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プログラミング言語C ―ANSI規格準拠―第2版 [訳書訂正版] B.W. カーニハン 共立出版 1994 9784320026926 総記･情報 総記･情報

浅田稔のAI研究道 ―人工知能はココロを持てるか― 浅田　稔 近代科学社 2020 9784764906259 総記･情報 総記･情報

はじめての人工知能 ―Excelで体験しながら学ぶAI―増補改訂版 淺井　登 翔泳社 2019 9784798159201 総記･情報 総記･情報
オンラインジャッジではじめるC/C++プログラミング入門 = Online programming challenge! 渡部, 有隆 マイナビ出版 2014 9784839951108 総記･情報 総記･情報

情報を考える （丸善ライブラリ－） 仲本秀四郎 丸善出版 1993 9784621050736 総記･情報 総記･情報
生命科学・医療系のための情報リテラシー ―情報検索からレポート,研究発表まで―第3版 飯島, 史朗 丸善出版 2018 9784621302934 総記･情報 総記･情報
「探究」の学びを推進する高校授業改革 ―学校図書館を活用して「深い学び」を実現する― 高見, 京子 学事出版 2019 9784761925345 総記･情報 総記･情報

地方自治と図書館 ―「知の地域づくり」を地域再生の切り札に― 片山, 善博 勁草書房 2016 9784326050178 総記･情報 総記･情報

図書館情報学概論 デビッド・ボーデン 勁草書房 2019 9784326000463 総記･情報 総記･情報
New 図書館の新型コロナ対策ガイド 【スマホ・読上】 （※） 吉井, 潤 青弓社 2020 9784787200754 総記･情報 総記･情報

女子学生にすすめる60冊 （大妻ブックレット 1） 大妻ブックレット出版委員会 日本経済評論社 2019 9784818825390 総記･情報 総記･情報

東北大学附属図書館工学分館"東日本大震災"外史 ―忘れないこと、伝えたいこと― 日出, 弘 ヒロエンタープライズ 2014 総記･情報 総記･情報
The Great East Japan Earthquake ―unofficial history of Tohoku university library engineering library― 日出, 弘 ヒロエンタープライズ 2015 総記･情報 総記･情報

１０１冊の図書館 （丸善ライブラリ－） 池内紀 丸善出版 1993 9784621051016 総記･情報 総記･情報

子ども文庫の100年 ―子どもと本をつなぐ人びと― 高橋, 樹一郎 みすず書房 2018 9784622087465 総記･情報 総記･情報

霧中の読書 荒川, 洋治 みすず書房 2019 9784622088455 総記･情報 総記･情報

新しい時代の図書館情報学 （有斐閣アルマ Interest） 山本, 順一 有斐閣 2013 9784641220102 総記･情報 総記･情報

大学アーカイブズの成立と展開 ―公文書管理と国立大学― 加藤, 諭 吉川弘文館 2019 9784642038911 総記･情報 総記･情報

在野研究ビギナーズ ―勝手にはじめる研究生活― 荒木, 優太 明石書店 2019 9784750348858 総記･情報 総記･情報

日本近世書物文化史の研究 横田, 冬彦 岩波書店 2018 9784000612692 総記･情報 総記･情報

これから学会発表する若者のために ―ポスターと口頭のプレゼン技術―第2版 酒井, 聡樹 共立出版 2018 9784320006102 総記･情報 総記･情報

日本文学全集の時代 ―戦後出版文化史を読む― 田坂, 憲二 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425116 総記･情報 総記･情報

人間に何が分かるか ―知識の哲学― 伊藤, 笏康 勁草書房 2001 9784326153527 総記･情報 総記･情報

著作権法詳説 ―判例で読む14章―第10版 三山, 裕三 勁草書房 2016 9784326403264 総記･情報 総記･情報

ヒューマニティーズの復興をめざして ―人間学への招待― 山岡, 政紀 勁草書房 2018 9784326102662 総記･情報 総記･情報
文庫はなぜ読まれるのか ―文庫の歴史と現在そして近未来―（本の未来を考える=出版メディアパル No. 22） 岩野, 裕一 出版メディアパル 2012 9784902251227 総記･情報 総記･情報
昭和の出版が歩んだ道 ―激動の昭和へTime TRaVEL―（本の未来を考える=出版メディアパル No. 26） 能勢, 仁 出版メディアパル 2013 9784902251265 総記･情報 総記･情報

LATEX2ε辞典 増補改訂版（Desktop reference） 吉永, 徹美 翔泳社 2018 9784798157078 総記･情報 総記･情報
デジタル書物学事始め ―グーテンベルク聖書とその周辺―（ネットワーク時代の図書館情報学） 安形, 麻理 勉誠出版 2010 9784585054290 総記･情報 総記･情報

大学出版部 ―科学の発展のために―（UP選書 0） G.R.ホウズ 東京大学出版会 1969 9784130050005 総記･情報 総記･情報

知の技法 ―東京大学教養学部「基礎演習」テキスト― 小林, 康夫 東京大学出版会 1994 9784130033053 総記･情報 総記･情報

心と存在 （東大エグゼクティブ・マネジメント . 世界の語り方 1） 東大EMP 東京大学出版会 2018 9784130430616 総記･情報 総記･情報

言語と倫理 （東大エグゼクティブ・マネジメント . 世界の語り方 2） 東大EMP 東京大学出版会 2018 9784130430623 総記･情報 総記･情報
電子書籍アクセシビリティの研究 ―視覚障害者等への対応からユニバーサルデザインへ　―【スマホ・読上付】 松原, 聡 東洋大学出版会 2017 9784908590016 総記･情報 総記･情報

インターネット時代の著作権 ―実例がわかるQ&A付―（丸善ライブラリー） 半田, 正夫 丸善出版 2001 9784621053508 総記･情報 総記･情報

書物の文化史 ―メディアの変遷と知の枠組み― 加藤, 好郎 丸善出版 2018 9784621301067 総記･情報 総記･情報

著作権法入門 第2版 島並, 良 有斐閣 2016 9784641144804 総記･情報 総記･情報

標準著作権法 = Copyright law from the ground up 第3版　◆新版配信中(第4版) 高林, 龍 有斐閣 2016 9784641144965 総記･情報 総記･情報

5人のプロに聞いた!一生モノの学ぶ技術・働く技術 阿部, 正浩 有斐閣 2017 9784641174344 総記･情報 総記･情報

標準著作権法 第4版 高林　龍 有斐閣 2019 9784641243316 総記･情報 総記･情報

著作権判例百選 第6版（別冊ジュリスト no. 242） 小泉　直樹 有斐閣 2019 9784641115422 総記･情報 総記･情報

著作権法 第3版 （※） 中山, 信弘 有斐閣 2020 9784641243330 総記･情報 総記･情報
New 著作権法入門 第3版 （※） 島並, 良 有斐閣 2021 9784641243279 総記･情報 総記･情報

New 教育現場と研究者のための著作権ガイド 【スマホ・読上】 （※） 上野 達弘 有斐閣 2021 9784641243446 総記･情報 総記･情報

戦前期『週刊朝日』総目次 （書誌書目シリーズ 上巻） 山川, 恭子 ゆまに書房 2006 9784843341490 総記･情報 総記･情報
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戦前期『週刊朝日』総目次 （書誌書目シリーズ 中巻） 山川, 恭子 ゆまに書房 2006 9784843341506 総記･情報 総記･情報

戦前期『週刊朝日』総目次 （書誌書目シリーズ 下巻） 山川, 恭子 ゆまに書房 2006 9784843341513 総記･情報 総記･情報

日本における書籍蒐蔵の歴史 （読みなおす日本史） 川瀬, 一馬 吉川弘文館 2019 9784642071079 総記･情報 総記･情報

加藤周一最終講義 ―佛教大学白沙会清華大学立命館大学― 加藤, 周一 かもがわ出版 2013 9784780306743 総記･情報 総記･情報

人生と自然 （UP選書 145） 矢内原, 忠雄 東京大学出版会 1975 9784130060455 総記･情報 総記･情報

変容する世界 ―ゲノムバンク・ダークマター・ベーシックインカム― 山本, 雅之 丸善プラネット 2019 9784863454392 総記･情報 総記･情報

ツァーリと大衆 ―近代ロシアの読書の社会史― 巽, 由樹子 東京大学出版会 2019 9784130261616 総記･情報 総記･情報

「學鐙」を読む[正]　内田魯庵・幸田文・福原麟太郎ら 紅野, 敏郎 丸善雄松堂 2009 9784841905168 総記･情報 総記･情報

「學鐙」を読む 続 中野好夫・白洲正子・富士川英郎ら 紅野, 敏郎 丸善雄松堂 2009 9784841905274 総記･情報 総記･情報
New 現代社会と情報システム （※） 室蘭工業大学現代情報学研究会 朝倉書店 2020 9784254122534 総記･情報 総記･情報

New Python機械学習 ―事例とベストプラクティス : 基本実装とscikit-learn/TensorFlow/PySpark活用― Yuxi(Hayden) Liu 朝倉書店 2020 9784254122442 総記･情報 総記･情報

New Pythonインタラクティブ・データビジュアライゼーション入門 ―Plotly/Dashによるデータ可視化とWebアプリ構築― @driller 朝倉書店 2020 9784254122589 総記･情報 総記･情報

高速文字列解析の世界 ―データ圧縮・全文検索・テキストマイニング―（確率と情報の科学） 岡野原, 大輔 岩波書店 2012 9784000069748 総記･情報 総記･情報

ベイズ推論とMCMCのフリーソフト （岩波データサイエンス vol. 1） 岩波データサイエンス刊行委員会 岩波書店 2015 9784000298513 総記･情報 総記･情報

統計的自然言語処理 ―ことばを扱う機械―（岩波データサイエンス vol. 2） 岩波データサイエンス刊行委員会 岩波書店 2016 9784000298520 総記･情報 総記･情報

因果推論 ―実世界のデータから因果を読む―（岩波データサイエンス vol. 3） 岩波データサイエンス刊行委員会 岩波書店 2016 9784000298537 総記･情報 総記･情報

地理空間情報処理 （岩波データサイエンス vol. 4） 岩波データサイエンス刊行委員会 岩波書店 2016 9784000298544 総記･情報 総記･情報

スパースモデリングと多変量データ解析 （岩波データサイエンス vol. 5） 岩波データサイエンス刊行委員会 岩波書店 2017 9784000298551 総記･情報 総記･情報
時系列解析 ―状態空間モデル・因果解析・ビジネス応用―（岩波データサイエンス vol. 6） 岩波データサイエンス刊行委員会 岩波書店 2017 9784000298568 総記･情報 総記･情報

CSAクラウド・セキュリティ・ガイダンス　ver.1.0 日本語版 Cloud Security Alliance インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2010 総記･情報 総記･情報
Python機械学習プログラミング ―達人データサイエンティストによる理論と実践―第2版（Impress top gear） Sebastian Raschka インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2018 9784295003373 総記･情報 総記･情報
Pythonスクレイピングの基本と実践 ―データサイエンティストのためのWebデータ収集術―（Impress top gear） Seppe vanden Broucke インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2018 9784295005285 総記･情報 総記･情報

スッキリわかるPython入門 国本, 大悟 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2019 9784295006329 総記･情報 総記･情報
CentOS 8実践ガイド　システム管理編 ―Linuxサーバの運用・管理ノウハウ―（impress top gear） 古賀　政純 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2020 9784295008453 総記･情報 総記･情報
マイクロサービスパターン ―実践的システムデザインのためのコード解説―（impress top gear） Chris Richardson インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2020 9784295008583 総記･情報 総記･情報
新世代Javaプログラミングガイド ―Java SE 10/11/12/13と言語拡張プロジェクト―（impress top gear） Mala Gupta インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2020 9784295008477 総記･情報 総記･情報

New Pythonで学ぶ音声認識 （機械学習実践シリーズ） 高島, 遼一 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2021 9784295011385 総記･情報 総記･情報

New PyTorch自然言語処理プログラミング ―word2vec/LSTM/seq2seq/BERTで日本語テキスト解析!―（impress top gear） 新納　浩幸 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2021 9784295011132 総記･情報 総記･情報

New Pythonで学ぶアルゴリズムの教科書 ―一生モノの知識と技術を身につける― 廣瀬　豪 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2021 9784295011194 総記･情報 総記･情報

New 基礎Python 改訂2版 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 9784295010630 総記･情報 総記･情報

図解コンピュータ概論　ソフトウェア・通信ネットワーク 改訂4版 （※） 橋本　洋志 オーム社 2017 9784274221439 総記･情報 総記･情報

図解コンピュータ概論　ハードウェア 改訂4版 （※） 橋本　洋志 オーム社 2017 9784274221446 総記･情報 総記･情報

オペレーティングシステム 改訂2版 （※） 野口　健一郎 オーム社 2018 9784274221569 総記･情報 総記･情報

わかりやすいパターン認識 第2版 石井　健一郎 オーム社 2019 9784274224508 総記･情報 総記･情報

量子コンピュータが変える未来 【スマホ・読上】 （※） 寺部　雅能 オーム社 2019 9784274223723 総記･情報 総記･情報

情報理論 改訂2版 （※） 今井　秀樹 オーム社 2019 9784274223259 総記･情報 総記･情報

Cによるアルゴリズムとデータ構造 改訂2版 （※） 茨木　俊秀 オーム社 2019 9784274223914 総記･情報 総記･情報

機械学習ガイドブック ―RとPythonを使いこなす― （※） 櫻井　豊 オーム社 2019 9784274223938 総記･情報 総記･情報

Pythonによるデータマイニングと機械学習 （※） 藤野　巖 オーム社 2019 9784274224126 総記･情報 総記･情報
New 深層学習とメタヒューリスティクス ―ディープ・ニューラルエボリューション― （※） 伊庭 斉志 オーム社 2019 9784274224461 総記･情報 総記･情報

Python基礎ドリル穴埋め式 （※） Grodet Aymeric オーム社 2020 9784274225154 総記･情報 総記･情報

C言語によるプログラミング　基礎編 第3版 （※） システム計画研究所 オーム社 2020 9784274226069 総記･情報 総記･情報

達人プログラマー ―熟達に向けたあなたの旅―第2版 （※） David Thomas オーム社 2020 9784274226298 総記･情報 総記･情報
New キッチン・インフォマティクス ―料理を支える自然言語処理と画像処理― （※） 原島, 純 オーム社 2021 9784274226564 総記･情報 総記･情報

New Pythonコンピュータシミュレーション入門 ―人文・自然・社会科学の数理モデル― （※） 橋本, 洋志 オーム社 2021 9784274226984 総記･情報 総記･情報
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New Pythonによる異常検知 （※） 曽我部, 東馬 オーム社 2021 9784274225413 総記･情報 総記･情報

New TensorFlowによる深層強化学習入門 ―OpenAI Gym+PyBulletによるシミュレーション― （※） 牧野, 浩二 オーム社 2021 9784274226731 総記･情報 総記･情報

AI社会の歩き方 ―人工知能とどう付き合うか―（DOJIN選書 80） 江間, 有沙 化学同人 2019 9784759816808 総記･情報 総記･情報

超!文献管理ソリューション ―PubMed/医中誌検索からクラウド活用まで― 讃岐, 美智義 学研メディカル秀潤社 2011 9784780908435 総記･情報 総記･情報
ICT未来予想図 ―自動運転, 知能化都市, ロボット実装に向けて―（共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 9） 土井, 美和子 共立出版 2016 9784320009097 総記･情報 総記･情報
現代暗号のしくみ ―共通鍵暗号, 公開鍵暗号から高機能暗号まで―（共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 12） 中西, 透 共立出版 2017 9784320009127 総記･情報 総記･情報

コンピュータ概論 ―情報システム入門―第7版 魚田, 勝臣 共立出版 2017 9784320124042 総記･情報 総記･情報

コンピュータ科学の基礎 田嶋, 拓也 共立出版 2017 9784320124172 総記･情報 総記･情報

人工知能 ―AIの基礎から知的探索へ― 趙, 強福 共立出版 2017 9784320124196 総記･情報 総記･情報
ビッグデータ解析の現在と未来 ―Hadoop, NoSQL, 深層学習からオープンデータまで―（共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 20） 原, 隆浩 共立出版 2017 9784320009202 総記･情報 総記･情報

量子アニーリングの基礎 （基本法則から読み解く物理学最前線 18） 西森, 秀稔 共立出版 2018 9784320035386 総記･情報 総記･情報

テキストアナリティクス （統計学one point 10） 金, 明哲 共立出版 2018 9784320112612 総記･情報 総記･情報

課題解決のための情報リテラシー 美濃輪　正行 共立出版 2018 9784320124455 総記･情報 総記･情報

コンピュータリテラシ ―情報処理入門―第4版 大曽根, 匡 共立出版 2019 9784320124448 総記･情報 総記･情報

計算科学のための基本数理アルゴリズム （計算科学講座 ; 第1部 . 計算科学の基盤 1） 張, 紹良 共立出版 2019 9784320122666 総記･情報 総記･情報
近似アルゴリズム ―離散最適化問題への効果的アプローチ―（アルゴリズム・サイエンスシリーズ 11 ; 数理技法編） 浅野, 孝夫 共立出版 2019 9784320121775 総記･情報 総記･情報

3次元回転 ―パラメータ計算とリー代数による最適化― 金谷, 健一 共立出版 2019 9784320113824 総記･情報 総記･情報

プログラミング言語の基礎理論 新装版 大堀, 淳 共立出版 2019 9784320124509 総記･情報 総記･情報
New グループワークによる情報リテラシ ―情報の収集・分析から,論理的思考,課題解決,情報の表現まで―第2版 魚田, 勝臣 共立出版 2019 9784320124516 総記･情報 総記･情報 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

C言語本格トレーニング ―基礎から応用までを徹底解説!― 沼田, 哲史 共立出版 2020 9784320124653 総記･情報 総記･情報
New 深層強化学習入門 Vincent François-Lavet 共立出版 2021 9784320124721 総記･情報 総記･情報 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

UXデザインのための発想法 松原, 幸行 近代科学社 2019 9784764906037 総記･情報 総記･情報
New Python版コンピュータ科学とプログラミング入門 ―コンピュータとアルゴリズムの基礎― 小高　知宏 近代科学社 2021 9784764960176 総記･情報 総記･情報

サイバーセキュリティ入門 ―図解×Q&A― 羽室, 英太郎 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425475 総記･情報 総記･情報

メディア・社会・世界 ―デジタルメディアと社会理論― ニック・クドリー 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425444 総記･情報 総記･情報

ネットカフェの社会学 ―日本の個別性をアジアから開く― 平田, 知久 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425901 総記･情報 総記･情報

情報法のリーガル・マインド 林, 紘一郎 勁草書房 2017 9784326403349 総記･情報 総記･情報
ICT実務のためのインターネット政策論の基礎知識 ―テクノロジー・ユーザー・ビジネスにより進化し続けるネットワーク― クリストファー・ユー 勁草書房 2017 9784326403417 総記･情報 総記･情報

プライバシーの経済学 高崎, 晴夫 勁草書房 2018 9784326504503 総記･情報 総記･情報

ジャーナリズムの道徳的ジレンマ 畑仲, 哲雄 勁草書房 2018 9784326603077 総記･情報 総記･情報

AI・ロボットの法律実務Q&A 第二東京弁護士会情報公開・個人情報保護委員会 勁草書房 2019 9784326403639 総記･情報 総記･情報

AI時代の「自律性」 ―未来の礎となる概念を再構築する― 河島, 茂生 勁草書房 2019 9784326000470 総記･情報 総記･情報

メディアと感情の政治学 カリン・ウォール=ヨルゲンセン 勁草書房 2020 9784326351800 総記･情報 総記･情報
機械学習のための確率と統計 = Probability and statistics for machine learning （MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ） 杉山, 将 講談社 2015 9784061529014 総記･情報 総記･情報

現代暗号入門 ―いかにして秘密は守られるのか―（ブルーバックス B-2035） 神永, 正博 講談社 2017 9784065020357 総記･情報 総記･情報
ブロックチェーン ―相互不信が実現する新しいセキュリティ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2083） （※） 岡嶋　裕史 講談社 2019 9784065144350 総記･情報 総記･情報

New 炎上する社会 ―企業広報、SNS公式アカウント運営者が知っておきたいネットリンチの構造― （※） 吉野, ヒロ子 弘文堂 2021 9784335552038 総記･情報 総記･情報

コンピュータ科学序説 ―コンピュータは魔法の箱ではありません--そのからくり教えます― 米村, 俊一 コロナ社 2019 9784339028928 総記･情報 総記･情報

情報処理入門 ―IT基礎スキルの実践学習― （※） 深井, 裕二 コロナ社 2019 9784339028997 総記･情報 総記･情報

メディア学入門 改訂（メディア学大系 1） （※） 柿本, 正憲 コロナ社 2020 9784339027969 総記･情報 総記･情報
New Python版つくって学ぶProcessingプログラミング入門 （※） 長名, 優子 コロナ社 2020 9784339029017 総記･情報 総記･情報

New Python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 2020 9784339029079 総記･情報 総記･情報

ジャーナリズムなき国の、ジャーナリズム論 大石, 泰彦 彩流社 2020 9784779126253 総記･情報 総記･情報

ケースで考える情報社会 ―これからの情報倫理とリテラシー―第2版 大島, 武 三和書籍 2010 9784862510846 総記･情報 総記･情報

情報基礎 ―ネットワーク社会における情報の活用と技術― 岡田, 正 実教出版 2019 9784407348255 総記･情報 総記･情報



　※　2021.11　追加タイトル：Newの表示あり

ebook list <Maruzen eBook Library> 4/152

No. 書名 著編者名 出版社名 出版年 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分) 備考

アルゴリズム図鑑 ―絵で見てわかる26のアルゴリズム― 石田, 保輝 翔泳社 2017 9784798149776 総記･情報 総記･情報

スラスラわかるPython 【スマホ・読上】（Beginner's best guide to programming） 岩崎, 圭 翔泳社 2017 9784798151090 総記･情報 総記･情報

Pythonによるあたらしいデータ分析の教科書 （AI & Technology） 寺田, 学 翔泳社 2018 9784798158341 総記･情報 総記･情報

独習C 新版 【スマホ・読上】 arton 翔泳社 2018 9784798150246 総記･情報 総記･情報

スラスラわかるC# 第2版 【スマホ・読上】（Beginner's Best Guide to Programming） （※） 五十嵐　祐貴 翔泳社 2018 9784798154633 総記･情報 総記･情報

スラスラわかるJava 第2版 【スマホ・読上】 （※） 中垣　健志 翔泳社 2018 9784798156736 総記･情報 総記･情報
ハッキング・ラボのつくりかた ―仮想環境におけるハッカー体験学習―【スマホ・読上】 （※） IPUSIRON 翔泳社 2018 9784798155302 総記･情報 総記･情報
現場で使える!NumPyデータ処理入門 ―機械学習・データサイエンスで役立つ高速処理手法― 吉田　拓真 翔泳社 2018 9784798155913 総記･情報 総記･情報

アルゴリズムの絵本 ―プログラミングが好きになる新しい9つの扉―第2版 アンク 翔泳社 2019 9784798159379 総記･情報 総記･情報
しくみがわかるKubernetes ―Azureで動かしながら学ぶコンセプトと実践知識―【スマホ・読上】 （※） 阿佐　志保 翔泳社 2019 9784798157849 総記･情報 総記･情報

ドローンプログラミング ―アプリ開発から機体制御まで―【スマホ・読上】 （※） 春原　久徳 翔泳社 2019 9784798151991 総記･情報 総記･情報
ブロックチェーンdapp & ゲーム開発入門 ―Solidityによるイーサリアム分散アプリプログラミング―【スマホ・読上】 （※） Kedar Iyer 翔泳社 2019 9784798159683 総記･情報 総記･情報

現場で使える!Watson開発入門 ―Watson API、Watson StudioによるAI開発手法― 伊澤　諒太 翔泳社 2019 9784798158495 総記･情報 総記･情報
実力養成C#ワークブック ―ファンダメンタル、コアコンセプト、パターン C#でオブジェクト指向プログラミングを体得する―【スマホ・読上】 （※） Vaskaran Sarcar 翔泳社 2019 9784798160214 総記･情報 総記･情報

New 現場で使える！Python深層強化学習入門 【スマホ・読上】（AI & technology） （※） 伊藤　多一 翔泳社 2019 9784798159928 総記･情報 総記･情報

