 万葉集と古代史 直木孝次郎 吉川弘文館 200006 9784642054942 文学 日本文学
5962 曽我物語の史実と虚構 坂井孝一 吉川弘文館 200012 9784642055079 文学 日本文学
5963 古事記の歴史意識 矢嶋泉 吉川弘文館 200809 9784642056601 文学 日本文学
5964 江戸の文人サロン 揖斐高 吉川弘文館 200909 9784642056786 文学 日本文学
5965 白鳥になった皇子　：　古事記 直木孝次郎 吉川弘文館 201604 4642067124 文学 日本文学
5966 入道殿下の物語　：　大鏡 益田宗 吉川弘文館 201606 4642067140 文学 日本文学
5967 吉野の霧　：　太平記 桜井好朗 吉川弘文館 201608 4642067167 文学 日本文学
5968 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 201609 4642083006 文学 日本文学
5969 古代の恋愛生活　：　万葉集の恋歌を読む 古橋信孝 吉川弘文館 201610 4642067183 文学 日本文学
5970 森鴎外　：　もう一つの実像 白崎昭一郎 吉川弘文館 201710 9784642754392 文学 日本文学
5971 文学から見る「満洲」　：　「五族協和」の夢と現実 川村湊 吉川弘文館 201710 9784642754583 文学 日本文学
5972 啄木短歌に時代を読む 近藤典彦 吉川弘文館 201710 9784642754842 文学 日本文学
5973 平家物語の女たち　：　大力・尼・白拍子 細川　涼一 吉川弘文館 201712 4642067566 文学 日本文学
5974 日本中世社会と禅林文芸 芳澤　元 吉川弘文館 201712 4642029427 文学 日本文学
5975 平安時代の笑いと日本文化 金小英 早稲田大学出版部 201911 9784657198044 文学 日本文学
5976 松本清張が「砂の器」を書くまで 山本幸正 早稲田大学出版部 202002 9784657208026 文学 日本文学
5977 New 韓国文学を旅する60章 波田野節子 明石書店 202012 9784750351070 文学 文学(外国･比較)

5978 『世説新語』で読む竹林の七賢 大上正美 朝倉書店 201906 9784254515893 文学 文学(外国･比較)

5979 三国志への道標 井上泰山 関西大学出版部 201902 9784873546889 文学 文学(外国･比較)

5980 杜甫詩文集の形成に関する文献学的研究 長谷部剛 関西大学出版部 201903 9784873546940 文学 文学(外国･比較)

5981 抵抗の文学　：　国民革命軍将校阿〓の文学と生涯 関根謙 慶應義塾大学出版会 201603 4766423135 文学 文学(外国･比較)

5982 無の国の門 サマル・ヤズベク【著】 白水社 202003 9784560097540 文学 文学(外国･比較)

5983 アラビアン・ナイトの世界 前嶋信次 平凡社 199509 4582761135 文学 文学(外国･比較)

5984 紅楼夢　．　１ 曹雪芹　：　伊藤漱平【訳】 平凡社 199609 4582761623 文学 文学(外国･比較)
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5985 紅楼夢　．　４ 曹雪芹　：　伊藤漱平【訳】 平凡社 199612 4582761771 文学 文学(外国･比較)

5986 紅楼夢　．　５ 曹雪芹　：　伊藤漱平【訳】 平凡社 199701 4582761828 文学 文学(外国･比較)

5987 紅楼夢　．　６ 曹雪芹　：　伊藤漱平【訳】 平凡社 199702 4582761860 文学 文学(外国･比較)

5988 紅楼夢　．　７ 曹雪芹　：　伊藤漱平【訳】 平凡社 199703 4582761917 文学 文学(外国･比較)

5989 紅楼夢　．　８ 曹雪芹　：　伊藤漱平【訳】 平凡社 199704 458276195X 文学 文学(外国･比較)

5990 紅楼夢　．　９ 高蘭墅　：　伊藤漱平【訳】 平凡社 199707 4582762085 文学 文学(外国･比較)

5991 紅楼夢　．　１０ 高蘭墅　：　伊藤漱平【訳】 平凡社 199708 4582762131 文学 文学(外国･比較)

5992 紅楼夢　．　１１ 高蘭墅　：　伊藤漱平【訳】 平凡社 199709 4582762166 文学 文学(外国･比較)

5993 紅楼夢　．　１２ 高蘭墅　：　伊藤漱平【訳】 平凡社 199711 4582762204 文学 文学(外国･比較)