AIの法律と論点 福岡　真之介 商事法務 2018 9784785726102 総記･情報 総記･情報

IoT・AIの法律と戦略 第2版 福岡　真之介 商事法務 2019 9784785727086 総記･情報 総記･情報

対談で読み解くサイバーセキュリティと法律 岡村　久道 商事法務 2019 9784785727574 総記･情報 総記･情報
広がる利用、見えてきた脅威 2017―つながる社会へ着実な備えを―（情報セキュリティ白書） 情報処理推進機構 情報処理推進機構 2017 9784905318538 総記･情報 総記･情報

デジタルウィズダムの時代へ ―若者とデジタルメディアのエンゲージメント― 高橋, 利枝 新曜社 2016 9784788514959 総記･情報 総記･情報
New ソーシャルメディア論 ―つながりを再設計する―改訂版 【スマホ・読上】 （※） 藤代, 裕之 青弓社 2019 9784787234490 総記･情報 総記･情報

ヴァーチャル社会の「哲学」 ―ビットコイン・VR・ポストトゥルース―【スマホ・読上】 大黒, 岳彦 青土社 2018 9784791771264 総記･情報 総記･情報

情報メディア白書 2017 電通総研 ダイヤモンド社 2017 9784478101759 総記･情報 総記･情報

情報メディア白書 2018 電通メディアイノベーションラボ ダイヤモンド社 2018 9784478104910 総記･情報 総記･情報
インターネット権利侵害者の調査マニュアル ―SNS投稿者から海賊版サイト管理者の特定まで― 八雲法律事務所 中央経済社 2020 9784502353710 総記･情報 総記･情報
コンピュータ、どうやってつくったんですか? ―はじめて学ぶコンピュータの歴史としくみ― 川添 愛 東京書籍 2018 9784487811892 総記･情報 総記･情報

学術情報と知的所有権 ―オーサシップの市場化と電子化― 名和, 小太郎 東京大学出版会 2002 9784130033206 総記･情報 総記･情報

インターネット・バイ・デザイン ―21世紀のスマートな社会・産業インフラの創造へ― 江崎, 浩 東京大学出版会 2016 9784130634564 総記･情報 総記･情報

日本人の情報行動 2015 橋元, 良明 東京大学出版会 2016 9784130501903 総記･情報 総記･情報

Reweaving the economy ―how IT affects the borders of country and organization― 高木, 聡一郎 東京大学出版会 2017 9784130470698 総記･情報 総記･情報

政治を動かすメディア 芹川, 洋一 東京大学出版会 2017 9784130331074 総記･情報 総記･情報

ソーシャルメディアと「世論」形成 ―間メディアが世界を揺るがす― 遠藤, 薫 東京電機大学出版局 2016 9784501630003 総記･情報 総記･情報
New AIリテラシーの教科書 浅岡 伴夫 東京電機大学出版局 2020 9784501557508 総記･情報 総記･情報

New たのしくできる深層学習&深層強化学習による電子工作　TensorFlow編 牧野 浩二 東京電機大学出版局 2021 9784501334406 総記･情報 総記･情報

ネット炎上の処方箋 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.04） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2013 総記･情報 総記･情報

どう使う? ―ビッグデータ―（週刊東洋経済eビジネス新書 No.11） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2013 総記･情報 総記･情報
New ITナビゲーター 2021年版 野村総合研究所ICTメディア・サービス産業コンサルティング部 東洋経済新報社 2020 9784492503218 総記･情報 総記･情報

New ITロードマップ 2021年版 ―情報通信技術は5年後こう変わる!― 野村総合研究所IT基盤技術戦略室 東洋経済新報社 2021 9784492581179 総記･情報 総記･情報

New プロ司書の検索術 ―「本当に欲しかった情報」の見つけ方―【スマホ・読上】（図書館サポートフォーラムシリーズ） 入矢　玲子 日外アソシエーツ 2020 9784816928512 総記･情報 総記･情報

New スキルアップ!情報検索 ―基本と実践―新訂第2版 【スマホ・読上】 （※） 中島, 玲子 日外アソシエーツ 2021 9784816928628 総記･情報 総記･情報

情報セキュリティ概論 瀬戸, 洋一 日本工業出版 2007 9784819019170 総記･情報 総記･情報
コーポレートベンチャリング新時代 ―本格化するベンチャーの時代と大手ICT企業の成長戦略― 湯川, 抗 白桃書房 2013 9784561236184 総記･情報 総記･情報

現代中国のICT多国籍企業 夏目, 啓二 文眞堂 2017 9784830949210 総記･情報 総記･情報

インターネットの自由と不自由 ―ルールの視点から読み解く― 庄司, 克宏 法律文化社 2017 9784589038579 総記･情報 総記･情報

18歳からはじめる情報法 （From 18） 米丸, 恒治 法律文化社 2017 9784589038333 総記･情報 総記･情報
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楽しく学ぶアルゴリズムとプログラミングの図鑑 森, 巧尚 マイナビ出版 2016 9784839960216 総記･情報 総記･情報

実践力を身につけるPythonの教科書 クジラ飛行机 マイナビ出版 2016 9784839960247 総記･情報 総記･情報
C++で学ぶディープラーニング ―ニューラルネットワークの基礎からC++による実装まで― 藤田, 毅 マイナビ出版 2017 9784839961503 総記･情報 総記･情報
ゼロからやさしくはじめるPython入門 ―基本からスタートして、ゲームづくり、機械学習まで学ぼう!― クジラ飛行机 マイナビ出版 2018 9784839964696 総記･情報 総記･情報

犯罪報道におけるジェンダー問題に関する研究 ―ジェンダーとメディアの視点から― 四方, 由美 学文社 2014 9784762024818 総記･情報 総記･情報
マス・コミュニケーション研究<86> ―「東京オリンピックの80年史」とメディア　3.11以降の現代を逆照射する―（マス・コミュニケーション研究 86） 学文社 2015 9784762025006 総記･情報 総記･情報

知・記号・コンピューター （丸善ライブラリー） 仲本, 秀四郎 丸善出版 1996 9784621052174 総記･情報 総記･情報

デジタル・ミレニアムの到来 ―ネット社会における消費者―（丸善ライブラリー 291） 名和, 小太郎 丸善出版 1999 9784621052914 総記･情報 総記･情報

マスコミの倫理学 （現代社会の倫理を考える 9） 柏倉, 康夫 丸善出版 2002 9784621071007 総記･情報 総記･情報

強いAI・弱いAI ―研究者に聞く人工知能の実像― 鳥海, 不二夫 丸善出版 2017 9784621301791 総記･情報 総記･情報

大学一年生のための情報リテラシー 小棹, 理子 丸善出版 2018 9784621302798 総記･情報 総記･情報

量子情報理論 第3版 佐川　弘幸 丸善出版 2019 9784621304167 総記･情報 総記･情報

スマートマシンはこうして思考する ショーン・ジェリッシュ みすず書房 2020 9784622088783 総記･情報 総記･情報

システムプログラミング入門 ―実行しながら理解するLinux OSのしくみ― 篠山, 学 森北出版 2020 9784627855519 総記･情報 総記･情報
New リメディアル教育のための情報リテラシー 鈴木 和也 八千代出版 2021 9784842918129 総記･情報 総記･情報 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

メディア社会論 （有斐閣ストゥディア） 辻, 泉 有斐閣 2018 9784641150553 総記･情報 総記･情報

ロボット・AIと法 弥永, 真生 有斐閣 2018 9784641125964 総記･情報 総記･情報

サイバーセキュリティと刑法 ―無権限アクセス罪を中心に― 西貝, 吉晃 有斐閣 2020 9784641139442 総記･情報 総記･情報

量子アルゴリズム 中山　茂 技報堂出版 2014 9784765533430 総記･情報 総記･情報
新聞は大震災を正しく伝えたか ―学生たちの紙面分析―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 18） 花田, 達朗 早稲田大学出版部 2012 9784657123084 総記･情報 総記･情報

石橋湛山全集 第1卷 石橋, 湛山 東洋経済新報社 2010 9784492061565 総記･情報 総記･情報

石橋湛山全集 第2卷 石橋, 湛山 東洋経済新報社 2010 9784492061572 総記･情報 総記･情報

石橋湛山全集 第3卷 石橋, 湛山 東洋経済新報社 2010 9784492061589 総記･情報 総記･情報

石橋湛山全集 第4卷 石橋, 湛山 東洋経済新報社 2010 9784492061596 総記･情報 総記･情報

石橋湛山全集 第5卷 石橋, 湛山 東洋経済新報社 2010 9784492061602 総記･情報 総記･情報

石橋湛山全集 第6卷 石橋, 湛山 東洋経済新報社 2010 9784492061619 総記･情報 総記･情報

石橋湛山全集 第7卷 石橋, 湛山 東洋経済新報社 2011 9784492061626 総記･情報 総記･情報

石橋湛山全集 第8卷 石橋, 湛山 東洋経済新報社 2011 9784492061633 総記･情報 総記･情報

石橋湛山全集 第9卷 石橋, 湛山 東洋経済新報社 2011 9784492061640 総記･情報 総記･情報

石橋湛山全集 第10卷 石橋, 湛山 東洋経済新報社 2011 9784492061657 総記･情報 総記･情報

石橋湛山全集 第11卷 石橋, 湛山 東洋経済新報社 2011 9784492061664 総記･情報 総記･情報

石橋湛山全集 第12卷 石橋, 湛山 東洋経済新報社 2011 9784492061671 総記･情報 総記･情報

石橋湛山全集 第13卷 石橋, 湛山 東洋経済新報社 2011 9784492061688 総記･情報 総記･情報

石橋湛山全集 第14卷 石橋, 湛山 東洋経済新報社 2011 9784492061701 総記･情報 総記･情報

石橋湛山全集 第15卷 補訂版 石橋, 湛山 東洋経済新報社 2011 9784492061718 総記･情報 総記･情報

石橋湛山全集 第16卷 : 補巻 石橋, 湛山 東洋経済新報社 2011 9784492061732 総記･情報 総記･情報

実験哲学入門 （※） 鈴木, 貴之 勁草書房 2020 9784326102822 哲学・心理学・宗教 哲学

現代思想との出会い ―他者・欲望・言葉― 古沢英樹 彩流社 1996 9784882023876 哲学・心理学・宗教 哲学

自己を見つめる （放送大学叢書 006） 渡辺, 二郎 左右社 2009 9784903500171 哲学・心理学・宗教 哲学

哲学大図鑑 【スマホ・読上】 ウィル・バッキンガム 三省堂 2012 9784385162232 哲学・心理学・宗教 哲学

存在と認識 大滝, 朝春 大学教育出版 2009 9784887309326 哲学・心理学・宗教 哲学

現代の反省 （UP選書 79） 原, 佑 東京大学出版会 1971 9784130050791 哲学・心理学・宗教 哲学

自分で考えてみる哲学 ブレンダン・ウィルソン 東京大学出版会 2004 9784130130233 哲学・心理学・宗教 哲学

神の亡霊 ―近代という物語― 小坂井, 敏晶 東京大学出版会 2018 9784130131513 哲学・心理学・宗教 哲学

近代の虚妄 ―現代文明論序説― 佐伯, 啓思 東洋経済新報社 2020 9784492223963 哲学・心理学・宗教 哲学
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私は自由なのかもしれない ―<責任という自由>の形而上学― 斎藤, 慶典 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425284 哲学・心理学・宗教 哲学

真理 ポール・ホーリッジ 勁草書房 2016 9784326102518 哲学・心理学・宗教 哲学

フィクションの哲学 改訂版 清塚, 邦彦 勁草書房 2017 9784326154456 哲学・心理学・宗教 哲学

自然主義入門 ―知識・道徳・人間本性をめぐる現代哲学ツアー― 植原, 亮 勁草書房 2017 9784326154487 哲学・心理学・宗教 哲学

現代形而上学入門 柏端, 達也 勁草書房 2017 9784326154494 哲学・心理学・宗教 哲学

情動の哲学入門 ―価値・道徳・生きる意味― 信原, 幸弘 勁草書房 2017 9784326154500 哲学・心理学・宗教 哲学

植物の生の哲学 ―混合の形而上学― エマヌエーレ・コッチャ 勁草書房 2019 9784326154616 哲学・心理学・宗教 哲学

言語哲学から形而上学へ ―四次元主義哲学の新展開― 中山, 康雄 勁草書房 2019 9784326154623 哲学・心理学・宗教 哲学

分析哲学これからとこれまで （けいそうブックス） 飯田, 隆 勁草書房 2020 9784326154661 哲学・心理学・宗教 哲学

現代認識論入門 ―ゲティア問題から徳認識論まで― 上枝, 美典 勁草書房 2020 9784326102839 哲学・心理学・宗教 哲学

達成としての知識 ―認識的規範性に対する徳理論的アプローチ― ジョン・グレコ 勁草書房 2020 9784326102846 哲学・心理学・宗教 哲学

ファンダメンタルズ （現代存在論講義 1） 倉田, 剛 新曜社 2017 9784788515185 哲学・心理学・宗教 哲学

物質的対象・種・虚構 （現代存在論講義 2） 倉田, 剛 新曜社 2017 9784788515444 哲学・心理学・宗教 哲学

「3・11」後の技術と人間 ―技術的理性への問い―（世界思想社現代哲学叢書） 杉田, 聡 世界思想社教学社 2014 9784790716112 哲学・心理学・宗教 哲学

現代と実存 （UP選書 41） 原, 佑 東京大学出版会 1970 9784130050418 哲学・心理学・宗教 哲学

ニヒリズム ―内面性の現象学―（UP選書 152） 渡辺, 二郎 東京大学出版会 1975 9784130060523 哲学・心理学・宗教 哲学

論理学 野矢, 茂樹 東京大学出版会 1994 9784130120531 哲学・心理学・宗教 哲学

人間にとっての都市と農村 （総合人間学 5） 総合人間学会 学文社 2011 9784762021756 哲学・心理学・宗教 哲学

3・11を総合人間学から考える （総合人間学 7） 総合人間学会 学文社 2013 9784762023811 哲学・心理学・宗教 哲学

人間関係の新しい紡ぎ方 ―3・11を受けとめて―（総合人間学 8） 総合人間学会 学文社 2014 9784762024597 哲学・心理学・宗教 哲学

死の超越 ―永遠志向社会の構築― 渡辺, 通弘 丸善プラネット 2017 9784863453241 哲学・心理学・宗教 哲学

時間 エヴァ・ホフマン みすず書房 2020 9784622089094 哲学・心理学・宗教 哲学

日本思想という問題 ―翻訳と主体―（岩波モダンクラシックス） 酒井, 直樹 岩波書店 2007 9784000271516 哲学・心理学・宗教 哲学

「日本」と日本思想 （岩波講座日本の思想 第1巻） 苅部, 直 岩波書店 2013 9784000113113 哲学・心理学・宗教 哲学

場と器 ―思想の記録と伝達―（岩波講座日本の思想 第2巻） 苅部, 直 岩波書店 2013 9784000113120 哲学・心理学・宗教 哲学

自然と人為 ―「自然」観の変容―（岩波講座日本の思想 第4巻） 苅部, 直 岩波書店 2013 9784000113144 哲学・心理学・宗教 哲学

身と心 ―人間像の転変―（岩波講座日本の思想 第5巻） 苅部, 直 岩波書店 2013 9784000113151 哲学・心理学・宗教 哲学

秩序と規範 ―「国家」のなりたち―（岩波講座日本の思想 第6巻） 苅部, 直 岩波書店 2013 9784000113168 哲学・心理学・宗教 哲学

儀礼と創造 ―美と芸術の原初―（岩波講座日本の思想 第7巻） 苅部, 直 岩波書店 2013 9784000113175 哲学・心理学・宗教 哲学

内と外 ―対外観と自己像の形成―（岩波講座日本の思想 第3巻） 苅部, 直 岩波書店 2014 9784000113137 哲学・心理学・宗教 哲学

聖なるものへ ―躍動するカミとホトケ―（岩波講座日本の思想 第8巻） 苅部, 直 岩波書店 2014 9784000113182 哲学・心理学・宗教 哲学

井筒俊彦の東洋哲学 澤井, 義次 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425390 哲学・心理学・宗教 哲学

西周現代語訳セレクション 西, 周 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426205 哲学・心理学・宗教 哲学

西田幾多郎生成する論理 ―生死(しょうじ)をめぐる哲学― 氣多, 雅子 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426908 哲学・心理学・宗教 哲学

「中国思想」再発見 （放送大学叢書 010） 溝口, 雄三 左右社 2010 9784903500294 哲学・心理学・宗教 哲学

孔子と古代オリエント 磯部, 隆 大学教育出版 2003 9784887305120 哲学・心理学・宗教 哲学

古代中国における儒の思想と道の思想 鳥谷部, 平四郎 大学教育出版 2006 9784887306875 哲学・心理学・宗教 哲学

西田幾多郎 （UP選書 52） 竹内, 良知 東京大学出版会 1970 9784130050524 哲学・心理学・宗教 哲学

三木清 （UP選書 53） 宮川, 透 東京大学出版会 1970 9784130050531 哲学・心理学・宗教 哲学

インド思想史 早島, 鏡正 東京大学出版会 1982 9784130120159 哲学・心理学・宗教 哲学

安藤昌益からみえる日本近世 若尾, 政希 東京大学出版会 2004 9784130262064 哲学・心理学・宗教 哲学

文化形成史と日本 黒住, 真 東京大学出版会 2019 9784130160391 哲学・心理学・宗教 哲学

和辻哲郎の解釈学的倫理学 飯嶋, 裕治 東京大学出版会 2019 9784130160407 哲学・心理学・宗教 哲学

唐代通行『尚書』の研究 ―写本から刊本へ― 山口, 謠司 勉誠出版 2019 9784585291879 哲学・心理学・宗教 哲学

日本思想史事典 = Encyclopedia of Japanese Intellectual History 日本思想史事典編集委員会 丸善出版 2020 9784621304587 哲学・心理学・宗教 哲学
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水戸学と明治維新 （歴史文化ライブラリー 150） 吉田, 俊純 吉川弘文館 2003 9784642055505 哲学・心理学・宗教 哲学
「日常」の回復 ―江戸儒学の「仁」の思想に学ぶ―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 15） 土田, 健次郎 早稲田大学出版部 2012 9784657123138 哲学・心理学・宗教 哲学

歴史意識の断層 ―理性批判と批判的理性のあいだ― 三島, 憲一 岩波書店 2014 9784000256650 哲学・心理学・宗教 哲学

プラトンの認識論とコスモロジー ―人間の世界解釈史を省みて― 藤澤　令夫 岩波書店 2014 9784000247009 哲学・心理学・宗教 哲学

イタリア・ファシズムを生きた思想家たち ―クローチェと批判的継承者― 倉科　岳志 岩波書店 2017 9784000611817 哲学・心理学・宗教 哲学

ヒューム希望の懐疑主義 ―ある社会科学の誕生― 坂本, 達哉 慶應義塾大学出版会 2011 9784766418798 哲学・心理学・宗教 哲学

プラトン理想国の現在 納富, 信留 慶應義塾大学出版会 2012 9784766419481 哲学・心理学・宗教 哲学

フランツ・ローゼンツヴァイク ―生と啓示の哲学― 丸山, 空大 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425680 哲学・心理学・宗教 哲学

カント未成熟な人間のための思想 ―想像力の哲学― 永守, 伸年 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426274 哲学・心理学・宗教 哲学

知識と時間 ―古代ギリシアの文化相対主義― 瀬戸, 一夫 勁草書房 2003 9784326101481 哲学・心理学・宗教 哲学

存在と自我 ―カント超越論的哲学からのメッセージ― 湯浅, 正彦 勁草書房 2003 9784326101511 哲学・心理学・宗教 哲学

アダム・ファーガスンの国家と市民社会 ―共和主義・愛国心・保守主義― 青木, 裕子 勁草書房 2010 9784326301935 哲学・心理学・宗教 哲学

ラッセルの哲学「1903-1918」 ―センスデータ論の破壊と再生― 高村, 夏輝 勁草書房 2013 9784326102242 哲学・心理学・宗教 哲学
ジャック・デリダ ―動物性の政治と倫理 = Jacques Derrida : Politique et éthique de l'animalité― パトリック・ロレッド 勁草書房 2017 9784326154449 哲学・心理学・宗教 哲学
カント批判 ―『純粋理性批判』の論理を問う = Critique of Kant : the logic of the critique of pure reason, reconsidered― 冨田, 恭彦 勁草書房 2018 9784326154562 哲学・心理学・宗教 哲学

バークリの「原理」を読む ―「物質否定論」の論理と批判― 冨田, 恭彦 勁草書房 2019 9784326154609 哲学・心理学・宗教 哲学
プラグマティズムの歩き方　上 ―21世紀のためのアメリカ哲学案内―（現代プラグマティズム叢書 第1巻） シェリル・ミサック 勁草書房 2019 9784326199785 哲学・心理学・宗教 哲学
プラグマティズムの歩き方　下 ―21世紀のためのアメリカ哲学案内―（現代プラグマティズム叢書 第2巻） シェリル・ミサック 勁草書房 2019 9784326199792 哲学・心理学・宗教 哲学

アメリカ哲学史 ―一七二〇年から二〇〇〇年まで― ブルース・ククリック 勁草書房 2020 9784326102792 哲学・心理学・宗教 哲学
哲学の原点 ―ソクラテス・プラトン・アリストテレスの知恵の愛求としての哲学―（放送大学叢書 032） 天野, 正幸 左右社 2016 9784865281491 哲学・心理学・宗教 哲学

ヘーゲルを読む ―自由に生きるために―（放送大学叢書 035） 高山, 守 左右社 2016 9784865281552 哲学・心理学・宗教 哲学

天才と才人 ―ウィトゲンシュタインへのショーペンハウアーの影響― D.A.ワイナー 三和書籍 2003 9784916037527 哲学・心理学・宗教 哲学

ヴィクトリア時代の思潮とJ.S.ミル ―文芸・宗教・倫理・経済― 有江, 大介 三和書籍 2013 9784862511492 哲学・心理学・宗教 哲学

ウィトゲンシュタインとレヴィナス ―倫理的・宗教的思想― ボブ・プラント 三和書籍 2017 9784862512116 哲学・心理学・宗教 哲学

西洋思想の流れ （UP選書 63） 原, 佑 東京大学出版会 1971 9784130050630 哲学・心理学・宗教 哲学

カントからヘーゲルへ （UP選書 174） 岩崎, 武雄 東京大学出版会 1977 9784130060745 哲学・心理学・宗教 哲学

哲学 ―原典資料集― 山本, 巍 東京大学出版会 1993 9784130120524 哲学・心理学・宗教 哲学

ロゴスと深淵 ―ギリシア哲学探究― 山本, 巍 東京大学出版会 2000 9784130100861 哲学・心理学・宗教 哲学

ヘーゲル哲学と無の論理 高山, 守 東京大学出版会 2001 9784130160209 哲学・心理学・宗教 哲学

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 2002 9784130160216 哲学・心理学・宗教 哲学

饗宴 ―訳と詳解― プラトン 東京大学出版会 2016 9784130101295 哲学・心理学・宗教 哲学

ジョン・ロックの道徳哲学 （金沢大学人間社会研究叢書） 佐々木, 拓 丸善出版 2017 9784621302002 哲学・心理学・宗教 哲学

ドゥルーズとマルクス ―近傍のコミュニズム― 松本, 潤一郎 みすず書房 2019 9784622087878 哲学・心理学・宗教 哲学

工場日記 シモーヌ・ヴェイユ みすず書房 2019 9784622088172 哲学・心理学・宗教 哲学
ヘーゲル・未完の弁証法 ―「意識の経験の学」としての『精神現象学』の批判的研究―（早稲田大学学術叢書 21） 黒崎, 剛 早稲田大学出版部 2012 9784657127013 哲学・心理学・宗教 哲学

運動と健康の心理学 （朝倉実践心理学講座 9） 竹中, 晃二 朝倉書店 2012 9784254526899 哲学・心理学・宗教 心理

心理学総合事典 新装版 佐藤, 達哉 朝倉書店 2014 9784254520200 哲学・心理学・宗教 心理

情動と発達・教育 ―子どもの成長環境―（情動学シリーズ 3） 伊藤, 良子 朝倉書店 2015 9784254106930 哲学・心理学・宗教 心理

たましいの窓 （山中康裕著作集 . 児童・思春期の臨床 ; 1 1巻） 山中, 康裕 岩崎学術出版社 2001 9784753301072 哲学・心理学・宗教 心理

たましいの視点 （山中康裕著作集 . 児童・思春期の臨床 ; 2 2巻） 山中, 康裕 岩崎学術出版社 2001 9784753301089 哲学・心理学・宗教 心理

たましいと癒し （山中康裕著作集 . 心理臨床の探究 ; 1 3巻） 山中, 康裕 岩崎学術出版社 2002 9784753302024 哲学・心理学・宗教 心理

たましいの深み （山中康裕著作集 . 心理臨床の探究 ; 2 4巻） 山中, 康裕 岩崎学術出版社 2002 9784753302048 哲学・心理学・宗教 心理

たましいの形 （山中康裕著作集 . 芸術・表現療法 ; 1 5巻） 山中, 康裕 岩崎学術出版社 2003 9784753303038 哲学・心理学・宗教 心理

たましいの顕現 （山中康裕著作集 . 芸術・表現療法 ; 2 6巻） 山中, 康裕 岩崎学術出版社 2004 9784753304028 哲学・心理学・宗教 心理

「かわいい」のちから ―実験で探るその心理―（DOJIN選書 81） 入戸野, 宏 化学同人 2019 9784759816815 哲学・心理学・宗教 心理
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アートセラピーの贈り物 ―感性をはぐくむ美術の力― 伊東, 留美 学事出版 2016 9784761922511 哲学・心理学・宗教 心理

心理的時間 ―その広くて深いなぞ― 松田, 文子 北大路書房 1996 9784762820595 哲学・心理学・宗教 心理

なぜ心理学をするのか ―心理学への案内― 北村　英哉 北大路書房 2006 9784762825163 哲学・心理学・宗教 心理

心理学基礎実習マニュアル 宮谷　真人 北大路書房 2009 9784762826658 哲学・心理学・宗教 心理

心理学ナヴィゲータ Ver.2 神田　義浩 北大路書房 2011 9784762827495 哲学・心理学・宗教 心理

なるほど!心理学研究法 （心理学ベーシック 第1巻） 三浦, 麻子 北大路書房 2017 9784762829666 哲学・心理学・宗教 心理

なるほど!心理学実験法 （心理学ベーシック 第2巻） 佐藤, 暢哉 北大路書房 2017 9784762829963 哲学・心理学・宗教 心理

なるほど!心理学調査法 （心理学ベーシック 第3巻） 大竹, 恵子 北大路書房 2017 9784762829901 哲学・心理学・宗教 心理

なるほど!心理学観察法 （心理学ベーシック 第4巻） 佐藤, 寛 北大路書房 2018 9784762830143 哲学・心理学・宗教 心理

なるほど!心理学面接法 （心理学ベーシック 第5巻） 米山, 直樹 北大路書房 2018 9784762830518 哲学・心理学・宗教 心理
New 司法・犯罪心理学 （シリーズ心理学と仕事 16） 太田 信夫 北大路書房 2019 9784762830617 哲学・心理学・宗教 心理 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 新動機づけ研究の最前線 上淵, 寿 北大路書房 2019 9784762830723 哲学・心理学・宗教 心理 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 発達心理学15講 第3版 高橋 一公 北大路書房 2019 9784762830570 哲学・心理学・宗教 心理 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 心理学的支援法 ―公認心理師標準テキスト― 杉原, 保史 北大路書房 2019 9784762830563 哲学・心理学・宗教 心理 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

ベクションとは何だ!? （共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 16） 妹尾, 武治 共立出版 2017 9784320009189 哲学・心理学・宗教 心理

保健・医療・福祉を学ぶための心理学概論 高橋, 直樹 共立出版 2018 9784320094482 哲学・心理学・宗教 心理
New 創造性はどこからくるか ―潜在処理、外的資源、身体性から考える―（越境する認知科学 2） 阿部, 慶賀 共立出版 2019 9784320094628 哲学・心理学・宗教 心理 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

音楽療法 第3版（補完・代替医療） 高橋, 多喜子 金芳堂 2017 9784765317085 哲学・心理学・宗教 心理

心理学が描くリスクの世界 ―行動的意思決定入門―第3版 広田, すみれ 慶應義塾大学出版会 2018 9784766423341 哲学・心理学・宗教 心理

「笑い」の解剖 ―経済学者が解く50の疑問― 中島, 隆信 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426144 哲学・心理学・宗教 心理

心理劇入門 ―理論と実践から学ぶ― 土屋, 明美 慶應義塾大学出版会 2020 9784766427035 哲学・心理学・宗教 心理
New 感情の哲学入門講義 = Introductory lectures on philosophy of emotion 源河, 亨 慶應義塾大学出版会 2021 9784766427196 哲学・心理学・宗教 心理

共感の技法 ―福島県における足湯ボランティアの会話分析― 西阪, 仰 勁草書房 2013 9784326602551 哲学・心理学・宗教 心理

共感の社会神経科学 ジャン・デセティ 勁草書房 2016 9784326251179 哲学・心理学・宗教 心理

知覚経験の生態学 ―哲学へのエコロジカル・アプローチ― 染谷, 昌義 勁草書房 2017 9784326102594 哲学・心理学・宗教 心理

自己心理学セミナー ―自己理解に役立つ13章― 金築, 智美 勁草書房 2018 9784326251261 哲学・心理学・宗教 心理

心理学,認知・行動科学のための反応時間ハンドブック 綾部, 早穂 勁草書房 2019 9784326251360 哲学・心理学・宗教 心理

身体と空間の表象 ―行動への統合―（シリーズ統合的認知 第3巻） 横澤, 一彦 勁草書房 2020 9784326251100 哲学・心理学・宗教 心理

道徳の自然誌 マイケル・トマセロ 勁草書房 2020 9784326154678 哲学・心理学・宗教 心理

共感覚 ―統合の多様性―（シリーズ統合的認知 第6巻） 浅野, 倫子 勁草書房 2020 9784326251131 哲学・心理学・宗教 心理

思考力改善ドリル ―批判的思考から科学的思考へ― （※） 植原, 亮 勁草書房 2020 9784326102853 哲学・心理学・宗教 心理

自殺の危険 ―臨床的評価と危機介入―第3版 高橋, 祥友 金剛出版 2014 9784772413589 哲学・心理学・宗教 心理

「こころ」で視る・知る・理解する ―認知心理学入門―（放送大学叢書 017） 小谷津, 孝明 左右社 2011 9784903500683 哲学・心理学・宗教 心理

となりの心理学 （放送大学叢書 049） 星　薫 左右社 2020 9784865282825 哲学・心理学・宗教 心理

心理学大図鑑 【スマホ・読上】 キャサリン・コーリン 三省堂 2013 9784385162249 哲学・心理学・宗教 心理

精神分析の終焉 ―フロイトの夢理論批判― ジョルジュ・ポリツェル 三和書籍 2002 9784916037442 哲学・心理学・宗教 心理

共感覚の世界観 ―交流する感覚の冒険― 原田, 武 新曜社 2010 9784788512085 哲学・心理学・宗教 心理

つらさを乗り越えて生きる ―伝記・文学作品から人生を読む― 山岸, 明子 新曜社 2017 9784788515277 哲学・心理学・宗教 心理

新しい自然主義心理学 ―自然法則に従う人間モデルからの出発― 三ヶ尻, 陽一 新曜社 2017 9784788515482 哲学・心理学・宗教 心理

図説心理学入門 第2版 齊藤, 勇 誠信書房 2005 9784414301632 哲学・心理学・宗教 心理

イラストレート心理学入門 第2版 齊藤, 勇 誠信書房 2010 9784414301724 哲学・心理学・宗教 心理

なつかしさの心理学 ―思い出と感情―（心理学叢書） 楠見, 孝 誠信書房 2014 9784414311129 哲学・心理学・宗教 心理

本当のかしこさとは何か ―感情知性(EI)を育む心理学―（心理学叢書） 箱田, 裕司 誠信書房 2015 9784414311143 哲学・心理学・宗教 心理

超高齢社会を生きる ―老いに寄り添う心理学―（心理学叢書） 長田, 久雄 誠信書房 2016 9784414311181 哲学・心理学・宗教 心理

心理学の神話をめぐって ―信じる心と見抜く心―（心理学叢書） 邑本, 俊亮 誠信書房 2017 9784414311198 哲学・心理学・宗教 心理
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疾風怒濤精神分析入門 ―ジャック・ラカン的生き方のススメ― 片岡, 一竹 誠信書房 2017 9784414416312 哲学・心理学・宗教 心理

アタッチメントに基づく評価と支援 【スマホ・読上】 （※） 北川　恵 誠信書房 2017 9784414416336 哲学・心理学・宗教 心理

心理学って何だろうか? ―四千人の調査から見える期待と現実―（心理学叢書） 楠見, 孝 誠信書房 2018 9784414311211 哲学・心理学・宗教 心理

心理臨床家の手引 第4版 鑪, 幹八郎 誠信書房 2018 9784414416435 哲学・心理学・宗教 心理
New イラストレート心理学入門 第3版　【スマホ・読上】 （※） 齊藤　勇 誠信書房 2020 9784414300178 哲学・心理学・宗教 心理

New 心理療法統合ハンドブック 【スマホ・読上】 （※） 杉原, 保史 誠信書房 2021 9784414416787 哲学・心理学・宗教 心理

劣等感と人間関係 【スマホ・読上】（アドラー心理学を語る 3） 野田, 俊作 創元社 2017 9784422116334 哲学・心理学・宗教 心理

勇気づけの方法 【スマホ・読上】（アドラー心理学を語る 4） 野田, 俊作 創元社 2017 9784422116341 哲学・心理学・宗教 心理
病気の子どものこころの世界 ―描画・箱庭・物語づくりから見えてくるもの―【スマホ・読上】 角田, 哲哉 創元社 2018 9784422116808 哲学・心理学・宗教 心理

事例研究の考え方と戦略 ―心理臨床実践の省察的アプローチ―【スマホ・読上】 山本, 力 創元社 2018 9784422116839 哲学・心理学・宗教 心理

危機介入の箱庭療法 ―極限状況の子どもたちへのアウトリーチ―【スマホ・読上】 エヴァ・パティス・ゾーヤ 創元社 2018 9784422116907 哲学・心理学・宗教 心理
心的現実感 (リアリティ) と離人感 ―質問紙と風景構成法から見る新たな心理アセスメントへの展開―【スマホ・読上】（アカデミア叢書） 松下, 姫歌 創元社 2019 9784422116471 哲学・心理学・宗教 心理

壺イメージ療法 ―その生いたちと事例研究―【スマホ・読上】（創元アーカイブス） 田嶌, 誠一 創元社 2019 9784422117010 哲学・心理学・宗教 心理

箱庭療法 ―基礎的研究と実践―【スマホ・読上】（創元アーカイブス） 木村, 晴子 創元社 2019 9784422117027 哲学・心理学・宗教 心理

内観療法入門 ―日本的自己探求の世界―【スマホ・読上】（創元アーカイブス） 三木, 善彦 創元社 2019 9784422117034 哲学・心理学・宗教 心理

ユング心理学の世界 【スマホ・読上】（創元アーカイブス） 樋口, 和彦 創元社 2019 9784422117072 哲学・心理学・宗教 心理

Q&Aで学ぶ遊戯療法と親面接の考え方・進め方 【スマホ・読上】 竹内, 健児 創元社 2019 9784422117058 哲学・心理学・宗教 心理

精神科医の話の聴き方10のセオリー 【スマホ・読上】 （※） 小山　文彦 創元社 2019 9784422117041 哲学・心理学・宗教 心理

福祉のための芸術療法の考え方 ―絵画療法を中心に― 安原, 青兒 大学教育出版 2006 9784887306882 哲学・心理学・宗教 心理

「心の問題」と直感論 【スマホ・読上】 渡辺, 佳明 大学教育出版 2008 9784887308367 哲学・心理学・宗教 心理

「言葉」と「心」の領域 【スマホ・読上】（直感分析論 正） 渡辺, 佳明 大学教育出版 2009 9784887309074 哲学・心理学・宗教 心理

「直感分析法」の原点と拠点 【スマホ・読上】 渡辺, 佳明 大学教育出版 2010 9784887309975 哲学・心理学・宗教 心理

「行動」と「身体」の領域 【スマホ・読上】（直感分析論 続） 渡辺, 佳明 大学教育出版 2011 9784864290708 哲学・心理学・宗教 心理

直感の原型 ―「神話」と「民話」―【スマホ・読上】 渡辺, 佳明 大学教育出版 2012 9784864291569 哲学・心理学・宗教 心理

ゲシタルト心理学入門 （UP選書 76） W. ケーラー 東京大学出版会 1971 9784130050760 哲学・心理学・宗教 心理

性格学入門 （UP選書 158） W.アーノルト 東京大学出版会 1976 9784130060585 哲学・心理学・宗教 心理

知覚と論理 ―「生れつき」とは何か―（UP選書 209） 須賀, 哲夫 東京大学出版会 1980 9784130020091 哲学・心理学・宗教 心理

自己意識の心理学 第2版（UP選書 208） 梶田, 叡一 東京大学出版会 1988 9784130022019 哲学・心理学・宗教 心理

発達心理学入門 2 無藤, 隆 東京大学出版会 1990 9784130120272 哲学・心理学・宗教 心理

先天盲開眼者の視覚世界 鳥居, 修晃 東京大学出版会 2000 9784130111119 哲学・心理学・宗教 心理

家族臨床心理学 ―子どもの問題を家族で解決する― 亀口, 憲治 東京大学出版会 2000 9784130120333 哲学・心理学・宗教 心理

ことばの発達と認知の心理学 鹿取, 廣人 東京大学出版会 2003 9784130120395 哲学・心理学・宗教 心理

臨床心理学の倫理をまなぶ 金沢, 吉展 東京大学出版会 2006 9784130120449 哲学・心理学・宗教 心理

カウンセリングを学ぶ ―理論・体験・実習―第2版 佐治, 守夫 東京大学出版会 2007 9784130120456 哲学・心理学・宗教 心理

からだ 新装版 ―認識の原点―（コレクション認知科学 7） 佐々木, 正人 東京大学出版会 2008 9784130151573 哲学・心理学・宗教 心理

ベーシック発達心理学 開, 一夫 東京大学出版会 2018 9784130121132 哲学・心理学・宗教 心理

仕掛学 ―人を動かすアイデアのつくり方― 松村, 真宏 東洋経済新報社 2016 9784492233733 哲学・心理学・宗教 心理

こころの旅 【スマホ・読上】 （※） 神谷美恵子 日本評論社 1990 9784535981034 哲学・心理学・宗教 心理

カウンセリング実践ハンドブック 松原, 達哉 丸善出版 2011 9784621083017 哲学・心理学・宗教 心理

心理臨床学事典 日本心理臨床学会 丸善出版 2011 9784621084083 哲学・心理学・宗教 心理

発達心理学事典 日本発達心理学会 丸善出版 2013 9784621085790 哲学・心理学・宗教 心理

対話のことば ―オープンダイアローグに学ぶ問題解消のための対話の心得― 井庭, 崇 丸善出版 2018 9784621303146 哲学・心理学・宗教 心理

行動分析学事典 = Behavior analysis 日本行動分析学会 丸善出版 2019 9784621303139 哲学・心理学・宗教 心理

心理療法/カウンセリング30の心得 岡野, 憲一郎 みすず書房 2012 9784622077022 哲学・心理学・宗教 心理

心理療法の実践 C.G.ユング みすず書房 2018 9784622087045 哲学・心理学・宗教 心理
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他者の影 ―ジェンダーの戦争はなぜ終わらないのか― ジェシカ・ベンジャミン みすず書房 2018 9784622087434 哲学・心理学・宗教 心理

第一印象の科学 ―なぜヒトは顔に惑わされてしまうのか?― アレクサンダー・トドロフ みすず書房 2019 9784622087625 哲学・心理学・宗教 心理

いかにして日本の精神分析は始まったか ―草創期の5人の男と患者たち― 西, 見奈子 みすず書房 2019 9784622087960 哲学・心理学・宗教 心理

心理学の7つの大罪 ―真の科学であるために私たちがすべきこと― クリス・チェインバーズ みすず書房 2019 9784622087885 哲学・心理学・宗教 心理

フロイディアン・ステップ ―分析家の誕生― 十川, 幸司 みすず書房 2019 9784622088103 哲学・心理学・宗教 心理

分析心理学セミナー ―1925年、チューリッヒ― C・G・ユング みすず書房 2019 9784622088431 哲学・心理学・宗教 心理

よくわかる心理統計 （やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ） 山田, 剛史 ミネルヴァ書房 2004 9784623039999 哲学・心理学・宗教 心理

臨床心理学 ―「生きる意味」の確立と心理支援― 久留, 一郎 八千代出版 2019 9784842917474 哲学・心理学・宗教 心理

経験と理論をつなぐ心理学 井上 靖子 八千代出版 2020 9784842917696 哲学・心理学・宗教 心理

統合的理解のために （有斐閣アルマ . 心理統計学の基礎 正 : Specialized） 南風原, 朝和 有斐閣 2002 9784641121607 哲学・心理学・宗教 心理

生涯発達心理学 ―認知・対人関係・自己から読み解く―（有斐閣アルマ Specialized） 鈴木, 忠 有斐閣 2016 9784641220744 哲学・心理学・宗教 心理

心理学研究法 ―心を見つめる科学のまなざし―補訂版（有斐閣アルマ） 高野, 陽太郎 有斐閣 2017 9784641220867 哲学・心理学・宗教 心理

心理調査の基礎 ―心理学方法論を社会で活用するために― 佐藤, 達哉 有斐閣 2017 9784641174283 哲学・心理学・宗教 心理

対人援助と心のケアに活かす心理学 （有斐閣ストゥディア） 鈴木, 伸一 有斐閣 2017 9784641150409 哲学・心理学・宗教 心理

行動分析学 ―行動の科学的理解をめざして―（有斐閣アルマ Specialized） 坂上, 貴之 有斐閣 2018 9784641221024 哲学・心理学・宗教 心理

心理学 新版（New liberal arts selection） 無藤, 隆 有斐閣 2018 9784641053861 哲学・心理学・宗教 心理

心理職・援助職のための法と臨床 ―家族・学校・職場を支える基礎知識― 廣井, 亮一 有斐閣 2019 9784641174382 哲学・心理学・宗教 心理

心理学・入門 ―心理学はこんなに面白い―改訂版（有斐閣アルマ Interest） 佐藤, 達哉 有斐閣 2019 9784641221383 哲学・心理学・宗教 心理
New はじめて出会う心理学 第3版（有斐閣アルマ Interest） （※） 長谷川, 寿一 有斐閣 2020 9784641221451 哲学・心理学・宗教 心理

安倍晴明 ―陰陽師たちの平安時代―（歴史文化ライブラリー 215） 繁田, 信一 吉川弘文館 2006 9784642056151 哲学・心理学・宗教 心理

予言文学の語る中世 ―聖徳太子未来記と野馬台詩― 小峯, 和明 吉川弘文館 2019 9784642029520 哲学・心理学・宗教 心理

功利主義とは何か カタジナ・デ・ラザリ=ラデク 岩波書店 2018 9784000229623 哲学・心理学・宗教 哲学

13歳からの教育勅語 ―国民に何をもたらしたのか― 岩本, 努 かもがわ出版 2018 9784780309522 哲学・心理学・宗教 哲学

メタ倫理学入門 ―道徳のそもそもを考える― 佐藤, 岳詩 勁草書房 2017 9784326102624 哲学・心理学・宗教 哲学

入門・倫理学 赤林, 朗 勁草書房 2018 9784326102655 哲学・心理学・宗教 哲学

飢えと豊かさと道徳 ピーター・シンガー 勁草書房 2018 9784326154548 哲学・心理学・宗教 哲学

マクダウェルの倫理学 ―『徳と理性』を読む― 荻原, 理 勁草書房 2019 9784326154586 哲学・心理学・宗教 哲学

映画で考える生命環境倫理学 吉川, 孝 勁草書房 2019 9784326102730 哲学・心理学・宗教 哲学

メタ倫理学の最前線 蝶名林, 亮 勁草書房 2019 9784326102754 哲学・心理学・宗教 哲学

災害の倫理 ―災害時の自助・共助・公助を考える― ナオミ・ザック 勁草書房 2020 9784326154654 哲学・心理学・宗教 哲学

実践・倫理学 ―現代の問題を考えるために―（けいそうブックス） 児玉, 聡 勁草書房 2020 9784326154630 哲学・心理学・宗教 哲学

「天皇」永続の研究 ―近現代における国体観と皇室論― （※） 東郷, 茂彦 弘文堂 2020 9784335160981 哲学・心理学・宗教 哲学
New プレップ倫理学 増補版（プレップシリーズ） （※） 柘植, 尚則 弘文堂 2021 9784335150616 哲学・心理学・宗教 哲学

倫理学原理 G.E. ムア 三和書籍 2010 9784862510761 哲学・心理学・宗教 哲学

それは私がしたことなのか ―行為の哲学入門― 古田, 徹也 新曜社 2013 9784788513440 哲学・心理学・宗教 哲学

「道徳的である」とはどういうことか ―要説・倫理学原論―（世界思想社現代哲学叢書） 安彦, 一恵 世界思想社教学社 2013 9784790716099 哲学・心理学・宗教 哲学

倫理学的散歩 （UP選書 44） 佐藤, 俊夫 東京大学出版会 1970 9784130050449 哲学・心理学・宗教 哲学

日本人の心 （UP選書 233） 相良, 亨 東京大学出版会 1984 9784130020336 哲学・心理学・宗教 哲学

日本倫理思想史 佐藤, 正英 東京大学出版会 2003 9784130120555 哲学・心理学・宗教 哲学

共通教化と教育勅語 高橋, 陽一 東京大学出版会 2019 9784130562287 哲学・心理学・宗教 哲学

ベトナムにおける「二十四孝」の研究 佐藤, トゥイウェン 東方書店 2017 9784497217028 哲学・心理学・宗教 哲学

おもてなし経営 ―顧客を創造し続ける究極の方法― 蓬台, 浩明 東洋経済新報社 2011 9784492556900 哲学・心理学・宗教 哲学

Life shift (ライフシフト) ―100年時代の人生戦略― リンダ・グラットン 東洋経済新報社 2016 9784492533871 哲学・心理学・宗教 哲学

環境倫理学のすすめ （丸善ライブラリー 032） 加藤, 尚武 丸善出版 1991 9784621070345 哲学・心理学・宗教 哲学

現代を読み解く倫理学 （丸善ライブラリー . 応用倫理学のすすめ 2） 加藤, 尚武 丸善出版 1996 9784621051962 哲学・心理学・宗教 哲学
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合意形成とルールの倫理学 ―応用倫理学のすすめ 3―（丸善ライブラリー 360） 加藤, 尚武 丸善出版 2002 9784621053607 哲学・心理学・宗教 哲学

公共政策の倫理学 （現代社会の倫理を考える 4） 河宮, 信郎 丸善出版 2002 9784621070444 哲学・心理学・宗教 哲学

職業の倫理学 （現代社会の倫理を考える 5） 田中　朋弘 丸善出版 2002 9784621070581 哲学・心理学・宗教 哲学

情報の倫理学 （現代社会の倫理を考える 15） 水谷, 雅彦 丸善出版 2003 9784621072707 哲学・心理学・宗教 哲学

性の倫理学 （現代社会の倫理を考える 12） 田村, 公江 丸善出版 2004 9784621072776 哲学・心理学・宗教 哲学

現代人の倫理学 （現代社会の倫理を考える 10） 加藤, 尚武 丸善出版 2006 9784621076859 哲学・心理学・宗教 哲学

応用倫理学事典 加藤, 尚武 丸善出版 2008 9784621079225 哲学・心理学・宗教 哲学

いまを生きるための倫理学 盛永, 審一郎 丸善出版 2019 9784621304419 哲学・心理学・宗教 哲学

「効果的な利他主義」宣言! ―慈善活動への科学的アプローチ― ウィリアム・マッカスキル みすず書房 2018 9784622087427 哲学・心理学・宗教 哲学
New 社会倫理学講義 （有斐閣アルマ Basic） （※） 稲葉, 振一郎 有斐閣 2021 9784641221741 哲学・心理学・宗教 哲学

新・神話学入門 山田, 仁史 朝倉書店 2017 9784254500257 哲学・心理学・宗教 宗教

絵図と映像にみる山岳信仰 岩鼻, 通明 海青社 2019 9784860993450 哲学・心理学・宗教 宗教

クルアーン ―神の言葉を誰が聞くのか―（世界を読み解く一冊の本） 大川, 玲子 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425550 哲学・心理学・宗教 宗教

富士山 ―信仰と表象の文化史― H・バイロン・エアハート 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425420 哲学・心理学・宗教 宗教

ルードルフ・オットー ―宗教学の原点― 澤井, 義次 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426458 哲学・心理学・宗教 宗教
New 宗教の経済学 ―信仰は経済を発展させるのか―【スマホ・読上】 （※） ロバート・J・バロー 慶應義塾大学出版会 2021 9784766426830 哲学・心理学・宗教 宗教 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New リベラルなイスラーム ―自分らしくある宗教講義― 大川, 玲子 慶應義塾大学出版会 2021 9784766427134 哲学・心理学・宗教 宗教