5994 中国奇想小説集 井波律子 平凡社 201811 9784582837896 文学 文学(外国･比較)

5995 叛徒と隠士　周作人の一九二〇年代 小川利康 平凡社 201902 9784582482232 文学 文学(外国･比較)

5996 アイヌの物語世界　改訂版 中川裕 平凡社 202004 9784582768992 文学 文学(外国･比較)

5997 無情 李光洙【著】 平凡社 202006 9784582769043 文学 文学(外国･比較)

5998 白居易の文学と人生　．　１ 太田次男ほか【編】 勉誠出版 199306 4585020527 文学 文学(外国･比較)

5999 白居易の文学と人生　．　２ 太田次男ほか【編】 勉誠出版 199307 4585020535 文学 文学(外国･比較)

6000 日本における受容（韻文編）　．　第３巻 太田次男ほか【編】 勉誠出版 199310 4585020543 文学 文学(外国･比較)

6001 日本における受容（散文編）　．　第４巻 太田次男ほか【編】 勉誠出版 199405 4585020551 文学 文学(外国･比較)

6002 白詩受容を繞る諸問題　．　第５巻 太田次男ほか【編】 勉誠出版 199409 458502056X 文学 文学(外国･比較)

6003 白氏文集の本文　．　第６巻 太田次男ほか【編】 勉誠出版 199512 4585020578 文学 文学(外国･比較)

6004 漢籍伝来 静永健 勉誠出版 201001 9784585054450 文学 文学(外国･比較)

6005 武将で読む　三国志演義読本 後藤裕也　：　小林瑞恵　：　〓橋康浩 勉誠出版 201409 4585290788 文学 文学(外国･比較)

6006 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 勉誠出版 201410 4585290796 文学 文学(外国･比較)

6007 楊家将演義　読本 岡崎由美　：　松浦智子【編】 勉誠出版 201506 4585291032 文学 文学(外国･比較)

6008 本邦における三国志演義受容の諸相 長尾直茂 勉誠出版 201902 9784585291794 文学 文学(外国･比較)

6009 血の報復　：　「在満」中国人作家短篇集 岡田英樹【訳編】 ゆまに書房 201607 4843350311 文学 文学(外国･比較)

6010 ダニエル・デフォー研究 干井洋一 関西大学出版部 201912 9784873547091 文学 英米文学
6011 ぼくはお金を使わずに生きることにした マーク・ボイル　：　吉田奈緒子 紀伊國屋書店 201111 9784314010870 文学 英米文学
6012 アウシュヴィッツの歯科医 ベンジャミン・ジェイコブス【著】　：　上田祥士【監訳】　：　向井和美【訳】 紀伊國屋書店 201802 9784314011549 文学 英米文学
6013 １０億分の１を乗りこえた少年と科学者たち　：　世界初のパーソナルゲノム医療はこうして実現した マーク・ジョンソン　：　キャスリーン・ギャラガー【著】　：　梶山あゆみ【訳】 紀伊國屋書店 201811 9784314011655 文学 英米文学
6014 美しき闘争 タナハシ・コーツ　：　奥田暁代 慶應義塾大学出版会 201706 9784766424379 文学 英米文学
6015 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 201610 9784327472344 文学 英米文学
6016 まぬけのウィルソンとかの異形の双生児 マーク・トウェイン【著】 彩流社 199410 9784882023227 文学 英米文学
6017 ミシシッピの生活 マーク・トウェイン【著】 彩流社 199412 9784882023265 文学 英米文学
6018 ミシシッピの生活 マーク・トウェイン【著】 彩流社 199501 9784882023272 文学 英米文学
6019 オーウェル暦年事典 大石健太郎 彩流社 199503 9784882023302 文学 英米文学
6020 地球からの手紙 マーク・トウェイン【著】 彩流社 199504 9784882023449 文学 英米文学
6021 人間とは何か？ マーク・トウェイン【著】 彩流社 199506 9784882023500 文学 英米文学
6022 ミステリアス・ストレンジャー４４号 マーク・トウェイン【著】 彩流社 199509 9784882023616 文学 英米文学
6023 トム・ソーヤーの冒険 マーク・トウェイン【著】 彩流社 199601 9784882023753 文学 英米文学
6024 ハックルベリィ・フィンの冒険 マーク・トウェイン【著】 彩流社 199603 9784882023869 文学 英米文学
6025 ヨーロッパ放浪記 マーク・トウェイン【著】 彩流社 199607 9784882024033 文学 英米文学
6026 ヨーロッパ放浪記 マーク・トウェイン【著】 彩流社 199609 9784882024040 文学 英米文学
6027 スティーヴ・エリクソン 越川芳明【編】 彩流社 199611 9784882024026 文学 英米文学
6028 細菌ハックの冒険 マーク・トウェイン【著】 彩流社 199611 9784882024163 文学 英米文学