プレステップ宗教学 第3版（PRE-STEP 08） 石井, 研士 弘文堂 2020 9784335001529 哲学・心理学・宗教 宗教

宗教学大図鑑 【スマホ・読上】 ドーリング・キンダースリー社 三省堂 2015 9784385162317 哲学・心理学・宗教 宗教

生と再生 ―イニシェーションの宗教的意義―（UP選書 75） M.エリアーデ 東京大学出版会 1971 9784130050753 哲学・心理学・宗教 宗教

宗教を語る （UP選書 104） 堀, 一郎 東京大学出版会 1972 9784130060042 哲学・心理学・宗教 宗教

宗教 ―原始形態と理論―（UP選書 162） W.R.コムストック 東京大学出版会 1976 9784130060622 哲学・心理学・宗教 宗教

イスラム ―思想と歴史―（UP選書 170） 中村, 廣治郎 東京大学出版会 1977 9784130060707 哲学・心理学・宗教 宗教

現代宗教と政治 （UP選書 187） 村上, 重良 東京大学出版会 1978 9784130060875 哲学・心理学・宗教 宗教

宗教の人間学 （UP選書 206） 谷口, 茂 東京大学出版会 1980 9784130020060 哲学・心理学・宗教 宗教

父性的宗教母性的宗教 （UP選書 253） 松本, 滋 東京大学出版会 1987 9784130020534 哲学・心理学・宗教 宗教

「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― 池澤, 優 東京大学出版会 2002 9784130104043 哲学・心理学・宗教 宗教

道教の聖地と地方神 = Daoist sacred sites and local gods 土屋, 昌明 東方書店 2016 9784497216014 哲学・心理学・宗教 宗教

宗教学事典 星野, 英紀 丸善出版 2010 9784621082553 哲学・心理学・宗教 宗教

世界宗教百科事典 世界宗教百科事典編集委員会 丸善出版 2012 9784621085776 哲学・心理学・宗教 宗教

宗教事象事典 レジーヌ・アズリア みすず書房 2019 9784622087984 哲学・心理学・宗教 宗教
宗教の融合と分離・衝突 = Religious fusions, separations, and collisions （日本宗教史 = History of Japanese religions 3） 伊藤, 聡 吉川弘文館 2020 9784642017435 哲学・心理学・宗教 宗教

日本宗教史を問い直す （日本宗教史 = History of Japanese religions 1） 吉田, 一彦 吉川弘文館 2020 9784642017411 哲学・心理学・宗教 宗教

日本宗教史研究の軌跡 （日本宗教史 = History of Japanese religions 6） 佐藤, 文子 吉川弘文館 2020 9784642017466 哲学・心理学・宗教 宗教

宗教の受容と交流 （日本宗教史 = History of Japanese religions 4） 佐藤, 文子 吉川弘文館 2020 9784642017442 哲学・心理学・宗教 宗教

日本宗教の信仰世界 （日本宗教史 5） 伊藤, 聡 吉川弘文館 2020 9784642017459 哲学・心理学・宗教 宗教

神道文化の現代的役割 ―地域再生・メディア・災害復興― 黒崎, 浩行 弘文堂 2019 9784335160967 哲学・心理学・宗教 宗教

古代山人（さんじん）の興亡 ―懸け造り堂宇の謎―改訂増補版 井口一幸 彩流社 1991 9784882022114 哲学・心理学・宗教 宗教

アメリカ創価学会「SGI-USA」の55年 秋庭, 裕 新曜社 2017 9784788515437 哲学・心理学・宗教 宗教

アメリカ創価学会における異体同心 ―二段階の現地化― 川端, 亮 新曜社 2018 9784788515529 哲学・心理学・宗教 宗教

華厳宗沙門明恵の生涯 磯部, 隆 大学教育出版 2006 9784887307223 哲学・心理学・宗教 宗教

日本仏教のふるさと （UP選書 191） 鎌田, 茂雄 東京大学出版会 1978 9784130060912 哲学・心理学・宗教 宗教

仏教入門 高崎, 直道 東京大学出版会 1983 9784130130110 哲学・心理学・宗教 宗教

中世東国日蓮宗寺院の研究 佐藤, 博信 東京大学出版会 2003 9784130262040 哲学・心理学・宗教 宗教

中世寺院の僧団・法会・文書 山岸, 常人 東京大学出版会 2004 9784130262057 哲学・心理学・宗教 宗教
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47都道府県・寺社信仰百科 中山, 和久 丸善出版 2017 9784621301227 哲学・心理学・宗教 宗教

読経の世界 ―能読の誕生―（歴史文化ライブラリー 121） 清水, 眞澄 吉川弘文館 2001 9784642055215 哲学・心理学・宗教 宗教

日蓮 （歴史文化ライブラリー 130） 中尾, 尭 吉川弘文館 2001 9784642055307 哲学・心理学・宗教 宗教

霊場の思想 （歴史文化ライブラリー 164） 佐藤, 弘夫 吉川弘文館 2003 9784642755641 哲学・心理学・宗教 宗教

日本禅宗の伝説と歴史 （歴史文化ライブラリー 189） 中尾, 良信 吉川弘文館 2005 9784642055895 哲学・心理学・宗教 宗教

鎌倉古寺を歩く ―宗教都市の風景―（歴史文化ライブラリー 202） 松尾, 剛次 吉川弘文館 2005 9784642056021 哲学・心理学・宗教 宗教

戒名のはなし （歴史文化ライブラリー 217） 藤井, 正雄 吉川弘文館 2006 9784642056175 哲学・心理学・宗教 宗教

聖徳太子と飛鳥仏教 （歴史文化ライブラリー 228） 曽根, 正人 吉川弘文館 2007 9784642756280 哲学・心理学・宗教 宗教

日本中世の王朝・幕府と寺社 稲葉, 伸道 吉川弘文館 2019 9784642029551 哲学・心理学・宗教 宗教

近世の女性と仏教 菅原, 征子 吉川弘文館 2019 9784642034951 哲学・心理学・宗教 宗教

近世地方寺院経営史の研究 田中, 洋平 吉川弘文館 2019 9784642034968 哲学・心理学・宗教 宗教

神仏と中世人 ―宗教をめぐるホンネとタテマエ―（歴史文化ライブラリー 491） 衣川, 仁 吉川弘文館 2019 9784642058919 哲学・心理学・宗教 宗教

鎌倉浄土教の先駆者法然 （歴史文化ライブラリー 494） 中井, 真孝 吉川弘文館 2020 9784642058940 哲学・心理学・宗教 宗教

中世醍醐寺の仏法と院家 永村, 真 吉川弘文館 2020 9784642029650 哲学・心理学・宗教 宗教

日本仏教はじまりの寺元興寺 ―一三〇〇年の歴史を語る― 元興寺 吉川弘文館 2020 9784642083881 哲学・心理学・宗教 宗教

清朝とチベット仏教 ―菩薩王となった乾隆帝―（早稲田大学学術叢書 20） 石濱, 裕美子 早稲田大学出版部 2011 9784657117120 哲学・心理学・宗教 宗教

悪魔の神話学 高橋, 義人 岩波書店 2018 9784000612562 哲学・心理学・宗教 キリスト教
ヴェーバー・トレルチ・イェリネック ―ハイデルベルクにおけるアングロサクソン研究の伝統― 深井, 智朗 聖学院大学出版会 2001 9784915832451 哲学・心理学・宗教 キリスト教

オックスフォード・チャペル講話 ―デモクラシーの宗教的基盤― A.D. リンゼイ 聖学院大学出版会 2001 9784915832376 哲学・心理学・宗教 キリスト教

チャールズ・E・ガルスト ―ミカドの国のアメリカ陸軍士官学校卒業生― L.D. ガルスト 聖学院大学出版会 2003 9784915832529 哲学・心理学・宗教 キリスト教

人間の運命 ―キリスト教的歴史解釈― ラインホールド・ニーバー 聖学院大学出版会 2017 9784907113223 哲学・心理学・宗教 キリスト教

近代日本キリスト者との対話 ―その信の世界を探る― 鵜沼, 裕子 聖学院大学出版会 2017 9784909022653 哲学・心理学・宗教 キリスト教
Japanese and Korean theologians in dialogue ―establishing the dignity of life/forming a theology of confession, forgiveness, and reconciliation : the fourth and the sixth Conferences of Japanese and Korean Theologians―（A theology of Japan : monograph series v. 10） Brian Byrd 聖学院大学出版会 2017 9784909022790 哲学・心理学・宗教 キリスト教

ティリッヒと逆説的合一の系譜 （聖学院大学研究叢書 10） 菊地, 順 聖学院大学出版会 2018 9784909022837 哲学・心理学・宗教 キリスト教

キリスト教と寛容 ―中近世の日本とヨーロッパ― 浅見, 雅一 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425871 哲学・心理学・宗教 キリスト教

旧約聖書 ―「戦い」の書物―（世界を読み解く一冊の本） 長谷川, 修一 慶應義塾大学出版会 2020 9784766425635 哲学・心理学・宗教 キリスト教

キリスト教ハンセン病救済運動の軌跡 杉山, 博昭 大学教育出版 2009 9784887309272 哲学・心理学・宗教 キリスト教

内村鑑三とともに 上 （UP選書 35） 矢内原, 忠雄 東京大学出版会 1969 9784130050357 哲学・心理学・宗教 キリスト教

内村鑑三とともに 下 （UP選書 36） 矢内原, 忠雄 東京大学出版会 1969 9784130050364 哲学・心理学・宗教 キリスト教

超図解一番わかりやすいキリスト教入門 インフォビジュアル研究所 東洋経済新報社 2016 9784492223642 哲学・心理学・宗教 キリスト教

古代オリエント事典 日本オリエント学会 岩波書店 2004 9784000803014 歴史・地理 歴史一般

史料から考える世界史20講 歴史学研究会 岩波書店 2014 9784000259965 歴史・地理 歴史一般

文化遺産の眠る海 ―水中考古学入門―（DOJIN選書 45） 岩淵, 聡文 化学同人 2012 9784759813456 歴史・地理 歴史一般

サボタージュ・マニュアル ―諜報活動が照らす組織経営の本質― 米国戦略諜報局 北大路書房 2015 9784762828997 歴史・地理 歴史一般

歴史は実験できるのか ―自然実験が解き明かす人類史― ジャレド・ダイアモンド 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425192 歴史・地理 歴史一般

真実が揺らぐ時 ―ベルリンの壁崩壊から9.11まで― トニー・ジャット 慶應義塾大学出版会 2019 9784766424546 歴史・地理 歴史一般

「20世紀史」を考える 塩川, 伸明 勁草書房 2004 9784326248346 歴史・地理 歴史一般

歴史のなかの人びと ―出会い・喚起・共感― 樋口　映美 彩流社 2020 9784779126666 歴史・地理 歴史一般

移民の世界史 ロビン コーエン 東京書籍 2020 9784487812547 歴史・地理 歴史一般

奇妙な敗北 ―フランス抵抗史家の日記―（UP選書 48） マルク・ブロック 東京大学出版会 1970 9784130050487 歴史・地理 歴史一般

第二次世界大戦 ―戦後世界史の起点―（UP選書 112） 荒井, 信一 東京大学出版会 1973 9784130060127 歴史・地理 歴史一般

歴史と歴史学 （UP選書 148） 斉藤, 孝 東京大学出版会 1975 9784130060486 歴史・地理 歴史一般

歴史学の周辺 （UP選書 197） 斉藤, 孝 東京大学出版会 1979 9784130060974 歴史・地理 歴史一般

考古学のための化学10章 正 （UP選書 218） 馬淵, 久夫 東京大学出版会 1981 9784130020183 歴史・地理 歴史一般

歴史の方法について （UP選書 234） 小谷, 汪之 東京大学出版会 1985 9784130020343 歴史・地理 歴史一般
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比較文明 （UP選書 243） 伊東, 俊太郎 東京大学出版会 1985 9784130020435 歴史・地理 歴史一般

考古学のための化学10章 続 （UP選書 246） 馬淵, 久夫 東京大学出版会 1986 9784130020466 歴史・地理 歴史一般

考古学入門 鈴木, 公雄 東京大学出版会 1988 9784130220514 歴史・地理 歴史一般

文明の衝突か、共存か （UP選書 270） 蓮実, 重彦 東京大学出版会 1995 9784130020701 歴史・地理 歴史一般

考古学と化学をむすぶ （UP選書 278） 馬淵, 久夫 東京大学出版会 2000 9784130020787 歴史・地理 歴史一般

都市発達史研究 新装版 今井, 登志喜 東京大学出版会 2001 9784130263016 歴史・地理 歴史一般

歴史学の縁取り方 ―フレームワークの史学史― 恒木, 健太郎 東京大学出版会 2020 9784130262675 歴史・地理 歴史一般

歴史学の醍醐味 西川　正雄 日本経済評論社 2010 9784818820883 歴史・地理 歴史一般

敗北者たち ―第一次世界大戦はなぜ終わり損ねたのか1917-1923― ローベルト・ゲルヴァルト みすず書房 2019 9784622087618 歴史・地理 歴史一般

反穀物の人類史 ―国家誕生のディープヒストリー― ジェームズ・C.スコット みすず書房 2019 9784622088653 歴史・地理 歴史一般

第二次世界大戦 ―現代世界への転換点―（歴史文化ライブラリー 114） 木畑, 洋一 吉川弘文館 2001 9784642055147 歴史・地理 歴史一般

グローバル時代の世界史の読み方 （歴史文化ライブラリー 183） 宮崎, 正勝 吉川弘文館 2004 9784642055833 歴史・地理 歴史一般

黄金の島ジパング伝説 （歴史文化ライブラリー 226） 宮崎, 正勝 吉川弘文館 2007 9784642056267 歴史・地理 歴史一般

九州のなかの朝鮮文化 ―日韓交流史の光と影― 嶋村, 初吉 明石書店 2019 9784750348629 歴史・地理 日本史

日本中世史事典 阿部, 猛 朝倉書店 2008 9784254530155 歴史・地理 日本史

大正12年 （アサヒグラフに見る昭和前史 1） 朝日新聞社 朝日新聞出版 2013 歴史・地理 日本史

大正13年ー15年 （アサヒグラフに見る昭和前史 2） 朝日新聞社 朝日新聞出版 2013 歴史・地理 日本史

昭和元年ー5年 （アサヒグラフに見る昭和の世相 1） 朝日新聞社 朝日新聞出版 2013 歴史・地理 日本史

昭和6年ー8年 （アサヒグラフに見る昭和の世相 2） 朝日新聞社 朝日新聞出版 2013 歴史・地理 日本史

昭和9年ー11年 （アサヒグラフに見る昭和の世相 3） 朝日新聞社 朝日新聞出版 2013 歴史・地理 日本史

昭和12年ー16年 （アサヒグラフに見る昭和の世相 4） 朝日新聞社 朝日新聞出版 2013 歴史・地理 日本史

昭和17年ー20年 （アサヒグラフに見る昭和の世相 5） 朝日新聞社 朝日新聞出版 2013 歴史・地理 日本史

昭和21年ー22年 （アサヒグラフに見る昭和の世相 6） 朝日新聞社 朝日新聞出版 2013 歴史・地理 日本史

昭和23年ー24年 （アサヒグラフに見る昭和の世相 7） 朝日新聞社 朝日新聞出版 2013 歴史・地理 日本史

昭和25年ー26年 （アサヒグラフに見る昭和の世相 8） 朝日新聞社 朝日新聞出版 2013 歴史・地理 日本史

昭和27年ー28年 （アサヒグラフに見る昭和の世相 9） 朝日新聞社 朝日新聞出版 2013 歴史・地理 日本史

昭和29年ー30年 （アサヒグラフに見る昭和の世相 10） 朝日新聞社 朝日新聞出版 2013 歴史・地理 日本史

昭和31年ー32年 （アサヒグラフに見る昭和の世相 11） 朝日新聞社 朝日新聞出版 2013 歴史・地理 日本史

昭和33年ー34年 （アサヒグラフに見る昭和の世相 12） 朝日新聞社 朝日新聞出版 2013 歴史・地理 日本史

昭和35年 （アサヒグラフに見る昭和の世相 13） 朝日新聞社 朝日新聞出版 2013 歴史・地理 日本史

日本中世のムラと神々 大山　喬平 岩波書店 2012 9784000242912 歴史・地理 日本史

岩波講座日本歴史 第1巻 : 原始・古代1 大津, 透 岩波書店 2013 9784000113212 歴史・地理 日本史

岩波講座日本歴史 第6巻 : 中世1 大津, 透 岩波書店 2013 9784000113267 歴史・地理 日本史

岩波講座日本歴史 第2巻 : 古代2 大津, 透 岩波書店 2014 9784000113229 歴史・地理 日本史

岩波講座日本歴史 第3巻 : 古代3 大津, 透 岩波書店 2014 9784000113236 歴史・地理 日本史

岩波講座日本歴史 第7巻 : 中世2 大津, 透 岩波書店 2014 9784000113274 歴史・地理 日本史

岩波講座日本歴史 第8巻 : 中世3 大津, 透 岩波書店 2014 9784000113281 歴史・地理 日本史

岩波講座日本歴史 第10巻 : 近世1 大津, 透 岩波書店 2014 9784000113304 歴史・地理 日本史

岩波講座日本歴史 第11巻 : 近世2 大津, 透 岩波書店 2014 9784000113311 歴史・地理 日本史

岩波講座日本歴史 第12巻 : 近世3 大津, 透 岩波書店 2014 9784000113328 歴史・地理 日本史

岩波講座日本歴史 第15巻 : 近現代1 大津, 透 岩波書店 2014 9784000113359 歴史・地理 日本史

岩波講座日本歴史 第16巻 : 近現代2 大津, 透 岩波書店 2014 9784000113366 歴史・地理 日本史

岩波講座日本歴史 第17巻 : 近現代3 大津, 透 岩波書店 2014 9784000113373 歴史・地理 日本史

岩波講座日本歴史 第20巻 : 地域論「テーマ巻1」 大津, 透 岩波書店 2014 9784000113403 歴史・地理 日本史

現代(いま)を生きる日本史 （岩波テキストブックスα） 須田　努 岩波書店 2014 9784000289146 歴史・地理 日本史
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岩波講座日本歴史 第4巻 : 古代4 大津, 透 岩波書店 2015 9784000113243 歴史・地理 日本史

岩波講座日本歴史 第5巻 : 古代5 大津, 透 岩波書店 2015 9784000113250 歴史・地理 日本史

岩波講座日本歴史 第9巻 : 中世4 大津, 透 岩波書店 2015 9784000113298 歴史・地理 日本史

岩波講座日本歴史 第13巻 : 近世4 大津, 透 岩波書店 2015 9784000113335 歴史・地理 日本史

岩波講座日本歴史 第14巻 : 近世5 大津, 透 岩波書店 2015 9784000113342 歴史・地理 日本史

岩波講座日本歴史 第18巻 : 近現代4 大津, 透 岩波書店 2015 9784000113380 歴史・地理 日本史

岩波講座日本歴史 第19巻 : 近現代5 大津, 透 岩波書店 2015 9784000113397 歴史・地理 日本史

岩波講座日本歴史 第21巻 : 史料論「テーマ巻2」 大津, 透 岩波書店 2015 9784000113410 歴史・地理 日本史

岩波講座日本歴史 第22巻 : 歴史学の現在「テーマ巻3」 李, 成市 岩波書店 2016 9784000113427 歴史・地理 日本史

律令国家と古代の社会 吉田, 孝 岩波書店 2016 9784007305375 歴史・地理 日本史

重慶大爆撃の研究 潘, 洵 岩波書店 2016 9784000611053 歴史・地理 日本史

律令国家と古代の社会 続 吉田, 孝 岩波書店 2018 9784000237352 歴史・地理 日本史

日本中世生業史論 春田, 直紀 岩波書店 2018 9784000612715 歴史・地理 日本史

近代日本の地域形成 ―歴史地理学からのアプローチ― 山根, 拓 海青社 2007 9784860992330 歴史・地理 日本史

外国人は歴代総理の談話をどう読んだのか ―英語で学ぶ近現代史― 畠山, 雄二 開拓社 2017 9784758980333 歴史・地理 日本史

日本アジア協会の研究 ―ジャパノロジーことはじめ― 楠家, 重敏 近代文藝社 1997 9784890390649 歴史・地理 日本史

神戸闇市からの復興 ―占領下にせめぎあう都市空間― 村上, しほり 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425666 歴史・地理 日本史

戦争を読む 加藤　陽子 勁草書房 2007 9784326248384 歴史・地理 日本史

文化進化の考古学 中尾, 央 勁草書房 2017 9784326248452 歴史・地理 日本史
日本近代における「国家意識」形成の諸問題とアジア ―政治思想と大衆文化―（学習院大学東洋文化研究叢書） 遠藤, 薫 勁草書房 2019 9784326603145 歴史・地理 日本史

天皇と軍隊の近代史 （けいそうブックス） 加藤, 陽子 勁草書房 2019 9784326248506 歴史・地理 日本史

図説にほんのかたちをよむ事典 形の文化会 工作舎 2011 9784875024415 歴史・地理 日本史

風と火の古代史 ―よみがえる産鉄民― 柴田弘武 彩流社 1992 9784882022206 歴史・地理 日本史

鎌倉史の謎 ―隠蔽された開幕前史― 相原, 精次 彩流社 1998 9784882025535 歴史・地理 日本史

天皇とは ―神器と王権の形成・衰退― 渡辺, 光敏 彩流社 2002 9784882027621 歴史・地理 日本史

戦前史のダイナミズム （放送大学叢書 034） 御厨, 貴 左右社 2016 9784865281545 歴史・地理 日本史

内と外からのまなざし （国際日本学とは何か?） 星野, 勉 三和書籍 2008 9784862510341 歴史・地理 日本史

日中文化の交差点 （国際日本学とは何か?） 王, 敏 三和書籍 2008 9784862510358 歴史・地理 日本史

中国人の日本観 ―相互理解のための思索と実践―（国際日本学とは何か?） 王, 敏 三和書籍 2009 9784862510594 歴史・地理 日本史

東アジアの中の日本文化 ―日中韓文化関係の諸相―（国際日本学とは何か?） 王, 敏 三和書籍 2013 9784862511553 歴史・地理 日本史

日本留学と東アジア的「知」の大循環 （国際日本学とは何か?） 王, 敏 三和書籍 2014 9784862511706 歴史・地理 日本史

日本史のおさらい （おとなの楽習 2） 山田, 淳一 自由国民社 2008 9784426103668 歴史・地理 日本史

沖縄戦を生きぬいた人びと ―揺れる想いを語り合えるまでの70年―【スマホ・読上】 吉川, 麻衣子 創元社 2017 9784422300702 歴史・地理 日本史

西洋文化の鼓動と近代京都 ―蘇った古都の開化伝―【スマホ・読上】 志村, 和次郎 大学教育出版 2011 9784864290999 歴史・地理 日本史

神戸地域学 ―神戸の魅力再発見!― 川越, 栄子 大学教育出版 2012 9784864291118 歴史・地理 日本史

沖縄 ―島人 (しまんちゅ) の歴史― ジョージ・H・カー 勉誠出版 2014 9784585220886 歴史・地理 日本史

国史 ―昭和天皇の教科書 : 原本五巻縮写合冊― 白鳥, 庫吉 勉誠出版 2015 9784585221142 歴史・地理 日本史

くらべる時代 ―昭和と平成― おかべ　たかし 東京書籍 2017 9784487810574 歴史・地理 日本史

教科書には書かれていない江戸時代 【スマホ・読上】 （※） 山本 博文 東京書籍 2018 9784487811717 歴史・地理 日本史

荘園の世界 （UP選書 114） 稲垣, 泰彦 東京大学出版会 1973 9784130060141 歴史・地理 日本史

天皇制と民衆 （UP選書 160） 後藤, 靖 東京大学出版会 1976 9784130060608 歴史・地理 日本史

現実のなかの歴史学 （UP選書 175） 黒田, 俊雄 東京大学出版会 1977 9784130060752 歴史・地理 日本史

中世奥羽の世界 （UP選書 185） 小林, 清治 東京大学出版会 1978 9784130060851 歴史・地理 日本史

日本の発掘 増補版（UP選書 222） 斎藤, 忠 東京大学出版会 1982 9784130020220 歴史・地理 日本史

日本歴史の国際環境 （UP選書 235） 西嶋, 定生 東京大学出版会 1985 9784130020350 歴史・地理 日本史
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日本・1945年の視点 （UP選書 251） 三輪, 公忠 東京大学出版会 1986 9784130020510 歴史・地理 日本史

草の根のファシズム ―日本民衆の戦争体験―（新しい世界史 7） 吉見, 義明 東京大学出版会 1987 9784130250719 歴史・地理 日本史

織豊系城郭の形成 千田, 嘉博 東京大学出版会 2000 9784130201230 歴史・地理 日本史

日本封建社会論 新装版 第2版 永原, 慶二 東京大学出版会 2001 9784130263047 歴史・地理 日本史

明治維新 新装版 （日本現代史 1） 井上, 清 東京大学出版会 2001 9784130263054 歴史・地理 日本史

日本近代史への視座 大石, 嘉一郎 東京大学出版会 2003 9784130201377 歴史・地理 日本史

沖縄と日本国家 ―国家を照射する「地域」― 山本, 英治 東京大学出版会 2004 9784130511209 歴史・地理 日本史

明治大正史 上 中村, 隆英 東京大学出版会 2015 9784130230698 歴史・地理 日本史

明治大正史 下 中村, 隆英 東京大学出版会 2015 9784130230704 歴史・地理 日本史

近世中後期の藩と幕府 荒木, 裕行 東京大学出版会 2017 9784130262460 歴史・地理 日本史

近代と現代の間 ―三谷太一郎対談集― 三谷, 太一郎 東京大学出版会 2018 9784130033497 歴史・地理 日本史

寺内正毅関係文書 1 寺内正毅関係文書研究会 東京大学出版会 2019 9784130262910 歴史・地理 日本史

近代天皇制と東京 ―儀礼空間からみた都市・建築史― 長谷川, 香 東京大学出版会 2020 9784130668613 歴史・地理 日本史

鉱毒問題と明治知識人 商, 兆琦 東京大学出版会 2020 9784130362801 歴史・地理 日本史

戦国古文書用語辞典 鈴木　正人 東京堂出版 2019 9784490109115 歴史・地理 日本史

天災と復興の日本史 外川, 淳 東洋経済新報社 2011 9784492061848 歴史・地理 日本史

日本近代のサブ・リーダー ―歴史をつくる闘い― 金原, 左門 日本経済評論社 2005 9784818817692 歴史・地理 日本史

昭和史論争を問う ―歴史を叙述することの可能性― 大門, 正克 日本経済評論社 2006 9784818818736 歴史・地理 日本史

地域文化史の調査と研究 鈴木　秀幸 日本経済評論社 2013 9784818822900 歴史・地理 日本史

関東大震災記憶の継承 ―歴史・地域・運動から現在を問う― 関東大震災90周年記念行事実行委員会 日本経済評論社 2014 9784818823426 歴史・地理 日本史

日本帝国崩壊期「引揚げ」の比較研究 ―国際関係と地域の視点から― 今泉　裕美子 日本経済評論社 2016 9784818824256 歴史・地理 日本史
それからの琉球王国 上 ―日本の戦国・織豊期と琉球中世後期―（シリーズ沖縄史を読み解く） 来間, 泰男 日本経済評論社 2016 9784818824409 歴史・地理 日本史
それからの琉球王国 下 ―日本の戦国・織豊期と琉球中世後期―（シリーズ沖縄史を読み解く） 来間, 泰男 日本経済評論社 2016 9784818824416 歴史・地理 日本史
「満洲国」における抵抗と弾圧 ―関東憲兵隊と「合作社事件」―（小樽商科大学研究叢書） 荻野, 富士夫 日本経済評論社 2017 9784818824584 歴史・地理 日本史

東北の近代と自由民権 ―「白河以北」を越えて―（東北アジア研究専書） 友田, 昌宏 日本経済評論社 2017 9784818824515 歴史・地理 日本史

埴輪と絵画の古代学 辰巳, 和弘 白水社 1992 9784560022313 歴史・地理 日本史

沖縄歴史物語 ―日本の縮図―（平凡社ライブラリー 252） 伊波, 普猷 平凡社 1998 9784582762525 歴史・地理 日本史

■明治ニュース事典　全8巻＋総索引セット 明治ニュ－ス事典編纂委員会 マイナビ出版 1986 9784895631051 歴史・地理 日本史

47都道府県・遺跡百科 石神, 裕之 丸善出版 2018 9784621302248 歴史・地理 日本史

幕末の駐日外交官・領事官 （東西交流叢書 4） 川崎, 晴朗 丸善雄松堂 1988 9784841931723 歴史・地理 日本史

踏み絵 ―外国人による踏み絵の記録―（東西交流叢書 7） 島田, 孝右 丸善雄松堂 1994 9784841931297 歴史・地理 日本史
ポルスブルック日本報告 (一八五七-一八七〇) ―オランダ領事の見た幕末事情―（東西交流叢書 8） ヘルマン・ムースハルト 丸善雄松堂 1995 9784841901542 歴史・地理 日本史

マーシャル、父の戦場 ―ある日本兵の日記をめぐる歴史実践― 大川, 史織 みずき書林 2018 9784909710048 歴史・地理 日本史

明治維新の敗者たち ―小栗上野介をめぐる記憶と歴史― マイケル・ワート みすず書房 2019 9784622088110 歴史・地理 日本史

日ソ戦争1945年8月 ―棄てられた兵士と居留民― 富田, 武 みすず書房 2020 9784622089285 歴史・地理 日本史

飛鳥の朝廷と王統譜 （歴史文化ライブラリー 122） 篠川, 賢 吉川弘文館 2001 9784642055222 歴史・地理 日本史

邪馬台国の考古学 （歴史文化ライブラリー 113） 石野, 博信 吉川弘文館 2001 9784642055130 歴史・地理 日本史

東国の南北朝動乱 ―北畠親房と国人―（歴史文化ライブラリー 131） 伊藤, 喜良 吉川弘文館 2001 9784642055314 歴史・地理 日本史

東京都の誕生 （歴史文化ライブラリー 135） 藤野, 敦 吉川弘文館 2002 9784642755351 歴史・地理 日本史

百姓一揆とその作法 （歴史文化ライブラリー 137） 保坂, 智 吉川弘文館 2002 9784642755375 歴史・地理 日本史

銭の考古学 （歴史文化ライブラリー 140） 鈴木, 公雄 吉川弘文館 2002 9784642055406 歴史・地理 日本史

藤原摂関家の誕生 ―平安時代史の扉―（歴史文化ライブラリー 141） 米田, 雄介 吉川弘文館 2002 9784642055413 歴史・地理 日本史

大和の豪族と渡来人 ―葛城・蘇我氏と大伴・物部氏―（歴史文化ライブラリー 144） 加藤, 謙吉 吉川弘文館 2002 9784642055444 歴史・地理 日本史

鉄砲と戦国合戦 （歴史文化ライブラリー 146） 宇田川, 武久 吉川弘文館 2002 9784642055468 歴史・地理 日本史

琉球と中国 ―忘れられた冊封使―（歴史文化ライブラリー 153） 原田, 禹雄 吉川弘文館 2003 9784642055536 歴史・地理 日本史
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遣唐使の見た中国 （歴史文化ライブラリー 154） 古瀬, 奈津子 吉川弘文館 2003 9784642755542 歴史・地理 日本史

モダン都市の誕生 ―大阪の街・東京の街―（歴史文化ライブラリー 156） 橋爪, 紳也 吉川弘文館 2003 9784642755566 歴史・地理 日本史

鎌倉北条氏の興亡 （歴史文化ライブラリー 159） 奥富, 敬之 吉川弘文館 2003 9784642055598 歴史・地理 日本史

関東大震災と戒厳令 （歴史文化ライブラリー 162） 松尾, 章一 吉川弘文館 2003 9784642055628 歴史・地理 日本史

浅間山大噴火 （歴史文化ライブラリー 166） 渡辺, 尚志 吉川弘文館 2003 9784642755665 歴史・地理 日本史

中世瀬戸内海の旅人たち （歴史文化ライブラリー 169） 山内, 譲 吉川弘文館 2004 9784642755696 歴史・地理 日本史

古代の蝦夷と城柵 （歴史文化ライブラリー 178） 熊谷, 公男 吉川弘文館 2004 9784642755788 歴史・地理 日本史

土一揆の時代 （歴史文化ライブラリー 181） 神田, 千里 吉川弘文館 2004 9784642055819 歴史・地理 日本史

騎兵と歩兵の中世史 （歴史文化ライブラリー 184） 近藤, 好和 吉川弘文館 2005 9784642755849 歴史・地理 日本史

明治神宮の出現 （歴史文化ライブラリー 185） 山口, 輝臣 吉川弘文館 2005 9784642055857 歴史・地理 日本史

黒船がやってきた ―幕末の情報ネットワーク―（歴史文化ライブラリー 191） 岩田, みゆき 吉川弘文館 2005 9784642755917 歴史・地理 日本史

アスファルトの下の江戸 ―住まいと暮らし―（歴史文化ライブラリー 192） 寺島, 孝一 吉川弘文館 2005 9784642755924 歴史・地理 日本史

時代劇と風俗考証 ―やさしい有職故実入門―（歴史文化ライブラリー 194） 二木, 謙一 吉川弘文館 2005 9784642055949 歴史・地理 日本史

乳母の力 ―歴史を支えた女たち―（歴史文化ライブラリー 195） 田端, 泰子 吉川弘文館 2005 9784642055956 歴史・地理 日本史

倭国と渡来人 ―交錯する「内」と「外」―（歴史文化ライブラリー 199） 田中, 史生 吉川弘文館 2005 9784642055994 歴史・地理 日本史

戦国大名の危機管理 （歴史文化ライブラリー 200） 黒田, 基樹 吉川弘文館 2005 9784642056007 歴史・地理 日本史

江戸の海外情報ネットワーク （歴史文化ライブラリー 207） 岩下, 哲典 吉川弘文館 2006 9784642056076 歴史・地理 日本史

大江戸飼い鳥草紙 ―江戸のペットブーム―（歴史文化ライブラリー 208） 細川, 博昭 吉川弘文館 2006 9784642756082 歴史・地理 日本史

江戸八百八町に骨が舞う ―人骨から解く病気と社会―（歴史文化ライブラリー 213） 谷畑, 美帆 吉川弘文館 2006 9784642056137 歴史・地理 日本史

赤穂浪士の実像 （歴史文化ライブラリー 214） 谷口, 眞子 吉川弘文館 2006 9784642056144 歴史・地理 日本史

中世武士の城 （歴史文化ライブラリー 218） 齋藤, 慎一 吉川弘文館 2006 9784642056182 歴史・地理 日本史

古代出雲 （歴史文化ライブラリー 219） 前田, 晴人 吉川弘文館 2006 9784642056199 歴史・地理 日本史
江戸時代の身分願望 ―身上 (みあが) りと上下 (うえした) 無し―（歴史文化ライブラリー 220） 深谷, 克己 吉川弘文館 2006 9784642756204 歴史・地理 日本史

声と顔の中世史 ―戦さと訴訟の場景より―（歴史文化ライブラリー 231） 蔵持, 重裕 吉川弘文館 2007 9784642756310 歴史・地理 日本史

江戸城が消えていく ―『江戸名所図会』の到達点―（歴史文化ライブラリー 239） 千葉, 正樹 吉川弘文館 2007 9784642756396 歴史・地理 日本史

中世社会の成り立ち （日本中世の歴史 1） 木村, 茂光 吉川弘文館 2009 9784642064019 歴史・地理 日本史

院政と武士の登場 （日本中世の歴史 2） 福島, 正樹 吉川弘文館 2009 9784642064026 歴史・地理 日本史

源平の内乱と公武政権 （日本中世の歴史 3） 川合, 康 吉川弘文館 2009 9784642064033 歴史・地理 日本史

元寇と南北朝の動乱 （日本中世の歴史 4） 小林, 一岳 吉川弘文館 2009 9784642064040 歴史・地理 日本史

室町の平和 （日本中世の歴史 5） 山田, 邦明 吉川弘文館 2009 9784642064057 歴史・地理 日本史

戦国大名と一揆 （日本中世の歴史 6） 池, 享 吉川弘文館 2009 9784642064064 歴史・地理 日本史

天下統一から鎖国へ （日本中世の歴史 7） 堀, 新 吉川弘文館 2010 9784642064071 歴史・地理 日本史

天下人の時代 （日本近世の歴史 1） 藤井, 譲治 吉川弘文館 2011 9784642064293 歴史・地理 日本史

関東大震災を歩く ―現代に生きる災害の記憶― 武村, 雅之 吉川弘文館 2012 9784642080750 歴史・地理 日本史

将軍権力の確立 （日本近世の歴史 2） 杣田, 善雄 吉川弘文館 2012 9784642064309 歴史・地理 日本史

綱吉と吉宗 （日本近世の歴史 3） 深井, 雅海 吉川弘文館 2012 9784642064316 歴史・地理 日本史

田沼時代 （日本近世の歴史 4） 藤田, 覚 吉川弘文館 2012 9784642064323 歴史・地理 日本史

明治維新 （日本近世の歴史 6） 青山, 忠正 吉川弘文館 2012 9784642064347 歴史・地理 日本史

昭和戦時期の海軍と政治 手嶋, 泰伸 吉川弘文館 2013 9784642038256 歴史・地理 日本史

室町幕府と地域権力 大薮, 海 吉川弘文館 2013 9784642029179 歴史・地理 日本史

倭国のなりたち （日本古代の歴史 1） 木下, 正史 吉川弘文館 2013 9784642064675 歴史・地理 日本史

飛鳥と古代国家 （日本古代の歴史 2） 篠川, 賢 吉川弘文館 2013 9784642064682 歴史・地理 日本史

奈良の都と天平文化 （日本古代の歴史 3） 西宮, 秀紀 吉川弘文館 2013 9784642064699 歴史・地理 日本史

開国前夜の世界 （日本近世の歴史 5） 横山, 伊徳 吉川弘文館 2013 9784642064330 歴史・地理 日本史

昭和史をさぐる （読みなおす日本史） 伊藤, 隆 吉川弘文館 2014 9784642065726 歴史・地理 日本史
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古代天皇への旅 ―雄略から推古まで― 和田, 萃 吉川弘文館 2014 9784642080996 歴史・地理 日本史

近世の朝廷と宗教 高埜, 利彦 吉川弘文館 2014 9784642034616 歴史・地理 日本史

日本中世の穢と秩序意識 片岡, 耕平 吉川弘文館 2014 9784642029186 歴史・地理 日本史

日本古代王権と唐物交易 皆川, 雅樹 吉川弘文館 2014 9784642046121 歴史・地理 日本史

近世日本の支配構造と藩地域 野尻, 泰弘 吉川弘文館 2014 9784642034647 歴史・地理 日本史

平安京の時代 （日本古代の歴史 4） 佐々木, 恵介 吉川弘文館 2014 9784642064705 歴史・地理 日本史

日本古代の地域と社会統合 溝口, 優樹 吉川弘文館 2015 9784642046183 歴史・地理 日本史

摂関政治と地方社会 （日本古代の歴史 5） 坂上, 康俊 吉川弘文館 2015 9784642064712 歴史・地理 日本史

飛鳥史跡事典 木下, 正史 吉川弘文館 2016 9784642082907 歴史・地理 日本史

鎌倉幕府文書行政論 佐藤, 秀成 吉川弘文館 2019 9784642029568 歴史・地理 日本史

幕末維新期の日本と世界 ―外交経験と相互認識― 友田, 昌宏 吉川弘文館 2019 9784642038836 歴史・地理 日本史

徳川家康と武田氏 ―信玄・勝頼との十四年戦争―（歴史文化ライブラリー 482） 本多, 隆成 吉川弘文館 2019 9784642058827 歴史・地理 日本史

隼人の古代史 （読みなおす日本史） 中村, 明蔵 吉川弘文館 2019 9784642071031 歴史・地理 日本史

大嘗祭と古代の祭祀 岡田, 荘司 吉川弘文館 2019 9784642083508 歴史・地理 日本史

摂政頼通 （現代語訳小右記 8） 藤原, 実資 吉川弘文館 2019 9784642018234 歴史・地理 日本史

皇位継承の中世史 ―血統をめぐる政治と内乱―（歴史文化ライブラリー 483） 佐伯, 智広 吉川弘文館 2019 9784642058834 歴史・地理 日本史

オランダ別段風説書集成 （青山学院大学総合研究所叢書） 風説書研究会 吉川弘文館 2019 9784642015837 歴史・地理 日本史

中世日本を生きる ―遍歴漂浪の人びと― 新井, 孝重 吉川弘文館 2019 9784642083515 歴史・地理 日本史

蝦夷の古代史 （読みなおす日本史） 工藤, 雅樹 吉川弘文館 2019 9784642071055 歴史・地理 日本史

特攻隊の「故郷」 ―霞ヶ浦・筑波山・北浦・鹿島灘―（歴史文化ライブラリー 485） 伊藤, 純郎 吉川弘文館 2019 9784642058858 歴史・地理 日本史

近代日本の政治と地域 原田, 敬一 吉川弘文館 2019 9784642038850 歴史・地理 日本史

海辺を行き交うお触れ書き ―浦触の語る徳川情報網―（歴史文化ライブラリー 486） 水本, 邦彦 吉川弘文館 2019 9784642058865 歴史・地理 日本史

検証奈良の古代遺跡 ―古墳・王宮の謎をさぐる― 小笠原, 好彦 吉川弘文館 2019 9784642083560 歴史・地理 日本史

古代の地域支配と渡来人 大橋, 信弥 吉川弘文館 2019 9784642046558 歴史・地理 日本史

列島の古代 （日本古代の歴史 6） 佐藤, 信 吉川弘文館 2019 9784642064729 歴史・地理 日本史

「謀反」の古代史 ―平安朝の政治改革―（歴史文化ライブラリー 487） 春名, 宏昭 吉川弘文館 2019 9784642058872 歴史・地理 日本史

鎌倉幕府の転換点 ―『吾妻鏡』を読みなおす―（読みなおす日本史） 永井, 晋 吉川弘文館 2019 9784642071086 歴史・地理 日本史

戸籍が語る古代の家族 （歴史文化ライブラリー 488） 今津, 勝紀 吉川弘文館 2019 9784642058889 歴史・地理 日本史

朝廷の戦国時代 ―武家と公家の駆け引き― 神田, 裕理 吉川弘文館 2019 9784642083607 歴史・地理 日本史

文字文化のひろがり ―東国・甲斐からよむ―（新しい古代史へ 2） 平川, 南 吉川弘文館 2019 9784642068437 歴史・地理 日本史

古瓦図鑑 [新装復刊] 石田, 茂作 吉川弘文館 2019 9784642016612 歴史・地理 日本史

食べ物の民俗考古学 ―木の実と調理道具― 名久井, 文明 吉川弘文館 2019 9784642082044 歴史・地理 日本史

生活道具の民俗考古学 ―籠・履物・木割り楔・土器― 名久井, 文明 吉川弘文館 2019 9784642082051 歴史・地理 日本史

平将門の乱を読み解く （歴史文化ライブラリー 489） 木村, 茂光 吉川弘文館 2019 9784642058896 歴史・地理 日本史

中世鎌倉のまちづくり ―災害・交通・境界― 高橋, 慎一朗 吉川弘文館 2019 9784642083614 歴史・地理 日本史

この世をば （現代語訳小右記 9） 藤原, 実資 吉川弘文館 2019 9784642018241 歴史・地理 日本史

中世足利氏の血統と権威 谷口, 雄太 吉川弘文館 2019 9784642029582 歴史・地理 日本史

縄文時代の植物利用と家屋害虫 ―圧痕法のイノベーション― 小畑, 弘己 吉川弘文館 2019 9784642093545 歴史・地理 日本史

信長と家康の軍事同盟 ―利害と戦略の二十一年―（読みなおす日本史） 谷口, 克広 吉川弘文館 2019 9784642071116 歴史・地理 日本史

城割の作法 ―一国一城への道程― 福田, 千鶴 吉川弘文館 2020 9784642034975 歴史・地理 日本史

大地の古代史 ―土地の生命力を信じた人びと―（歴史文化ライブラリー 493） 三谷, 芳幸 吉川弘文館 2020 9784642058933 歴史・地理 日本史

中世の富と権力 ―寄進する人びと―（歴史文化ライブラリー 497） 湯浅, 治久 吉川弘文館 2020 9784642058971 歴史・地理 日本史

石に刻まれた江戸時代 ―無縁・遊女・北前船―（歴史文化ライブラリー 498） 関根, 達人 吉川弘文館 2020 9784642058988 歴史・地理 日本史

卑弥呼の時代 （読みなおす日本史） 吉田, 晶 吉川弘文館 2020 9784642071154 歴史・地理 日本史

肥前名護屋城の研究 ―中世近世移行期の築城技法― 宮武, 正登 吉川弘文館 2020 9784642029605 歴史・地理 日本史
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大臣闕員騒動 （現代語訳小右記 10） 藤原, 実資 吉川弘文館 2020 9784642018258 歴史・地理 日本史

永青文庫の古文書 ―光秀・葡萄酒・熊本城― 永青文庫 吉川弘文館 2020 9784642083867 歴史・地理 日本史

享徳の乱と戦国時代 （列島の戦国史 1） 久保, 健一郎 吉川弘文館 2020 9784642068482 歴史・地理 日本史

中近世の地域と村落・寺社 深谷, 幸治 吉川弘文館 2020 9784642029636 歴史・地理 日本史

近世武家社会の形成と展開 兼平, 賢治 吉川弘文館 2020 9784642034999 歴史・地理 日本史

テーマで学ぶ日本古代史 政治・外交編 新古代史の会 吉川弘文館 2020 9784642083843 歴史・地理 日本史

テーマで学ぶ日本古代史 社会・史料編 新古代史の会 吉川弘文館 2020 9784642083850 歴史・地理 日本史

六国史以前 ―日本書紀への道のり―（歴史文化ライブラリー 502） 関根　淳 吉川弘文館 2020 9784642059022 歴史・地理 日本史

日本の開国と多摩 ―生糸・農兵・武州一揆―（歴史文化ライブラリー 503） 藤田　覚 吉川弘文館 2020 9784642059039 歴史・地理 日本史

平泉の仏教史 （平泉の文化史 2） 菅野　成寛 吉川弘文館 2020 9784642068468 歴史・地理 日本史

近世社会と壱人両名 ―身分・支配・秩序の特質と構造― 尾脇, 秀和 吉川弘文館 2020 9784642038942 歴史・地理 日本史

近世の地域行財政と明治維新 今村, 直樹 吉川弘文館 2020 9784642035002 歴史・地理 日本史

古文書が語る東北の江戸時代 ―みちのく歴史講座― 荒武, 賢一朗 吉川弘文館 2020 9784642083874 歴史・地理 日本史

検証奈良の古代仏教遺跡 ―飛鳥・白鳳寺院の造営と氏族― 小笠原, 好彦 吉川弘文館 2020 9784642083904 歴史・地理 日本史

日本中世の政治と制度 元木, 泰雄 吉川弘文館 2020 9784642029667 歴史・地理 日本史

日本古代都城の形成と王権 重見, 泰 吉川弘文館 2020 9784642046596 歴史・地理 日本史

近世の公家社会と幕府 田中, 暁龍 吉川弘文館 2020 9784642043311 歴史・地理 日本史

アフガン・対テロ戦争の研究 ―タリバンはなぜ復活したのか― 多谷　千香子 岩波書店 2016 9784000220903 歴史・地理 アジア史

白鳥庫吉全集 第一巻 日本上代史研究　上 岩波書店 歴史・地理 アジア史

白鳥庫吉全集 第二巻 日本上代史研究　下 岩波書店 歴史・地理 アジア史

白鳥庫吉全集 第三巻 朝鮮史研究 岩波書店 歴史・地理 アジア史

白鳥庫吉全集 第四巻 塞外民族史研究　上 岩波書店 歴史・地理 アジア史

白鳥庫吉全集 第五巻 塞外民族史研究　下 岩波書店 歴史・地理 アジア史

白鳥庫吉全集 第六巻 西域史研究　上 岩波書店 歴史・地理 アジア史

白鳥庫吉全集 第七巻 西域史研究　下 岩波書店 歴史・地理 アジア史

白鳥庫吉全集 第八巻 アジア史論　上 岩波書店 歴史・地理 アジア史

白鳥庫吉全集 第九巻 アジア史論　下　−付:西洋歴史− 岩波書店 歴史・地理 アジア史

白鳥庫吉全集 第十巻 雑纂他　総索引 岩波書店 歴史・地理 アジア史
アジア的空間の近代 ―知とパワーのグローバル・ヒストリー―（慶應義塾大学東アジア研究所叢書） 山本, 信人 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426632 歴史・地理 アジア史