　※　2021.11　追加タイトル：Newの表示あり　 ebook list <KinoDen> 138/140

No. 書名 著者名 出版社名 出版年月 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分)

6029 地中海遊覧記 マーク・トウェイン【著】 彩流社 199701 9784882024279 文学 英米文学
6030 地中海遊覧記 マーク・トウェイン【著】 彩流社 199704 9784882024293 文学 英米文学
6031 西部放浪記 マーク・トウェイン【著】 彩流社 199811 9784882025313 文学 英米文学
6032 西部放浪記 マーク・トウェイン【著】 彩流社 199811 9784882025320 文学 英米文学
6033 アメリカの爵位権主張者 マーク・トウェイン【著】 彩流社 199901 9784882025337 文学 英米文学
6034 王子と乞食 マーク・トウェイン【著】 彩流社 199904 9784882025344 文学 英米文学
6035 赤道に沿って マーク・トウェイン【著】 彩流社 199907 9784882025351 文学 英米文学
6036 赤道に沿って マーク・トウェイン【著】 彩流社 200003 9784882025368 文学 英米文学
6037 ハワイ通信 マーク・トウェイン【著】 彩流社 200007 9784882025375 文学 英米文学
6038 アーサー王宮廷のコネチカット・ヤンキー マーク・トウェイン【著】 彩流社 200010 9784882025382 文学 英米文学
6039 マーク・トウェイン　スピーチ集 マーク・トウェイン【著】 彩流社 200104 9784882025399 文学 英米文学
6040 地球紀行 マーク・トウェイン【著】 彩流社 200109 9784882025405 文学 英米文学
6041 金メッキ時代 マーク・トウェイン 彩流社 200112 9784882025412 文学 英米文学
6042 金メッキ時代 マーク・トウェイン 彩流社 200201 9784882025429 文学 英米文学
6043 マーク・トウェイン新研究 有馬容子 彩流社 200204 9784882025436 文学 英米文学
6044 『ジェーン・エア』の作者って、どんな人？ 中岡洋 彩流社 201206 9784779118036 文学 英米文学
6045 北斎と応為 キャサリン・ゴヴィエ【著】 彩流社 201406 9784779120275 文学 英米文学
6046 北斎と応為 キャサリン・ゴヴィエ【著】 彩流社 201406 9784779120282 文学 英米文学
6047 ジェイン・オースティン研究の今 日本オースティン協会【編】 彩流社 201704 9784779122873 文学 英米文学
6048 ホロコーストを生き抜く イレーナ・パウエル【著】 彩流社 201803 9784779124280 文学 英米文学
6049 「外部」遭遇文学論　：　ハーン・ロティ・猿 大貫徹 新曜社 201106 4788512416 文学 英米文学
6050 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 201008 9784864290081 文学 英米文学
6051 記憶の薄暮　：　十七世紀英国と伝記 齊藤美和 大学教育出版 201808 486429531X 文学 英米文学
6052 英国ファンタジジーの風景 安藤聡 日本経済評論社 201908 9784818825406 文学 英米文学
6053 二人の貴公子 ウィリアム・シェイクスピア　：　ジョン・フレッチャー【著】　：　河合祥一郎【訳】 白水社 200401 9784560035481 文学 英米文学
6054 エドウィン・ドルードの謎 チャールズ・ディケンズ【著】　：　小池滋【訳】 白水社 201405 9784560071915 文学 英米文学
6055 海の乙女の惜しみなさ デニス・ジョンソン【著】　：　藤井光【訳】 白水社 201904 9784560090589 文学 英米文学
6056 サンダリング・フラッド　：　若き戦士のロマンス ウィリアム・モリス　：　中桐雅夫【訳】 平凡社 199502 4582760872 文学 英米文学
6057 森のイングランド　：　ロビン・フッドからチャタレー夫人まで 川崎寿彦 平凡社 199706 4582762026 文学 英米文学
6058 ゲイ短編小説集 オスカー・ワイルド　：　Ｄ．Ｈ．ロレンス　：　大橋洋一【訳】 平凡社 199912 4582763154 文学 英米文学
6059 少女への手紙 ルイス・キャロル　：　高橋康也【訳】　：　高橋迪【訳】 平凡社 201411 4582768229 文学 英米文学
6060 召使心得　他四篇　：　スウィフト諷刺論集 ジョナサン・スウィフト　：　原田範行【編訳】 平凡社 201501 4582768245 文学 英米文学
6061 自分ひとりの部屋 ヴァ－ジニア・ウルフ　：　片山亜紀【訳】 平凡社 201508 4582768318 文学 英米文学