福沢諭吉と朝鮮 ―時事新報社説を中心に― 杵淵, 信雄 彩流社 1997 9784882025603 歴史・地理 アジア史

済州島、豊栄丸遭難事件 山辺　慎吾 彩流社 1999 9784882024774 歴史・地理 アジア史

韓国伝統文化論 賈, 鍾壽 大学教育出版 2008 9784887308473 歴史・地理 アジア史

ペナン ―マラッカ海峡のコスモポリス―【スマホ・読上】 重松, 伸司 大学教育出版 2012 9784864291187 歴史・地理 アジア史

激変ミャンマーを読み解く 【スマホ・読上】 （※） 宮本　雄二 東京書籍 2012 9784487807352 歴史・地理 アジア史

東洋とは何か （UP選書 15） 仁井田, 陞 東京大学出版会 1968 9784130050159 歴史・地理 アジア史

社会と歴史 （UP選書 . 中国 ; 上 101） J.K.フェアバンク 東京大学出版会 1972 9784130060011 歴史・地理 アジア史

アメリカと中国 第2刷（UP選書 . 中国 ; 下 102） J.K.フェアバンク 東京大学出版会 1973 9784130060028 歴史・地理 アジア史

古代朝鮮文化と日本 （UP選書 215） 斎藤, 忠 東京大学出版会 1981 9784130020152 歴史・地理 アジア史

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 2000 9784130261203 歴史・地理 アジア史

中国の衝撃 溝口, 雄三 東京大学出版会 2004 9784130130226 歴史・地理 アジア史

イスラーム知の遺産 = The intellectual legacy of Islam 柳橋, 博之 東京大学出版会 2014 9784130261463 歴史・地理 アジア史

20世紀の東アジア史 田中　明彦 東京大学出版会 2020 9784130203098 歴史・地理 アジア史

匈奴 ―古代遊牧国家の興亡―新訂版（東方選書 48） 沢田, 勲 東方書店 2015 9784497215147 歴史・地理 アジア史

現代中国の起源を探る ―史料ハンドブック― 中村, 元哉 東方書店 2016 9784497216090 歴史・地理 アジア史

北朝社会における南朝文化の受容 ―外交使節と亡命者の影響― 堀内, 淳一 東方書店 2018 9784497218094 歴史・地理 アジア史
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魯迅と紹興酒 ―お酒で読み解く現代中国文化史―（東方選書 50） 藤井, 省三 東方書店 2018 9784497218193 歴史・地理 アジア史

三国志の考古学 ―出土資料からみた三国志と三国時代―（東方選書 52） 関尾, 史郎 東方書店 2019 9784497219138 歴史・地理 アジア史

資料中国史　前近代編 野口　鉄郎 白帝社 1999 9784891743406 歴史・地理 アジア史

日本語を学ぶ中国八路軍 ―我ガ軍ハ日本下士兵ヲ殺害セズ― 酒井, 順一郎 ひつじ書房 2020 9784894769397 歴史・地理 アジア史

文明史から見たトルコ革命 ―アタテュルクの知的形成― 柿﨑正樹 みすず書房 2020 9784622088851 歴史・地理 アジア史
東南アジアの歴史 ―人・物・文化の交流史―新版（有斐閣アルマ . 世界に出会う各国=地域史 Interest） 桐山, 昇 有斐閣 2019 9784641221390 歴史・地理 アジア史

抗日・排日関係史料 第1巻 ―上海商工会議所『金曜会パンフレット』― 金丸, 裕一 ゆまに書房 2005 歴史・地理 アジア史

抗日・排日関係史料 第2巻 ―上海商工会議所『金曜会パンフレット』― 金丸, 裕一 ゆまに書房 2005 歴史・地理 アジア史

抗日・排日関係史料 第3巻 ―上海商工会議所『金曜会パンフレット』― 金丸, 裕一 ゆまに書房 2005 歴史・地理 アジア史

抗日・排日関係史料 第4巻 ―上海商工会議所『金曜会パンフレット』― 金丸, 裕一 ゆまに書房 2005 歴史・地理 アジア史

抗日・排日関係史料 第5巻 ―上海商工会議所『金曜会パンフレット』― 金丸, 裕一 ゆまに書房 2005 歴史・地理 アジア史

抗日・排日関係史料 第6巻 ―上海商工会議所『金曜会パンフレット』― 金丸, 裕一 ゆまに書房 2007 歴史・地理 アジア史

抗日・排日関係史料 第7巻 ―上海商工会議所『金曜会パンフレット』― 金丸, 裕一 ゆまに書房 2007 歴史・地理 アジア史

抗日・排日関係史料 第8巻 ―上海商工会議所『金曜会パンフレット』― 金丸, 裕一 ゆまに書房 2007 歴史・地理 アジア史

抗日・排日関係史料 第9巻 ―上海商工会議所『金曜会パンフレット』― 金丸, 裕一 ゆまに書房 2007 歴史・地理 アジア史

抗日・排日関係史料 第10巻 ―上海商工会議所『金曜会パンフレット』― 金丸, 裕一 ゆまに書房 2007 歴史・地理 アジア史

抗日・排日関係史料 第11巻 ―上海商工会議所『金曜会パンフレット』― 金丸, 裕一 ゆまに書房 2007 歴史・地理 アジア史

抗日・排日関係史料 別巻 ―上海商工会議所『金曜会パンフレット』― 金丸, 裕一 ゆまに書房 2007 9784843320631 歴史・地理 アジア史

スカルノ ―インドネシア「建国の父」と日本―（歴史文化ライブラリー 117） 後藤, 乾一 吉川弘文館 2001 9784642055178 歴史・地理 アジア史

日中戦争と汪兆銘 （歴史文化ライブラリー 158） 小林, 英夫 吉川弘文館 2003 9784642055581 歴史・地理 アジア史

中国古代の社会と黄河 （早稲田大学学術叢書 1） 濱川, 栄 早稲田大学出版部 2009 9784657094025 歴史・地理 アジア史

金元時代の華北社会と科挙制度 ―もう一つの「士人層」―（早稲田大学学術叢書 14） 飯山, 知保 早稲田大学出版部 2011 9784657117069 歴史・地理 アジア史
モンゴル近現代史研究 ―1921-1924年 : 外モンゴルとソヴィエト,コミンテルン―（早稲田大学学術叢書 13） 青木, 雅浩 早稲田大学出版部 2011 9784657117052 歴史・地理 アジア史

後漢政治制度の研究 （早稲田大学学術叢書 31） 渡邉, 將智 早稲田大学出版部 2014 9784657147011 歴史・地理 アジア史

アイルランド革命1913-23 ―第一次世界大戦と二つの国家の誕生― 小関, 隆 岩波書店 2018 9784000612531 歴史・地理 西洋史

ナチズムは再来するのか? ―民主主義をめぐるヴァイマル共和国の教訓― アンドレアス・ヴィルシング 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426069 歴史・地理 西洋史

1989 上 ―ベルリンの壁崩壊後のヨーロッパをめぐる闘争― メアリー・エリス・サロッティ 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426212 歴史・地理 西洋史

1989 下 ―ベルリンの壁崩壊後のヨーロッパをめぐる闘争― メアリー・エリス・サロッティ 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426229 歴史・地理 西洋史

スターリン時代の記憶 ―ソ連解体後ロシアの歴史認識論争― 立石, 洋子 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426816 歴史・地理 西洋史

ロシア革命と東欧 （叢書東欧） 羽場　久浘子 彩流社 1990 9784882021797 歴史・地理 西洋史

スペイン原型と喪失 西沢竜生 彩流社 1991 9784882021988 歴史・地理 西洋史

ハンガリーの市場町 ―羊を通して眺めた近世の社会と文化― 戸谷, 浩 彩流社 1998 9784882025658 歴史・地理 西洋史

IRA(アイルランド共和国軍) ―アイルランドのナショナリズム―第4版増補 鈴木, 良平 彩流社 1999 9784882024613 歴史・地理 西洋史

ヒトラーはなぜユダヤ人を憎悪したか ―『わが闘争』と『アンネの日記』― 林　順治 彩流社 2014 9784779120602 歴史・地理 西洋史

衝突と共存の地中海世界 ―古代から近世まで―（放送大学叢書 051） 本村　凌二 左右社 2020 9784865282900 歴史・地理 西洋史

ロシアの世紀末 ―「銀の時代」への旅― 海野, 弘 新曜社 2017 9784788515239 歴史・地理 西洋史
近代英国社会史序説 ―歴史叙述の作法における19世紀と20世紀―（関東学園大学研究叢書 17） 伊藤, 栄晃 大学教育出版 2008 9784887308312 歴史・地理 西洋史

中世に生きる人々 （UP選書 34） アイリーン・パウア 東京大学出版会 1969 9784130050340 歴史・地理 西洋史

ヨーロッパの政治 ―歴史政治学試論― 篠原, 一 東京大学出版会 1986 9784130320214 歴史・地理 西洋史

地中海終末論の誘惑 （UP選書 273） 蓮実, 重彦 東京大学出版会 1996 9784130020732 歴史・地理 西洋史

英国社会史 上 : 新装版 増訂版 今井, 登志喜 東京大学出版会 2001 9784130263023 歴史・地理 西洋史

英国社会史 下 : 新装版 増訂版 今井, 登志喜 東京大学出版会 2001 9784130263030 歴史・地理 西洋史

西洋古代史料集 第2版 古山, 正人 東京大学出版会 2002 9784130220187 歴史・地理 西洋史

中世ヨーロッパを生きる 甚野, 尚志 東京大学出版会 2004 9784130230513 歴史・地理 西洋史

ユーゴ内戦 ―政治リーダーと民族主義― 月村, 太郎 東京大学出版会 2006 9784130301404 歴史・地理 西洋史
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New 教養としてのギリシャ・ローマ ―名門コロンビア大学で学んだリベラルアーツの真髄― 中村, 聡一 東洋経済新報社 2021 9784492062173 歴史・地理 西洋史

ペロポネソス戦争 高畠, 純夫 東洋大学出版会 2015 9784908590009 歴史・地理 西洋史
New 第三帝国を旅した人々 ―外国人旅行者が見たファシズムの勃興―【スマホ・読上】 （※） ジュリア・ボイド 白水社 2020 9784560097854 歴史・地理 西洋史

アイルランド問題とは何か ―イギリスとの闘争、そして和平へ―（丸善ライブラリー315） 鈴木, 良平 丸善出版 2000 9784621053157 歴史・地理 西洋史

ヒトラーのモデルはアメリカだった ―法システムによる「純血の追求」― ジェイムズ・Q・ウィットマン みすず書房 2018 9784622087250 歴史・地理 西洋史

アウシュヴィッツの巻物証言資料 ニコラス・チェア みすず書房 2019 9784622087038 歴史・地理 西洋史

失われた子どもたち ―第二次世界大戦後のヨーロッパの家族再建― タラ・ザーラ みすず書房 2019 9784622088684 歴史・地理 西洋史

フランスの中世社会 ―王と貴族たちの軌跡―（歴史文化ライブラリー 216） 渡辺, 節夫 吉川弘文館 2006 9784642056168 歴史・地理 西洋史

「未解」のアフリカ ―欺瞞のヨーロッパ史観― 石川, 薫 勁草書房 2018 9784326248476 歴史・地理 西洋史

解放と暴力 ―植民地支配とアフリカの現在― 小倉, 充夫 東京大学出版会 2018 9784130302104 歴史・地理 西洋史

中世エジプトの土地制度とナイル灌漑 熊倉, 和歌子 東京大学出版会 2019 9784130261609 歴史・地理 西洋史
異郷のイギリス ―南アフリカのブリティッシュ・アイデンティティ―（金沢大学人間社会研究叢書） 堀内, 隆行 丸善出版 2018 9784621303238 歴史・地理 西洋史

アメリカ史のアイロニー ラインホールド・ニーバー 聖学院大学出版会 2002 9784915832444 歴史・地理 西洋史

カナダ ―20世紀の歩み― 吉田, 健正 彩流社 1999 9784882025672 歴史・地理 西洋史

スペイン・アメリカ・キューバ・フィリピン戦争 ―マッキンリーと帝国への道― 林　義勝 彩流社 2020 9784779126635 歴史・地理 西洋史

南部 ―もう一つのアメリカ―（UP選書 184） 井出, 義光 東京大学出版会 1978 9784130060844 歴史・地理 西洋史

アメリカ20世紀史 秋元, 英一 東京大学出版会 2003 9784130220200 歴史・地理 西洋史

アメリカ文化年表 ―文化・歴史・政治・経済― 杉山, 直子 南雲堂 2018 9784523265726 歴史・地理 西洋史

天皇史年表 井筒, 清次 河出書房新社 2019 9784309227658 歴史・地理 伝記

徳富蘇峰とアメリカ （拓殖大学研究叢書 . 社会科学 36） 澤田, 次郎 慶應義塾大学出版会 2011 9784766418064 歴史・地理 伝記

黒い雨に撃たれて 上 ―二つの祖国を生きた日系人家族の物語― パメラ・ロトナー・サカモト 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426854 歴史・地理 伝記

黒い雨に撃たれて 下 ―二つの祖国を生きた日系人家族の物語― パメラ・ロトナー・サカモト 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426861 歴史・地理 伝記

漂泊のアーレント戦場のヨナス ―ふたりの二〇世紀ふたつの旅路― 戸谷, 洋志 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426786 歴史・地理 伝記

フランシス・クリック ―遺伝暗号を発見した男― マット・リドレー 勁草書房 2015 9784326750559 歴史・地理 伝記
New ダーウィンが愛した犬たち ―進化論を支えた陰の主役― エマ・タウンゼンド 勁草書房 2020 9784326750573 歴史・地理 伝記 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

数学思想の未来史グロタンディーク巡礼 山下, 純一 現代数学社 2015 9784768704448 歴史・地理 伝記

イフンケ「子守歌」あるアイヌの死 イフンケの会 彩流社 1991 9784882021957 歴史・地理 伝記

ケネディ兄弟の光と影 土田宏 彩流社 1992 9784882022190 歴史・地理 伝記

銀のしずく「思いのまま」 ―知里幸恵の遺稿より―改訂版 富樫, 利一 彩流社 2002 9784882027744 歴史・地理 伝記

幕末の偉人伝 （おとなの楽習 . 偉人伝） 山田, 淳一 自由国民社 2010 9784426110802 歴史・地理 伝記

姓氏家系歴史伝説大事典 志村, 有弘 勉誠出版 2003 9784585060420 歴史・地理 伝記

昭和天皇の戦い ―昭和二十年一月〜昭和二十六年四月― 加瀬, 英明 勉誠出版 2015 9784585221166 歴史・地理 伝記

福沢諭吉 ―思想と政治との関連―（UP選書 58） 遠山, 茂樹 東京大学出版会 1970 9784130050586 歴史・地理 伝記

私の歩んできた道 （UP選書 144） 矢内原, 忠雄 東京大学出版会 1975 9784130060448 歴史・地理 伝記

河上肇 （UP選書 165） 古田, 光 東京大学出版会 1976 9784130060653 歴史・地理 伝記

片山潜 （UP選書 171） 隅谷, 三喜男 東京大学出版会 1977 9784130060714 歴史・地理 伝記

柳宗悦 ―時代と思想― 中見, 真理 東京大学出版会 2003 9784130100915 歴史・地理 伝記

安達峰一郎 ―日本の外交官から世界の裁判官へ― 柳原, 正治 東京大学出版会 2017 9784130362597 歴史・地理 伝記

ガーンディーの性とナショナリズム ―「真理の実験」としての独立運動― 間, 永次郎 東京大学出版会 2019 9784130561198 歴史・地理 伝記

三木武夫研究 小西　徳應 日本経済評論社 2011 9784818821781 歴史・地理 伝記

歴史家服部之總 ―日記・書翰・回想で辿る軌跡― 松尾, 章一 日本経済評論社 2016 9784818824430 歴史・地理 伝記

ジャンヌ・ダルク処刑裁判 新装復刊 高山, 一彦 白水社 2015 9784560084397 歴史・地理 伝記
New 歴史学の慰め ―アンナ・コムネナの生涯と作品―【スマホ・読上】 （※） 井上, 浩一 白水社 2020 9784560097762 歴史・地理 伝記

福沢諭吉 ―その重層的人間観と人間愛―（丸善ライブラリ－ 48） 桑原三郎 丸善出版 1992 9784621050484 歴史・地理 伝記

トマス・クックの肖像 ―社会改良と近代ツーリズムの父―（丸善ブックス） 蛭川　久康 丸善出版 1998 9784621060704 歴史・地理 伝記
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青木周蔵 ―渡独前の修学歴―（広島修道大学学術選書 71） 森川, 潤 丸善出版 2018 9784621303030 歴史・地理 伝記

アーネスト・サトウの読書ノート ―イギリス外交官の見た明治維新の舞台裏― 楠家, 重敏 丸善雄松堂 2009 9784841905281 歴史・地理 伝記

キッチンの悪魔 ―三つ星を越えた男― マルコ・ピエール・ホワイト みすず書房 2019 9784622088561 歴史・地理 伝記

ランスへの帰郷 ディディエ・エリボン みすず書房 2020 9784622088974 歴史・地理 伝記

ゲーデルの悪霊たち ―論理学と狂気― ピエール・カスー=ノゲス みすず書房 2020 9784622089162 歴史・地理 伝記

九津見房子、声だけを残し 斎藤, 恵子 みすず書房 2020 9784622089254 歴史・地理 伝記

秦の始皇帝 ―伝説と史実のはざま―（歴史文化ライブラリー 132） 鶴間, 和幸 吉川弘文館 2001 9784642755320 歴史・地理 伝記

地獄を二度も見た天皇光厳院 （歴史文化ライブラリー 147） 飯倉, 晴武 吉川弘文館 2002 9784642055475 歴史・地理 伝記

武田信玄を歩く ―歴史の旅―（歴史文化ライブラリー 160） 秋山, 敬 吉川弘文館 2003 9784642055604 歴史・地理 伝記
書物に魅せられた英国人 ―フランク・ホーレーと日本文化―（歴史文化ライブラリー 163） 横山, 学 吉川弘文館 2003 9784642755634 歴史・地理 伝記

武田信玄像の謎 （歴史文化ライブラリー 206） 藤本, 正行 吉川弘文館 2006 9784642756068 歴史・地理 伝記

苗字と名前の歴史 （歴史文化ライブラリー 211） 坂田, 聡 吉川弘文館 2006 9784642056113 歴史・地理 伝記

読みにくい名前はなぜ増えたか （歴史文化ライブラリー 236） 佐藤, 稔 吉川弘文館 2007 9784642756365 歴史・地理 伝記

姓氏・家紋・花押 （読みなおす日本史） 荻野, 三七彦 吉川弘文館 2014 9784642065818 歴史・地理 伝記

朝河貫一と人文学の形成 海老澤, 衷 吉川弘文館 2019 9784642029575 歴史・地理 伝記

ロイヤルスタイル英国王室ファッション史 中野, 香織 吉川弘文館 2019 9784642083553 歴史・地理 伝記

池田綱政 ―元禄時代を生きた岡山藩主― 倉地, 克直 吉川弘文館 2019 9784642083591 歴史・地理 伝記

徳川家康公傳 [新装復刊] 中村, 孝也 吉川弘文館 2019 9784642732147 歴史・地理 伝記

徳川家光公傳 [新装復刊] 広野, 三郎 吉川弘文館 2019 9784642732154 歴史・地理 伝記

徳川吉宗公傳 [新装復刊] 辻, 達也 吉川弘文館 2019 9784642732161 歴史・地理 伝記

明智光秀の生涯 （歴史文化ライブラリー 490） 諏訪, 勝則 吉川弘文館 2019 9784642058902 歴史・地理 伝記
戦国大名毛利家の英才教育 ―元就・隆元・輝元と妻たち―（歴史文化ライブラリー 492） 五條, 小枝子 吉川弘文館 2020 9784642058926 歴史・地理 伝記

「王」と呼ばれた皇族 ―古代・中世皇統の末流― 赤坂, 恒明 吉川弘文館 2020 9784642083690 歴史・地理 伝記

伊達政宗の素顔 ―筆まめ戦国大名の生涯―（読みなおす日本史） 佐藤, 憲一 吉川弘文館 2020 9784642071192 歴史・地理 伝記

近現代の皇室観と消費社会 右田, 裕規 吉川弘文館 2020 9784642038973 歴史・地理 伝記

朝河貫一論 ―その学問形成と実践―（早稲田大学学術叢書 7） 山内, 晴子 早稲田大学出版部 2010 9784657102119 歴史・地理 伝記

グローバリゼーション ―縮小する世界―（シリーズ地誌トピックス 1） 矢ケ﨑, 典隆 朝倉書店 2018 9784254168815 歴史・地理 地理

ローカリゼーション ―地域へのこだわり―（シリーズ地誌トピックス 2） 矢ケ﨑, 典隆 朝倉書店 2018 9784254168822 歴史・地理 地理

■世界地名大事典　全9巻セット 朝倉書店 歴史・地理 地理

地図で読み解く日本の地域変貌 平岡, 昭利 海青社 2008 9784860992415 歴史・地理 地理

離島研究 6 須山, 聡 海青社 2018 9784860993344 歴史・地理 地理

読みたくなる「地図」 国土編 ―日本の国土はどう変わったか― 平岡, 昭利 海青社 2019 9784860993467 歴史・地理 地理

朽木谷の自然と社会の変容 水野, 一晴 海青社 2019 9784860993320 歴史・地理 地理

汽車とレコード 速水, 融 慶應義塾大学出版会 2010 9784766417562 歴史・地理 地理

三省堂日本山名事典  改訂版 徳久, 球雄 三省堂 2011 9784385154282 歴史・地理 地理

英語で読む外国人がほんとに知りたい日本の文化と歴史 ロックリー トーマス 東京書籍 2019 9784487812882 歴史・地理 地理
New 地中海都市 ―人と都市のコミュニケーション― 竹中, 克行 東京大学出版会 2021 9784130265003 歴史・地理 地理 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

日本奥地紀行 （平凡社ライブラリー 329） イサベラ・バード 平凡社 2000 9784582763294 歴史・地理 地理

地域の持続可能性 ―下関からの発信― 難波, 利光 学文社 2017 9784762027161 歴史・地理 地理

現代イギリス読本 川成, 洋 丸善出版 2012 9784621085707 歴史・地理 地理

人文地理学事典 人文地理学会 丸善出版 2013 9784621086872 歴史・地理 地理

47都道府県・地名由来百科 谷川, 彰英 丸善出版 2015 9784621087619 歴史・地理 地理

アメリカ文化事典 アメリカ学会 丸善出版 2018 9784621302149 歴史・地理 地理

東南アジア文化事典 信田　敏宏 丸善出版 2019 9784621303900 歴史・地理 地理

横浜ものがたり ―アメリカ女性が見た大正期の日本―（東西交流叢書 9） セオダテ・ジョフリー 丸善雄松堂 1998 9784841902518 歴史・地理 地理
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馬を買いに来た男 ―イギリス陸軍将校の幕末日本日記―（東西交流叢書 13） E.B. ド・フォンブランク 丸善雄松堂 2010 9784841905496 歴史・地理 地理

西洋旅案内 . 海外出稼案内 [復刻版]（近代欧米渡航案内記集成 1） 福沢, 諭吉 ゆまに書房 2000 9784843301241 歴史・地理 地理
青年之渡米 : 最近視察 : 苦学者の天国 . 海外苦学案内 [復刻版]（近代欧米渡航案内記集成 2） 吉村, 大次郎 ゆまに書房 2000 9784843301258 歴史・地理 地理

布哇渡航案内 : 最新正確 . 最近渡米策 [復刻版]（近代欧米渡航案内記集成 3） 木村, 芳五郎 ゆまに書房 2000 9784843301265 歴史・地理 地理