6062 クィア短編小説集　：　名づけえぬ欲望の物語 Ａ．Ｃ．ドイル　：　Ｈ．メルヴィル　：　大橋洋一【監訳】 平凡社 201608 458276844X 文学 英米文学
6063 三ギニー　：　戦争を阻止するために ヴァ－ジニア・ウルフ　：　片山亜紀【訳】 平凡社 201710 4582768601 文学 英米文学
6064 ハーレクイン・ロマンス 尾崎俊介 平凡社 201912 9784582859300 文学 英米文学
6065 幕間 ヴァージニア・ウルフ【著】 平凡社 202002 9784582768978 文学 英米文学
6066 近代日本におけるバイロン熱　：　Ｂｙｒｏｍａｎｉａ 菊池有希【著】 勉誠出版 201502 4585290885 文学 英米文学
6067 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 勉誠出版 201503 4585290915 文学 英米文学
6068 ワーズワスとその時代　：　『リリカル・バラッズ』と読者たち　＝　Ｗｏｒｄｓｗｏｒｔｈ　ａｎｄ　ｈｉｓ　ａｇｅ　：　Ｌｙｒｉｃａｌ　ｂａｌｌａ 小林英美【著】 勉誠出版 201509 4585290923 文学 英米文学
6069 葉蘭をめぐる冒険　：　イギリス文化・文学論 川端康雄 みすず書房 201301 9784622077213 文学 英米文学
6070 ロレンス游歴 井上義夫 みすず書房 201301 9784622077473 文学 英米文学
6071 ヴェニスの商人の異人論　：　人肉一ポンドと他者認識の民族学 西尾哲夫 みすず書房 201312 9784622077756 文学 英米文学
6072 キッド　：　僕と彼氏はいかにして赤ちゃんを授かったか ダン・サヴェージ　：　大沢章子【訳】 みすず書房 201608 4622085135 文学 英米文学
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6073 マザーグースと日本人 鷲津名都江 吉川弘文館 200111 9784642755290 文学 英米文学
6074 チロルの悲劇 カール・インマーマン【作】 関西大学出版部 201912 9784873547107 文学 ドイツ文学
6075 ゲッベルスと私　：　ナチ宣伝相秘書の独白 ブルンヒルデ・ポムゼル　：　トーレ・Ｄ．ハンゼン　：　石田勇治【監修】 紀伊國屋書店 201806 9784314011600 文学 ドイツ文学
6076 グリム童話のメタファ－　：　固定観念を覆す解釈 野口芳子 勁草書房 201608 4326800585 文学 ドイツ文学
6077 グリム童話集　初版　．　１ Ｇｒｉｍｍ，　Ｊａｃｏｂ　：　Ｇｒｉｍｍ，　Ｗｉｌｈｅｌｍ【著】　：　吉原高志 白水社 200711 9784560071649 文学 ドイツ文学
6078 グリム童話集　初版　．　２ Ｇｒｉｍｍ，　Ｊａｃｏｂ　：　Ｇｒｉｍｍ，　Ｗｉｌｈｅｌｍ【著】　：　吉原高志 白水社 200712 9784560071656 文学 ドイツ文学
6079 グリム童話集　初版　．　３ Ｇｒｉｍｍ，　Ｊａｃｏｂ　：　Ｇｒｉｍｍ，　Ｗｉｌｈｅｌｍ【著】　：　吉原高志 白水社 200801 9784560071663 文学 ドイツ文学
6080 グリム童話集　初版　．　４ Ｇｒｉｍｍ，　Ｊａｃｏｂ　：　Ｇｒｉｍｍ，　Ｗｉｌｈｅｌｍ【著】　：　吉原高志 白水社 200802 9784560071670 文学 ドイツ文学
6081 グリム童話集　初版　．　５ Ｇｒｉｍｍ，　Ｊａｃｏｂ　：　Ｇｒｉｍｍ，　Ｗｉｌｈｅｌｍ【著】　：　吉原高志 白水社 200803 9784560071687 文学 ドイツ文学
6082 目眩まし Ｗ・Ｇ・ゼーバルト【著】 白水社 202006 9784560097632 文学 ドイツ文学
6083 ベンヤミンの生涯 野村修 平凡社 199308 4582760171 文学 ドイツ文学
6084 夢・アフォリズム・詩 Ｆ．カフカ　：　吉田仙太郎【訳】 平凡社 199606 4582761496 文学 ドイツ文学
6085 ゲーテとベートーヴェン　：　巨匠たちの知られざる友情 青木やよひ 平凡社 200411 4582852491 文学 ドイツ文学
6086 犯罪精神病 オスカル・パニッツァ【著】 平凡社 201809 9784582835243 文学 ドイツ文学
6087 パウル・ツェランと石原吉郎 冨岡悦子 みすず書房 201401 9784622078128 文学 ドイツ文学
6088 この道、一方通行 ヴァルター・ベンヤミン【著】　：　細見和之【訳】 みすず書房 201404 9784622083733 文学 ドイツ文学
6089 罪と罰の彼岸　新版　：　打ち負かされた者の克服の試み ジャン・アメリー【著】　：　池内紀【訳】 みすず書房 201610 9784622085195 文学 ドイツ文学
6090 銀行家たちのロマン主義　：　一九世紀フランスの文芸とホモ・エコノミクス 柏木治 関西大学出版部 201903 9784873547039 文学 フランス文学