最近渡米案内 . 渡米の秘訣 [復刻版]（近代欧米渡航案内記集成 4） 山根, 吾一 ゆまに書房 2000 9784843301272 歴史・地理 地理

海外渡航案内 : 立身致富 [復刻版]（近代欧米渡航案内記集成 5） 朝報社 ゆまに書房 2000 9784843301289 歴史・地理 地理

米国旅行案内 [復刻版]（近代欧米渡航案内記集成 6） 上村, 知清 ゆまに書房 2000 9784843301296 歴史・地理 地理

欧米視察案内 [復刻版]（近代欧米渡航案内記集成 7） 林, 富平 ゆまに書房 2000 9784843301302 歴史・地理 地理

欧州旅行案内 [復刻版]（近代欧米渡航案内記集成 8） 上村, 知清 ゆまに書房 2000 9784843301319 歴史・地理 地理

千五百円三ヶ月間欧米見物案内 [復刻版]（近代欧米渡航案内記集成 9） 瀧本, 二郎 ゆまに書房 2000 9784843301326 歴史・地理 地理

米国旅行案内 [復刻版]（近代欧米渡航案内記集成 10） 瀧本, 二郎 ゆまに書房 2000 9784843301333 歴史・地理 地理

欧米大学生活 [復刻版]（近代欧米渡航案内記集成 11） 馬郡, 健次郎 ゆまに書房 2000 9784843301340 歴史・地理 地理

欧羅巴案内 [復刻版]（近代欧米渡航案内記集成 12） 馬郡, 健次郎 ゆまに書房 2000 9784843301357 歴史・地理 地理

江戸の地図屋さん ―販売競争の舞台裏―（歴史文化ライブラリー 168） 俵, 元昭 吉川弘文館 2003 9784642055680 歴史・地理 地理
霞ヶ浦の環境と水辺の暮らし ―パートナーシップ的発展論の可能性―（早稲田大学学術叢書 6） 鳥越, 皓之 早稲田大学出版部 2010 9784657102102 歴史・地理 地理

ウェールズを知るための60章 （エリア・スタディーズ 175） 吉賀, 憲夫 明石書店 2019 9784750348650 社会科学 社会

リスク学とは何か 新装増補（リスク学入門 1） 橘木, 俊詔 岩波書店 2013 9784000284769 社会科学 社会

経済からみたリスク 新装増補（リスク学入門 2） 橘木, 俊詔 岩波書店 2013 9784000284776 社会科学 社会

法律からみたリスク 新装増補（リスク学入門 3） 長谷部, 恭男 岩波書店 2013 9784000284783 社会科学 社会

社会生活からみたリスク 新装増補（リスク学入門 4） 今田, 高俊 岩波書店 2013 9784000284790 社会科学 社会

科学技術からみたリスク 新装増補（リスク学入門 5） 益永, 茂樹 岩波書店 2013 9784000284806 社会科学 社会
New リスク大全 ―予測不可能な時代に先手を打つ―（できるビジネス） 深津, 嘉成 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2021 9784295011576 社会科学 社会

政策情報論 佐藤, 慶一 共立出版 2019 9784320096479 社会科学 社会

制度とは何か ―社会科学のための制度論― フランチェスコ・グァラ 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425659 社会科学 社会
New 「ネオ・チャイナリスク」研究 ―ヘゲモニーなき世界の支配構造―【スマホ・読上】 （※） 柯, 隆 慶應義塾大学出版会 2021 9784766427479 社会科学 社会

ナラティヴ・アプローチ 野口, 裕二 勁草書房 2009 9784326653409 社会科学 社会

自由論の討議空間 ―フランス・リベラリズムの系譜― 三浦　信孝 勁草書房 2010 9784326351503 社会科学 社会

政策・合意形成入門 倉阪, 秀史 勁草書房 2012 9784326302123 社会科学 社会

民主主義の「危機」 ―国際比較調査からみる市民意識― 田辺, 俊介 勁草書房 2014 9784326653904 社会科学 社会
民主主義と市場の新しい見方 増補版（公共哲学とはなんだろう = What is public philosophy? [正]） 桂木, 隆夫 勁草書房 2016 9784326154425 社会科学 社会

ヤナマール ―セネガルの民衆が立ち上がるとき― ヴュー・サヴァネ 勁草書房 2017 9784326654017 社会科学 社会

フィラデルフィアの精神 ―グローバル市場に立ち向かう社会正義― アラン・シュピオ 勁草書房 2019 9784326451166 社会科学 社会
New ナッジ・行動インサイトガイドブック ―エビデンスを踏まえた公共政策― （※） 白岩　祐子 勁草書房 2021 9784326504800 社会科学 社会

連合赤軍27年目の証言 植垣, 康博 彩流社 2001 9784882026976 社会科学 社会

不寛容という不安 真鍋 厚 彩流社 2017 9784779123931 社会科学 社会

語り継ぐ戦後思想史 ―体験と対話から― 清水　多吉 彩流社 2019 9784779125560 社会科学 社会

アンダルシアの都市と田園 陣内, 秀信 鹿島出版会 2013 9784306045835 社会科学 社会

二十一世紀を生きる君に ―憲法教師から若者に送る手紙― 作間　忠雄 信山社出版 1999 9784797251456 社会科学 社会

誰が何を論じているのか ―現代日本の思想と状況― 小熊, 英二 新曜社 2017 9784788515314 社会科学 社会

アクションリサーチ・イン・アクション ―共同当事者・時間・データ― 矢守, 克也 新曜社 2018 9784788515567 社会科学 社会

日本の社会と文化 （社会学ベーシックス 10） 井上, 俊 世界思想社教学社 2010 9784790714866 社会科学 社会
参加型アクションリサーチ<CBPR>の理論と実践 ―社会変革のための研究方法論―【スマホ・読上】（関西学院大学研究叢書） 武田　丈 世界思想社教学社 2015 9784790716587 社会科学 社会
ジェインズヴィルの悲劇 ―ゼネラルモーターズ倒産と企業城下町の崩壊―【スマホ・読上】 エイミー・ゴールドスタイン 創元社 2019 9784422360102 社会科学 社会

現代中国の社会とくらし 姜, 波 大学教育出版 2010 9784887309548 社会科学 社会

国際地域研究 1 北海道教育大学函館校国際地域研究編集委員会 大学教育出版 2019 9784866920061 社会科学 社会
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New 国際地域研究 3 北海道教育大学函館校　国際地域研究編集委員会 大学教育出版 2021 9784866921105 社会科学 社会

文化と国家 上 （UP選書 13） 南原, 繁 東京大学出版会 1968 9784130050135 社会科学 社会

文化と国家 下 （UP選書 14） 南原, 繁 東京大学出版会 1968 9784130050142 社会科学 社会

日本の社会思想 ―近代化とキリスト教―（UP選書 18） 隅谷, 三喜男 東京大学出版会 1968 9784130050180 社会科学 社会

歴史をつくるもの （UP選書 31） 南原, 繁 東京大学出版会 1969 9784130050319 社会科学 社会

私のポーランド （UP選書 45） 阪本, 楠彦 東京大学出版会 1970 9784130050456 社会科学 社会

文明の考現学 ―「原日本」を求めて―（UP選書 87） 神島, 二郎 東京大学出版会 1971 9784130050876 社会科学 社会

メヒコと日本人 ―第三世界で考える―（UP選書 113） 石田, 雄 東京大学出版会 1973 9784130060134 社会科学 社会

日本のゆくえ （UP選書 143） 矢内原, 忠雄 東京大学出版会 1975 9784130060431 社会科学 社会

レーニンとスターリン ―社会科学における―（UP選書 151） 渡辺, 寛 東京大学出版会 1976 9784130060516 社会科学 社会

社会科学の論理 （UP選書 199） 柴垣, 和夫 東京大学出版会 1979 9784130060998 社会科学 社会

「きめ方」の論理 ―社会的決定理論への招待― 佐伯, 胖 東京大学出版会 1980 9784130430173 社会科学 社会

日本社会思想の座標軸 （UP選書 231） 隅谷, 三喜男 東京大学出版会 1983 9784130020312 社会科学 社会

和風と洋式 （UP選書 252） 京極, 純一 東京大学出版会 1987 9784130020527 社会科学 社会

日本産業社会の転機 （UP選書 259） 富永, 健一 東京大学出版会 1988 9784130020596 社会科学 社会

ヨーロッパ社会思想史 = A history of European social thought 山脇, 直司 東京大学出版会 1992 9784130120517 社会科学 社会

日本イメージの交錯 ―アジア太平洋のトポス―（UP選書 275） 山内, 昌之 東京大学出版会 1997 9784130020756 社会科学 社会

概説日本の公共政策 新藤, 宗幸 東京大学出版会 2004 9784130322065 社会科学 社会

外交と国際秩序 （超大国・中国のゆくえ 2） 青山, 瑠妙 東京大学出版会 2015 9784130342926 社会科学 社会

共産党とガバナンス （超大国・中国のゆくえ 3） 菱田, 雅晴 東京大学出版会 2016 9784130342933 社会科学 社会

勃興する「民」 （超大国・中国のゆくえ 5） 新保, 敦子 東京大学出版会 2016 9784130342957 社会科学 社会

越境する理論のゆくえ （ガバナンスを問い直す 1） 東京大学社会科学研究所 東京大学出版会 2016 9784130302074 社会科学 社会

市場・社会の変容と改革政治 （ガバナンスを問い直す 2） 東京大学社会科学研究所 東京大学出版会 2016 9784130302081 社会科学 社会

地域の危機・釜石の対応 ―多層化する構造― 東京大学社会科学研究所 東京大学出版会 2020 9784130302173 社会科学 社会

概説日本の公共政策 第2版 新藤, 宗幸 東京大学出版会 2020 9784130322294 社会科学 社会
New これからのインド ―変貌する現代世界とモディ政権― 堀本, 武功 東京大学出版会 2021 9784130330824 社会科学 社会 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

国際未来社会を中国から考える 遊佐, 昇 東方書店 2018 9784497218032 社会科学 社会

中東・エネルギー・地政学 ―全体知への体験的接近― 寺島, 実郎 東洋経済新報社 2016 9784492444313 社会科学 社会
The last girl ―イスラム国に囚われ、闘い続ける女性の物語―【スマホ・読上】（Toyokan books） ナディア・ムラド 東洋館出版社 2018 9784491036175 社会科学 社会

2020年に挑む中国 ―超大国のゆくえ― 厳, 善平 文眞堂 2016 9784830949098 社会科学 社会
New カンボジア研究 ―その自然・文化・社会・政治・経済― 藁谷, 哲也 文眞堂 2019 9784830950445 社会科学 社会

新自由主義的グローバル化と東アジア ―連携と反発の動態分析―（立命館大学人文科学研究所研究叢書 第20輯） 中谷, 義和 法律文化社 2016 9784589037992 社会科学 社会

ドイツ統一から探るヨーロッパのゆくえ 天理大学EU研究会 法律文化社 2016 9784589038074 社会科学 社会

「スコットランド問題」の考察 ―憲法と政治から― 倉持, 孝司 法律文化社 2018 9784589039392 社会科学 社会

アメリカ生活Ａ　ｔｏ　Ｚ （丸善ライブラリ－ 163） 五月女光弘 丸善出版 1995 9784621051634 社会科学 社会

社会思想史事典 社会思想史学会 丸善出版 2019 9784621303412 社会科学 社会
New デンマーク文化読本 : 日本との文化交流史から読み解く 長嶋要一 丸善出版 202000 9784621305591 社会科学 社会

その手があったか!ニッポンの「たたき台」 フォーラム21・梅下村塾「あるべき、この国のかたち」を考える会 丸善プラネット 2013 9784863451827 社会科学 社会

ガザに地下鉄が走る日 岡, 真理 みすず書房 2018 9784622087472 社会科学 社会

専門知は、もういらないのか ―無知礼賛と民主主義― トム・ニコルズ みすず書房 2019 9784622088165 社会科学 社会

公共政策学の基礎 新版（有斐閣ブックス [106]） 秋吉, 貴雄 有斐閣 2015 9784641184282 社会科学 社会

大人のための社会科 ―未来を語るために― 井手, 英策 有斐閣 2017 9784641149205 社会科学 社会
New 公共政策学の基礎 第3版（有斐閣ブックス 106） （※） 秋吉, 貴雄 有斐閣 2020 9784641184497 社会科学 社会

アジア冷戦に挑んだ平和運動 ―タイ共産党の統一戦線活動と大衆参加―（早稲田大学学術叢書 29） 高橋, 勝幸 早稲田大学出版部 2014 9784657137067 社会科学 社会

世界はなぜ争うのか ―国家・宗教・民族と倫理をめぐって― 福田, 康夫 朝倉書店 2016 9784254500226 社会科学 政治･行政
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オバマ「核なき世界」演説 = Barack Obama: building a peaceful world  【音声付】（ことばの力永久保存版） バラク・オバマ 朝日出版社 2009 9784255004884 社会科学 政治･行政

中国との距離に悩む周縁 （アジア研究所叢書 30） 遊川, 和郎 亜細亜大学アジア研究所 2016 9784900521315 社会科学 政治･行政

揺れる国際秩序とアジア （アジア研究所叢書 32） 昇, 亜美子 亜細亜大学アジア研究所 2018 9784900521353 社会科学 政治･行政

中東・北アフリカの体制崩壊と民主化 ―MENA市民革命のゆくえ― 福富　満久 岩波書店 2011 9784000238717 社会科学 政治･行政

東南アジアから見た近現代日本 ―「南進」・占領・脱植民地化をめぐる歴史認識― 後藤, 乾一 岩波書店 2012 9784000258425 社会科学 政治･行政

西洋政治思想史 ―視座と論点―（岩波テキストブックス） 川出, 良枝 岩波書店 2012 9784000289078 社会科学 政治･行政

冷戦構造の変容と日本の対中外交 ―二つの秩序観1960-1972― 神田　豊隆 岩波書店 2012 9784000256599 社会科学 政治･行政

二院制議会の比較政治学 ―上院の役割を中心に― 岩崎　美紀子 岩波書店 2013 9784000242974 社会科学 政治･行政

日本外交史講義 新版（岩波テキストブックス） 井上, 寿一 岩波書店 2014 9784000289115 社会科学 政治･行政

トマス・アクィナスの政治思想 柴田　平三郎 岩波書店 2014 9784000259477 社会科学 政治･行政

日本の国家主義 ―「国体」思想の形成― 尾藤　正英 岩波書店 2014 9784000259811 社会科学 政治･行政

国際平和論 （岩波テキストブックス） 福富　満久 岩波書店 2014 9784000289122 社会科学 政治･行政

西洋政治思想史講義 ―精神史的考察― 小野, 紀明 岩波書店 2015 9784000610179 社会科学 政治･行政

冷戦と「アメリカの世紀」 ―アジアにおける「非公式帝国」の秩序形成― 菅, 英輝 岩波書店 2016 9784000256674 社会科学 政治･行政

南原繁の思想世界 ―原理・時代・遺産― 加藤　節 岩波書店 2016 9784000241748 社会科学 政治･行政

保守の比較政治学 ―欧州・日本の保守政党とポピュリズム― 水島　治郎 岩波書店 2016 9784000247931 社会科学 政治･行政

日中平和友好条約交渉と鄧小平来日 （外交証言録） 田島, 高志 岩波書店 2018 9784000612838 社会科学 政治･行政

地方創生を超えて ―これからの地域政策― 小磯, 修二 岩波書店 2018 9784000238953 社会科学 政治･行政

琉球奪われた骨 ―遺骨に刻まれた植民地主義― 松島, 泰勝 岩波書店 2018 9784000255790 社会科学 政治･行政

現代中国外交 毛里, 和子 岩波書店 2018 9784000613057 社会科学 政治･行政

米軍基地権と日米密約 ―奄美・小笠原・沖縄返還を通して― 信夫, 隆司 岩波書店 2019 9784000247269 社会科学 政治･行政

科学捜査ケースファイル ―難事件はいかにして解決されたか― ヴァル・マクダーミド 化学同人 2017 9784759819342 社会科学 政治･行政

未来を拓く地域づくり ―楽しく実践する12のヒント― 福島, 明美 かもがわ出版 2014 9784780306842 社会科学 政治･行政
ベネディクト・アンダーソン奈良女子大学講義 ―付討議記録「想像の共同体」論の受容と射程―（奈良女子大学文学部「まほろば」叢書） ベネディクト・アンダーソン かもがわ出版 2014 9784780306910 社会科学 政治･行政

核兵器ではなく花をください ―エピソードで綴る日米の交流と戦争の両面史― 菅野, 光公 かもがわ出版 2018 9784780309713 社会科学 政治･行政

核兵器禁止条約を使いこなす 安斎, 育郎 かもがわ出版 2018 9784780309737 社会科学 政治･行政
New 西ヨーロッパ・キリスト教民主主義の研究 土倉 莞爾 関西大学出版部 2021 9784873547343 社会科学 政治･行政

犯罪捜査のためのテキストマイニング ―文章の指紋を探り, サイバー犯罪に挑む計量的文体分析の手法― 財津, 亘 共立出版 2019 9784320124424 社会科学 政治･行政

わたしはデモクラシーを信じる A. D. Lindsay 聖学院大学出版会 2001 9784915832369 社会科学 政治･行政

公益とまちづくり文化 ―「公益の故郷」山形から― 小松, 隆二 慶應義塾大学出版会 2003 9784766409925 社会科学 政治･行政
名誉としての議席 ―近世イングランドの議会と統治構造 = Representation for reputation : parliament and political society in Elizabethan England― 仲丸, 英起 慶應義塾大学出版会 2011 9784766418330 社会科学 政治･行政

中国共産党の支配と権力 ―党と新興の社会経済エリート― 鈴木, 隆 慶應義塾大学出版会 2012 9784766419511 社会科学 政治･行政

自治体ICTネットワーキング ―3.11後の災害対応・情報発信・教育・地域活性化― 櫻井, 美穂子 慶應義塾大学出版会 2012 9784766419955 社会科学 政治･行政

イギリスの対独「宥和」 ―一九二四-一九三〇年 : ヨーロッパ国際秩序の再編― 藤山, 一樹 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425956 社会科学 政治･行政
ブラジル黒人運動とアフリカ ―ブラック・ディアスポラが父祖の地に向けてきたまなざし― 矢澤, 達宏 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425963 社会科学 政治･行政

国家公務員の中途採用 ―日英韓の人的資源管理システム― 小田, 勇樹 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426328 社会科学 政治･行政

功利とデモクラシー ―ジェレミー・ベンサムの政治思想― フィリップ・スコフィールド 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426427 社会科学 政治･行政

入門講義安全保障論 宮岡, 勲 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426793 社会科学 政治･行政

市民の義務としての<反乱> ―イギリス政治思想史におけるシティズンシップ論の系譜― 梅澤 佑介 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426823 社会科学 政治･行政

テロリズムとは何か ―「恐怖」を読み解くリテラシー― 小林, 良樹 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426809 社会科学 政治･行政

日本は「右傾化」したのか 小熊, 英二 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426946 社会科学 政治･行政

新興大国インドの行動原理 ―独自リアリズム外交のゆくえ― 伊藤, 融 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426953 社会科学 政治･行政

〈トルコ国民〉とは何か ―民主化の矛盾とナショナル・アイデンティティー― 鈴木, 慶孝 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426960 社会科学 政治･行政

僕の大統領は黒人だった　上 タナハシ・コーツ 慶應義塾大学出版会 2020 9784766427059 社会科学 政治･行政

僕の大統領は黒人だった　下 タナハシ・コーツ 慶應義塾大学出版会 2020 9784766427066 社会科学 政治･行政
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イギリスとヨーロッパ ―孤立と統合の二百年― 細谷, 雄一 勁草書房 2009 9784326351442 社会科学 政治･行政

一にして多のヨーロッパ ―統合のゆくえを問う― 宮島, 喬 勁草書房 2010 9784326653560 社会科学 政治･行政

共通善の政治学 ―コミュニティをめぐる政治思想― 菊池, 理夫 勁草書房 2011 9784326301997 社会科学 政治･行政

地域政策学事典 増田　正 勁草書房 2011 9784326302000 社会科学 政治･行政

アジアの人権ガバナンス （アジア地域統合講座専門研究シリーズ 第1巻） 勝間　靖 勁草書房 2011 9784326546299 社会科学 政治･行政

官僚はなぜ規制したがるのか ―レッド・テープの理由と実態― ハーバート・カウフマン 勁草書房 2015 9784326302451 社会科学 政治･行政

自由放任主義の乗り越え方 ―自由と合理性を問い直す― 若松, 良樹 勁草書房 2016 9784326154418 社会科学 政治･行政

「正しい政策」がないならどうすべきか ―政策のための哲学― ジョナサン・ウルフ 勁草書房 2016 9784326154401 社会科学 政治･行政

ナショナリズムとマスメディア ―連帯と排除の相克― 津田, 正太郎 勁草書房 2016 9784326602940 社会科学 政治･行政

日本の国際関係論 ―理論の輸入と独創の間― 大矢根, 聡 勁草書房 2016 9784326302536 社会科学 政治･行政

二つの政権交代 ―政策は変わったのか― 竹中, 治堅 勁草書房 2017 9784326351701 社会科学 政治･行政

民主主義の発明 ―全体主義の限界― クロード・ルフォール 勁草書房 2017 9784326302543 社会科学 政治･行政
中国の大国外交への道のり ―国際機関への対応をめぐって―（現代中国地域研究叢書 18） 吉川, 純恵 勁草書房 2017 9784326349081 社会科学 政治･行政

個人情報保護法の現在と未来 ―世界的潮流と日本の将来像―新版 石井, 夏生利 勁草書房 2017 9784326403356 社会科学 政治･行政

米中露パワーシフトと日本 三船, 恵美 勁草書房 2017 9784326302550 社会科学 政治･行政

核兵器の拡散 ―終わりなき論争― スコット・セーガン 勁草書房 2017 9784326302574 社会科学 政治･行政

命の価値 ―規制国家に人間味を― キャス・サンスティーン 勁草書房 2017 9784326550791 社会科学 政治･行政
地方創生の総合政策論 ―“DWCM”地域の人々の幸せを高めるための仕組み、ルール、マネジメント―（淑徳大学研究叢書 33） 矢尾板　俊平 勁草書房 2017 9784326504367 社会科学 政治･行政

都市の老い ―人口の高齢化と住宅の老朽化の交錯― 齊藤, 誠 勁草書房 2018 9784326504428 社会科学 政治･行政
東アジアの新しい地域主義と市民社会 ―ヘゲモニーと規範の批判的地域主義アプローチ― 五十嵐, 誠一 勁草書房 2018 9784326302642 社会科学 政治･行政

熟議の効用、熟慮の効果 ―政治哲学を実証する― 田中, 愛治 勁草書房 2018 9784326302666 社会科学 政治･行政

シビックテック ―ICTを使って地域課題を自分たちで解決する― 稲継, 裕昭 勁草書房 2018 9784326302697 社会科学 政治･行政

冷戦史 ロバート・マクマン 勁草書房 2018 9784326351756 社会科学 政治･行政

#リパブリック ―インターネットは民主主義になにをもたらすのか― キャス・サンスティーン 勁草書房 2018 9784326351763 社会科学 政治･行政

グローバル政治経済のパズル ―ゲーム理論で読み解く― 石黒, 馨 勁草書房 2019 9784326302741 社会科学 政治･行政

大戦略論 ―国際秩序をめぐる戦いと日本― 川﨑, 剛 勁草書房 2019 9784326302727 社会科学 政治･行政

共振する国際政治学と地域研究 ―基地、紛争、秩序― 川名, 晋史 勁草書房 2019 9784326302734 社会科学 政治･行政

政治権力と行政組織 ―中央省庁の日本型制度設計― 河合, 晃一 勁草書房 2019 9784326302765 社会科学 政治･行政

政治において正しいとはどういうことか ―ポスト基礎付け主義と規範の行方― 田畑, 真一 勁草書房 2019 9784326302772 社会科学 政治･行政
地域SNSによるガバナンスの検証 ―情報通信技術を活用した住民参加―（KDDI総研叢書 8） 中野, 邦彦 勁草書房 2019 9784326302789 社会科学 政治･行政

核武装と知識人 ―内閣調査室でつくられた非核政策― 岸, 俊光 勁草書房 2019 9784326351787 社会科学 政治･行政

「核の忘却」の終わり ―核兵器復権の時代― 秋山, 信将 勁草書房 2019 9784326302802 社会科学 政治･行政

中国の領土紛争 ―武力行使と妥協の論理― テイラー・フレイヴェル 勁草書房 2019 9784326302796 社会科学 政治･行政

日本人は右傾化したのか ―データ分析で実像を読み解く― 田辺, 俊介 勁草書房 2019 9784326351794 社会科学 政治･行政

なぜ民主化が暴力を生むのか ―紛争後の平和の条件― 田中, 有佳子 勁草書房 2019 9784326302819 社会科学 政治･行政

東京事務所の政治学 ―都道府県からみた中央地方関係― 大谷, 基道 勁草書房 2019 9784326302826 社会科学 政治･行政

南部メキシコの内発的発展とNGO 補訂版 北野, 収 勁草書房 2019 9784326603237 社会科学 政治･行政

政治学 （アカデミックナビ） 田村, 哲樹 勁草書房 2020 9784326302833 社会科学 政治･行政

EUデータ保護法 石井　夏生利 勁草書房 2020 9784326403707 社会科学 政治･行政

冷戦後の東アジア秩序 ―秩序形成をめぐる各国の構想― 佐橋, 亮 勁草書房 2020 9784326302888 社会科学 政治･行政

東アジアの重層的サブリージョンと新たな地域アーキテクチャ 多賀, 秀敏 勁草書房 2020 9784326302864 社会科学 政治･行政

政策はなぜ検証できないのか ―政策評価制度の研究― 西出, 順郎 勁草書房 2020 9784326302918 社会科学 政治･行政

平和学入門 1 ―平和を理解するための思考のドリル― 多賀, 秀敏 勁草書房 2020 9784326302895 社会科学 政治･行政

戦争を理解するための思考のドリル （平和学入門 2） （※） 多賀, 秀敏 勁草書房 2020 9784326302949 社会科学 政治･行政
New 法とジャーナリズム 第4版 （※） 山田, 健太 勁草書房 2021 9784326403943 社会科学 政治･行政
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New 条件なき平等 ―私たちはみな同類だと想像し、同類になる勇気をもとう― レジャーヌ・セナック 勁草書房 2021 9784326654284 社会科学 政治･行政 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 地域研究ハンドブック ―行政からの調査協力を上手に得るためには― （※） 中野, 邦彦 勁草書房 2021 9784326603374 社会科学 政治･行政