6091 アラン・ロブ＝グリエの小説 奥純 関西大学出版部 202011 9784873547268 文学 フランス文学

6092 『失われた時を求めて』交響する小説 牛場暁夫 慶應義塾大学出版会 201107 9784766418606 文学 フランス文学

6093 マラルメ不在の懐胎 原大地 慶應義塾大学出版会 201406 9784766421439 文学 フランス文学

6094 政治に口出しする女はお嫌いですか？　：　スタール夫人の言論ｖｓ．ナポレオンの独裁 工藤庸子 勁草書房 201812 9784326654178 文学 フランス文学

6095 実像 クレーヴの奥方 ヴァランティーヌ・ポワザ【著】 彩流社 199508 9784882023586 文学 フランス文学

6096 エセー　．　１ ミシェル・ド・モンテーニュ【著】　：　宮下志朗【訳】 白水社 200510 9784560025741 文学 フランス文学

6097 エセー　．　２ ミシェル・ド・モンテーニュ【著】　：　宮下志朗【訳】 白水社 200701 9784560025758 文学 フランス文学

6098 エセー　．　３ ミシェル・ド・モンテーニュ【著】　：　宮下志朗【訳】 白水社 200802 9784560025765 文学 フランス文学

6099 エセー　．　４ ミシェル・ド・モンテーニュ【著】　：　宮下志朗【訳】 白水社 201006 9784560025772 文学 フランス文学

6100 パリ　．　上 エミール・ゾラ【著】　：　竹中のぞみ【訳】 白水社 201011 9784560099025 文学 フランス文学

6101 パリ　．　下 エミール・ゾラ【著】　：　竹中のぞみ【訳】 白水社 201011 9784560099032 文学 フランス文学

6102 フランス小説の扉 野崎歓 白水社 201011 9784560721193 文学 フランス文学

6103 エセー　．　６ ミシェル・ド・モンテーニュ【著】　：　宮下志朗【訳】 白水社 201412 9784560025796 文学 フランス文学

6104 エセー　．　７ ミシェル・ド・モンテーニュ【著】　：　宮下志朗【訳】 白水社 201604 9784560025802 文学 フランス文学

6105 エセー　．　５ ミシェル・ド・モンテーニュ【著】　：　宮下志朗【訳】 白水社 201812 9784560025789 文学 フランス文学

6106 エリ・ヴィーゼルの教室から アリエル・バーガー【著】 白水社 201909 9784560097205 文学 フランス文学

6107 星の王子さま アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ　：　稲垣直樹【訳】 平凡社 200601 4582765629 文学 フランス文学

6108 愛書狂 ギュスターヴ・フローベール【ほか著】　：　生田耕作【編訳】 平凡社 201405 4582768113 文学 フランス文学

6109 ラスネール回想録　：　十九世紀フランス詩人＝犯罪者の手記 ピエール＝フランソワ・ラスネール　：　小倉孝誠【訳】　：　梅澤礼【訳】 平凡社 201408 4582768164 文学 フランス文学

6110 額の星／無数の太陽 レーモン・ルーセル　：　國分俊宏【訳】　：　新島進【訳】 平凡社 201803 4582768652 文学 フランス文学

6111 生命の樹 マリーズ・コンデ【著】 平凡社 201912 9784582768916 文学 フランス文学

6112 レ・ミゼラブル　ファンチーヌ ヴィクトール・ユゴー【著】 平凡社 201912 9784582768923 文学 フランス文学

6113 レ・ミゼラブル　コゼット ヴィクトール・ユゴー【著】 平凡社 202001 9784582768930 文学 フランス文学

6114 レ・ミゼラブル　マリユス ヴィクトール・ユゴー【著】 平凡社 202002 9784582768954 文学 フランス文学

6115 レ・ミゼラブル　プリュメ通りの牧歌とサン・ドニ通りの叙事詩 ヴィクトール・ユゴー【著】 平凡社 202003 9784582768985 文学 フランス文学

6116 レ・ミゼラブル　ジャン・ヴァルジャン ヴィクトール・ユゴー【著】 平凡社 202004 9784582769005 文学 フランス文学
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6117 書簡の時代　：　ロラン・バルト晩年の肖像 アントワーヌ・コンパニョン【著】　：　中地義和【訳】 みすず書房 201612 9784622085638 文学 フランス文学

6118 ポルトガルの海　増補版 フェルナンド・ペソア【著】 彩流社 198509 9784882024354 文学 文学(外国･比較)

6119 カモメに飛ぶことを教えた猫 ルイス・セプルベダ【著】　：　河野万里子【訳】 白水社 201903 9784560072233 文学 文学(外国･比較)

6120 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 202003 9784585291947 文学 文学(外国･比較)

6121 カルロ・レーヴィ『キリストはエボリで止まってしまった』を読む　：　ファシズム期イタリア南部農村の生活 上村忠男 平凡社 201011 458276715X 文学 文学(外国･比較)

6122 パンと野いちご　：　戦火のセルビア、食物の記憶 山崎佳代子 勁草書房 201805 9784326851942 文学 文学(外国･比較)

6123 ロシア英雄物語　：　語り継がれた《ブリーナ》の英雄たち 中村喜和【訳】 平凡社 199411 4582760767 文学 文学(外国･比較)

6124 未来からの手紙　：　チャペック・エッセイ集 カレル・チャペック　：　飯島周【訳】 平凡社 199608 4582761593 文学 文学(外国･比較)

6125 バフチン　：　カーニヴァル・対話・笑い 桑野隆 平凡社 201112 4582856187 文学 文学(外国･比較)

6126 農民ユートピア国旅行記 アレクサンドル・チャヤーノフ【著】 平凡社 201306 9784582767889 文学 文学(外国･比較)

6127 向こう岸から アレクサンドル・ゲルツェン　：　長縄光男【訳】 平凡社 201311 4582767990 文学 文学(外国･比較)

6128 園芸家の一年 カレル・チャペック　：　飯島周【訳】 平凡社 201502 4582768253 文学 文学(外国･比較)

6129 ヨゼフ・チャペック　エッセイ集 ヨゼフ・チャペック　：　飯島周【編訳】 平凡社 201804 4582768660 文学 文学(外国･比較)

6130 チェコSF短編小説集 ヤロスラフ・オルシャ・jr.【編】 平凡社 201810 9784582768725 文学 文学(外国･比較)

6131 レーナの日記　：　レニングラード包囲戦を生きた少女 エレーナ・ムーヒナ【著】　：　佐々木寛　：　吉原深和子【訳】 みすず書房 201709 9784622086413 文学 文学(外国･比較)

6132 トルストイと「女」 佐藤雄亮 早稲田大学出版部 202006 9784657208040 文学 文学(外国･比較)

6133 ギリシア悲劇ノート 丹下和彦 白水社 200910 4560080283 文学 文学(外国･比較)

6134 ギリシア詩文抄 北嶋美雪【訳】 平凡社 199406 4582760597 文学 文学(外国･比較)

6135 恋の技法 オウィディウス　：　樋口勝彦【訳】 平凡社 199505 458276097X 文学 文学(外国･比較)

6136 イーリアス　．　上 ホメーロス【著】　：　呉茂一【訳】 平凡社 200307 4582764738 文学 文学(外国･比較)

6137 イーリアス　．　下 ホメーロス【著】　：　呉茂一【訳】 平凡社 200308 4582764762 文学 文学(外国･比較)

6138 ヘーローイデス オウィディウス【著】 平凡社 202001 9784582768947 文学 文学(外国･比較)
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