関係の対等性と平等 （法哲学叢書 第2期2） 森, 悠一郎 弘文堂 2019 9784335300974 社会科学 政治･行政

プレステップ政治学 第3版（PRE-STEP 01） 甲斐, 信好 弘文堂 2020 9784335001512 社会科学 政治･行政

地方創生まちづくり大事典 ―地方の未来、日本の未来― 竹本, 昌史 国書刊行会 2016 9784336059758 社会科学 政治･行政

カナダと日本 ―２１世紀への架橋― ジョン・アルフレッド・シュルツ 彩流社 1991 9784882022060 社会科学 政治･行政

日韓交渉史 ―明治の新聞にみる併合の軌跡― 杵淵信雄 彩流社 1992 9784882022244 社会科学 政治･行政

朴正煕（パクチョンヒ）軍事政権の誕生 ―韓国現代史の原点― 金潤根 彩流社 1996 9784882023975 社会科学 政治･行政

アメリカ黒人と北部産業 ―戦間期における人種意識の形成― 樋口　映美 彩流社 1997 9784882024484 社会科学 政治･行政

アメリカ外交と核軍備競争の起源 ―１９４２－１９４６― 西岡　達裕 彩流社 1999 9784882024781 社会科学 政治･行政

カナダ外交政策論の研究 ―トルドー期を中心に― 櫻田, 大造 彩流社 1999 9784882025498 社会科学 政治･行政

ロシア・ソ連・ロシア ―断絶と継承の軌跡― 木村, 明生 彩流社 2000 9784882025481 社会科学 政治･行政

幻の新秩序とアジア太平洋 ―第二次世界大戦期の米中同盟の軋轢― 馬, 暁華 彩流社 2000 9784882025573 社会科学 政治･行政

「ヘイト」の時代のアメリカ史 ―人種・民族・国籍を考える― 兼子 歩 彩流社 2017 9784779122927 社会科学 政治･行政

ユダヤ世界に魅せられて 増補新版 広瀬 佳司 彩流社 2020 9784779126611 社会科学 政治･行政

政治学大図鑑 【スマホ・読上】 ポール・ケリー 三省堂 2014 9784385162263 社会科学 政治･行政

日中関係の管見と見証 ―国交正常化30年の歩み― 張, 香山 三和書籍 2002 9784916037473 社会科学 政治･行政

毛沢東と周恩来 ―中国共産党をめぐる権力闘争 : 1930年-1945年― トーマス・キャンペン 三和書籍 2004 9784916037541 社会科学 政治･行政

アジア太平洋戦争の意義 ―日米関係の基盤はいかにして成り立ったか― 杉田, 米行 三和書籍 2005 9784916037916 社会科学 政治･行政

地政学と国際戦略 ―新しい安全保障の枠組みに向けて― 浦野, 起央 三和書籍 2006 9784862510044 社会科学 政治･行政

中国の公共外交 ―「総・外交官」時代― 趙, 啓正 三和書籍 2011 9784862511225 社会科学 政治･行政

ネヴィルの共和主義的政体思想研究 ―その『プラトン再生』を中心に― 倉島, 隆 三和書籍 2011 9784862511089 社会科学 政治･行政

政策過程の理論分析 岩崎, 正洋 三和書籍 2012 9784862511348 社会科学 政治･行政

日本の国境 ―分析・資料・文献― 浦野, 起央 三和書籍 2013 9784862511522 社会科学 政治･行政

地図と年表で見る日本の領土問題 ―ビジュアル版― 浦野, 起央 三和書籍 2014 9784862511591 社会科学 政治･行政

南シナ海の領土問題 ―分析・資料・文献― 浦野, 起央 三和書籍 2015 9784862511737 社会科学 政治･行政

朝鮮の領土 ―分析・資料・文献― 浦野, 起央 三和書籍 2016 9784862512024 社会科学 政治･行政

「一強多弱」政党制の分析 ―得票の動きからみる過去・現在― 久保谷, 政義 三和書籍 2016 9784862511928 社会科学 政治･行政

日本の国際認識 ―地域研究250年 : 認識・論争・成果年譜― 浦野, 起央 三和書籍 2018 9784862513151 社会科学 政治･行政

新編現代政治過程 秋山, 和宏 三和書籍 2018 9784862513175 社会科学 政治･行政

自分がされたくないことは人にもしない ―グローバル公共倫理―（平和の実践叢書 1） 王, 敏 三和書籍 2019 9784862513724 社会科学 政治･行政

風土と市民とまちづくり ―ちいさなマチ逗子のものがたり― 長島, 孝一 鹿島出版会 2016 9784306073227 社会科学 政治･行政

個人情報保護法 第3版 岡村　久道 商事法務 2017 9784785725341 社会科学 政治･行政

完全対応新個人情報保護法 ―Q&Aと書式例― 第二東京弁護士会情報公開・個人情報保護委員会 新日本法規出版 2017 9784788282308 社会科学 政治･行政
政治広告の研究 ―アピール戦略と受容過程 = The content and reception of political advertising in Japan― 李, 津娥 新曜社 2011 9784788512238 社会科学 政治･行政

政治・権力・公共性 （社会学ベーシックス 9） 井上, 俊 世界思想社教学社 2011 9784790715207 社会科学 政治･行政
核の戦後史 ―Q&Aで学ぶ原爆・原発・被ばくの真実―【スマホ・読上】（「戦後再発見」双書 4） 木村, 朗 創元社 2016 9784422300542 社会科学 政治･行政
「日米指揮権密約」の研究 ―自衛隊はなぜ、海外へ派兵されるのか―【スマホ・読上】（「戦後再発見」双書 6） 末浪, 靖司 創元社 2017 9784422300566 社会科学 政治･行政

朝鮮戦争は、なぜ終わらないのか 【スマホ・読上】（「戦後再発見」双書 7） 五味, 洋治 創元社 2017 9784422300573 社会科学 政治･行政

近代日本のメディア議員 ―「政治のメディア化」の歴史社会学―【スマホ・読上】 佐藤, 卓己 創元社 2018 9784422300733 社会科学 政治･行政

日本=ザクセン文化交流史研究 松尾, 展成 大学教育出版 2005 9784887306448 社会科学 政治･行政

近代日本精神史 ―福沢諭吉から丸山真男まで― 南原, 一博 大学教育出版 2006 9784887307117 社会科学 政治･行政

アジア太平洋地域における平和構築 ―その歴史と現状分析― 杉田, 米行 大学教育出版 2007 9784887307599 社会科学 政治･行政
アメリカ外交の分析 ―歴史的展開と現状分析―（アメリカ・アジア太平洋地域研究叢書 第2巻） 杉田, 米行 大学教育出版 2008 9784887308329 社会科学 政治･行政
グローバリゼーションとアメリカ・アジア太平洋地域 （アメリカ・アジア太平洋地域研究叢書 第3巻） 杉田, 米行 大学教育出版 2009 9784887309012 社会科学 政治･行政
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共生社会を目指して ―在日韓人社会と日本― 李, 光圭 大学教育出版 2010 9784887309807 社会科学 政治･行政

過疎地域再生の戦略 ―地方創生から地域再生へ―改訂版 中藤, 康俊 大学教育出版 2018 9784864295130 社会科学 政治･行政
New 事例に学ぶ地域づくり 澤　俊晴 大学教育出版 2021 9784866921303 社会科学 政治･行政

持続可能なまちづくり ―データで見る豊かさ― 馬奈木, 俊介 中央経済社 2019 9784502291517 社会科学 政治･行政

韓流・日流 ―東アジア文化交流の時代― 山本, 浄邦 勉誠出版 2014 9784585220862 社会科学 政治･行政

あの時、ぼくらは13歳だった ―誰も知らない日韓友好史―【スマホ・読上】 （※） 寒河江　正 東京書籍 2011 9784487806041 社会科学 政治･行政

アメリカ政党史 （UP選書 7） C.A.ビアード 東京大学出版会 1968 9784130050074 社会科学 政治･行政

外交 （UP選書 16） H・ニコルソン 東京大学出版会 1968 9784130050166 社会科学 政治･行政

ケネディの時代 （UP選書 19） 中屋, 健一 東京大学出版会 1968 9784130050197 社会科学 政治･行政

政治と文化 （UP選書 27） 石田, 雄 東京大学出版会 1969 9784130050272 社会科学 政治･行政

日本の進路 （UP選書 40） 衛藤, 瀋吉 東京大学出版会 1969 9784130050401 社会科学 政治･行政

日本の政治文化 ―同調と競争―（UP選書 57） 石田, 雄 東京大学出版会 1970 9784130050579 社会科学 政治･行政

多極化時代の日本外交 （UP選書 81） 武者小路, 公秀 東京大学出版会 1971 9784130050814 社会科学 政治･行政

地方自治の政治学 （UP選書 85） 井出, 嘉憲 東京大学出版会 1972 9784130050852 社会科学 政治･行政

アメリカの民主政治 ―その伝統と現実―（UP選書 91） 阿部, 斉 東京大学出版会 1972 9784130050913 社会科学 政治･行政

表現の自由 （UP選書 111） T.I.エマースン 東京大学出版会 1972 9784130060110 社会科学 政治･行政

現代の地方自治 ―自治体の運営―（UP選書 110） 加藤, 一明 東京大学出版会 1973 9784130060103 社会科学 政治･行政

政治権力 上 ―その構造と技術―（UP選書 116） C.E.メリアム 東京大学出版会 1973 9784130060165 社会科学 政治･行政

政治権力 下 ―その構造と技術―（UP選書 117） C.E.メリアム 東京大学出版会 1973 9784130060172 社会科学 政治･行政

無告の民と政治 新版（UP選書 118） 衛藤, 瀋吉 東京大学出版会 1973 9784130060189 社会科学 政治･行政

国際政治と日本 第7刷（UP選書 3） 武者小路, 公秀 東京大学出版会 1976 9784130050036 社会科学 政治･行政

政党と階級 ―イギリス現代政治の転換―（UP選書 173） 河合, 秀和 東京大学出版会 1977 9784130060738 社会科学 政治･行政

ラテン・アメリカ ―その政治と社会―増補（UP選書 78） F.G.ヒル 東京大学出版会 1980 9784130050784 社会科学 政治･行政

国際関係論 新版（UP選書 98） J.フランケル 東京大学出版会 1980 9784130050982 社会科学 政治･行政

イギリス連合政治への潮流 （UP選書 205） D.バトラー 東京大学出版会 1980 9784130020053 社会科学 政治･行政

ポスト産業社会の政治 （UP選書 223） 篠原, 一 東京大学出版会 1982 9784130020237 社会科学 政治･行政

日本政治思想史研究 新装版 丸山, 真男 東京大学出版会 1983 9784130300056 社会科学 政治･行政

西欧の政治社会 第2版（UP選書 176） 岩永, 健吉郎 東京大学出版会 1983 9784130060769 社会科学 政治･行政

政治学史 福田, 歓一 東京大学出版会 1985 9784130320207 社会科学 政治･行政

国際関係の政治経済学 ―日本の役割と選択―（UP選書 242） 猪口, 孝 東京大学出版会 1985 9784130020428 社会科学 政治･行政

日本人と政治 （UP選書 248） 京極, 純一 東京大学出版会 1986 9784130020480 社会科学 政治･行政

国際関係論 第2版 衛藤, 瀋吉 東京大学出版会 1989 9784130320238 社会科学 政治･行政

日中関係1945-1990 （UP選書 264） 田中, 明彦 東京大学出版会 1991 9784130020640 社会科学 政治･行政

国際関係学 百瀬, 宏 東京大学出版会 1993 9784130320313 社会科学 政治･行政

政治 ―個人と統合―第2版（UP選書 4） 有賀, 弘 東京大学出版会 1994 9784130022026 社会科学 政治･行政

いま、なぜ民族か （UP選書 268） 蓮実, 重彦 東京大学出版会 1994 9784130020688 社会科学 政治･行政

国際文化論 平野, 健一郎 東京大学出版会 2000 9784130322027 社会科学 政治･行政

二十世紀の戦争と平和 増補版（UP選書 250） 入江, 昭 東京大学出版会 2000 9784130022033 社会科学 政治･行政

選挙・投票行動 （社会科学の理論とモデル 1） 小林, 良彰 東京大学出版会 2000 9784130341318 社会科学 政治･行政

講義現代日本の行政 新藤, 宗幸 東京大学出版会 2001 9784130322041 社会科学 政治･行政

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 2001 9784130362047 社会科学 政治･行政

中国の対外戦略 岡部, 達味 東京大学出版会 2002 9784130301275 社会科学 政治･行政

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 2002 9784130362078 社会科学 政治･行政

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 2002 9784130362085 社会科学 政治･行政
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 2003 9784130362207 社会科学 政治･行政
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王権儀礼と国家 ―現代マレー社会における政治文化の範型― 富沢, 寿勇 東京大学出版会 2003 9784130563017 社会科学 政治･行政

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 2004 9784130261234 社会科学 政治･行政

戦後政党の発想と文脈 松下, 圭一 東京大学出版会 2004 9784130301312 社会科学 政治･行政

近代東アジア国際関係史 衛藤, 瀋吉 東京大学出版会 2004 9784130322072 社会科学 政治･行政

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 2004 9784130362184 社会科学 政治･行政

概説日本の地方自治 第2版 新藤, 宗幸 東京大学出版会 2006 9784130320382 社会科学 政治･行政

官庁セクショナリズム （行政学叢書 1） 今村, 都南雄 東京大学出版会 2006 9784130342315 社会科学 政治･行政

官のシステム （行政学叢書 4） 大森, 彌 東京大学出版会 2006 9784130342346 社会科学 政治･行政

戦後日独関係史 工藤, 章 東京大学出版会 2014 9784130262606 社会科学 政治･行政

政治とマスメディア （シリーズ日本の政治 10） 谷口, 将紀 東京大学出版会 2015 9784130321303 社会科学 政治･行政

門戸開放政策と日本 北岡, 伸一 東京大学出版会 2015 9784130301558 社会科学 政治･行政

全国政治の始動 ―帝国議会開設後の明治国家― 前田, 亮介 東京大学出版会 2016 9784130262439 社会科学 政治･行政

戦後民主主義をどう生きるか 三谷, 太一郎 東京大学出版会 2016 9784130033398 社会科学 政治･行政

現代日本の官僚制 曽我, 謙悟 東京大学出版会 2016 9784130301619 社会科学 政治･行政

戦後フランス中央集権国家の変容 ―下からの分権化への道― 中山, 洋平 東京大学出版会 2017 9784130362641 社会科学 政治･行政

帝国日本の外交1894-1922 ―なぜ版図は拡大したのか― 佐々木, 雄一 東京大学出版会 2017 9784130362603 社会科学 政治･行政

国家の哲学 ―政治的責務から地球共和国へ― 瀧川, 裕英 東京大学出版会 2017 9784130311892 社会科学 政治･行政

ドイツと東アジア ―一八九〇-一九四五― 田嶋, 信雄 東京大学出版会 2017 9784130210836 社会科学 政治･行政

ドイツの政治 平島, 健司 東京大学出版会 2017 9784130301633 社会科学 政治･行政

中国外交史 益尾, 知佐子 東京大学出版会 2017 9784130322256 社会科学 政治･行政

グローバル・ガバナンス論講義 鈴木, 基史 東京大学出版会 2017 9784130322263 社会科学 政治･行政

アメリカ政治とシンクタンク ―政治運動としての政策研究機関― 宮田, 智之 東京大学出版会 2017 9784130362634 社会科学 政治･行政

日本政治思想史 1956/59 （丸山眞男講義録 別冊1） 丸山, 真男 東京大学出版会 2017 9784130342087 社会科学 政治･行政

「日韓連帯運動」の時代 ―1970-80年代のトランスナショナルな公共圏とメディア― 李, 美淑 東京大学出版会 2018 9784130561150 社会科学 政治･行政

政権交代の政治力学 ―イギリス労働党の軌跡, 1994-2010― 今井, 貴子 東京大学出版会 2018 9784130362672 社会科学 政治･行政

アメリカ大統領と政策革新 ―連邦制と三権分立制の間で― 梅川, 葉菜 東京大学出版会 2018 9784130362696 社会科学 政治･行政

忘却する戦後ヨーロッパ ―内戦と独裁の過去を前に― 飯田, 芳弘 東京大学出版会 2018 9784130301657 社会科学 政治･行政

アメリカ政治入門 西山, 隆行 東京大学出版会 2018 9784130322270 社会科学 政治･行政

公務員制 （行政学叢書 11） 西尾, 隆 東京大学出版会 2018 9784130342414 社会科学 政治･行政

番号を創る権力 ―日本における番号制度の成立と展開― 羅, 芝賢 東京大学出版会 2019 9784130362719 社会科学 政治･行政

ハロルド・ラスキの政治学 ―公共的知識人の政治参加とリベラリズムの再定義― 大井, 赤亥 東京大学出版会 2019 9784130362733 社会科学 政治･行政

学歴・試験・平等 ―自治体人事行政の3モデル― 林　嶺那 東京大学出版会 2020 9784130362764 社会科学 政治･行政

中国司法の政治史 ―1928-1949― 吉見, 崇 東京大学出版会 2020 9784130261661 社会科学 政治･行政

国境を越える危機・外交と制度による対応 ―アジア太平洋と中東―（危機対応学） 東京大学社会科学研究所 東京大学出版会 2020 9784130302180 社会科学 政治･行政
解放しない人びと、解放されない人びと ―奴隷廃止の世界史―（シリーズ・グローバルヒストリー 2） 鈴木, 英明 東京大学出版会 2020 9784130251723 社会科学 政治･行政

日台関係史 ―1945-2020―増補版 川島, 真 東京大学出版会 2020 9784130322300 社会科学 政治･行政
New 中東欧の政治 仙石, 学 東京大学出版会 2021 9784130301732 社会科学 政治･行政 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 国際連盟と日本外交 ―集団安全保障の「再発見」― 樋口, 真魚 東京大学出版会 2021 9784130263535 社会科学 政治･行政 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 反米 ―共生の代償か、闘争の胎動か―（アメリカ太平洋研究叢書） 遠藤, 泰生 東京大学出版会 2021 9784130302203 社会科学 政治･行政

New 未完の多文化主義 : アメリカにおける人種、国家、多様性 南川文里 東京大学出版会 202101 9784130561228 社会科学 政治･行政

蔣介石の「国際的解決」戦略 ―1937-1941 : 「蔣介石日記」から見る日中戦争の深層― 鹿, 錫俊 東方書店 2016 9784497216021 社会科学 政治･行政

地方創生2.0 ―強い経済を牽引する「ローカルハブ」のつくり方― 神尾, 文彦 東洋経済新報社 2016 9784492212240 社会科学 政治･行政

地方創生大全 木下, 斉 東洋経済新報社 2016 9784492212257 社会科学 政治･行政

地政学で読む世界覇権2030 ピーター・ゼイハン 東洋経済新報社 2016 9784492444252 社会科学 政治･行政

富国と強兵 ―地政経済学序説― 中野, 剛志 東洋経済新報社 2016 9784492444382 社会科学 政治･行政
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New ナショナリズムの美徳 ヨラム・ハゾニー 東洋経済新報社 2021 9784492444603 社会科学 政治･行政

New The king ―金正恩危険なゲーム― 李, 正民 東洋経済新報社 2021 9784492212462 社会科学 政治･行政

市民的地域社会の展開 檜槇, 貢 日本経済評論社 2008 9784818820265 社会科学 政治･行政

わが町はいかにして先進自治体となったか ―交響する地域自治と生活保障― 大本　圭野 日本経済評論社 2012 9784818822023 社会科学 政治･行政

世界史の中の安倍政権 ―座談会― 南塚, 信吾 日本経済評論社 2015 9784818824119 社会科学 政治･行政
New 公共の利益とは何か ―公と私をつなぐ政治学―（シリーズ政治の現在） 松元, 雅和 日本経済評論社 2021 9784818825840 社会科学 政治･行政

New 自治のどこに問題があるのか ―実学の地方自治論―（シリーズ政治の現在） 野田, 遊 日本経済評論社 2021 9784818825802 社会科学 政治･行政

New 変化する世界をどうとらえるか ―国際関係論で読み解く―（シリーズ政治の現在） 杉浦, 功一 日本経済評論社 2021 9784818825833 社会科学 政治･行政

New 投票権をわれらに ―選挙制度をめぐるアメリカの新たな闘い―【スマホ・読上】 （※） アリ・バーマン 白水社 2020 9784560097649 社会科学 政治･行政

New 国際文化交流を実践する 【スマホ・読上】 （※） 国際交流基金 白水社 2020 9784560097977 社会科学 政治･行政 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

この明るい場所 ―ポストモダンにおける公共性の問題― 五十嵐, 沙千子 ひつじ書房 2018 9784894768918 社会科学 政治･行政
New 原敬日記 第1巻 官界・言論人 原奎一郎編 福村出版 196500 9784571990250 社会科学 政治･行政
New 原敬日記 第2巻 政界進出 原奎一郎編 福村出版 196500 9784571990267 社会科学 政治･行政
New 原敬日記 第3巻 内務大臣 原奎一郎編 福村出版 196500 9784571990274 社会科学 政治･行政
New 原敬日記 第4巻 総裁就任 原奎一郎編 福村出版 196500 9784571990281 社会科学 政治･行政
New 原敬日記 第5巻 首相時代 原奎一郎編 福村出版 196500 9784571990298 社会科学 政治･行政
New 原敬日記 第6巻総索引・関係資料 原奎一郎編 福村出版 196500 9784571990304 社会科学 政治･行政
New ライプニッツの正義論 酒井 潔 法政大学出版局 2021 9784588151156 社会科学 政治･行政

人権論の再構築 （講座人権論の再定位 5） 井上, 達夫 法律文化社 2010 9784589032959 社会科学 政治･行政

人権の再問 （講座人権論の再定位 1） 市野川, 容孝 法律文化社 2011 9784589032911 社会科学 政治･行政

ローカル・ガバナンスとデモクラシー ―地方自治の新たなかたち― 石田, 徹 法律文化社 2016 9784589037251 社会科学 政治･行政

平和と安全保障を考える事典 広島市立大学広島平和研究所 法律文化社 2016 9784589037398 社会科学 政治･行政

ドイツの平和主義と平和運動 ―ヴァイマル共和国期から1980年代まで― 竹本, 真希子 法律文化社 2017 9784589038029 社会科学 政治･行政

市民立法の研究 （岐阜経済大学研究叢書 18） 勝田, 美穂 法律文化社 2017 9784589038210 社会科学 政治･行政

市民社会論 ―理論と実証の最前線― 坂本, 治也 法律文化社 2017 9784589038135 社会科学 政治･行政

ヘイト・スピーチ規制の憲法学的考察 ―表現の自由のジレンマ― 桧垣, 伸次 法律文化社 2017 9784589038227 社会科学 政治･行政
ポピュリズムのグローバル化を問う ―揺らぐ民主主義のゆくえ―（立命館大学人文科学研究所研究叢書 第21輯） 中谷, 義和 法律文化社 2017 9784589038395 社会科学 政治･行政

都市の包容力 ―セーフティネットシティを構想する―（URP先端的都市研究シリーズ 9） 水内, 俊雄 法律文化社 2017 9784589038470 社会科学 政治･行政

社会資本 (ソーシャル・キャピタル) の政治学 ―民主主義を編む― 河田, 潤一 法律文化社 2017 9784589038432 社会科学 政治･行政

なぜ表現の自由か ―理論的視座と現況への問い― 阪口, 正二郎 法律文化社 2017 9784589038555 社会科学 政治･行政

日本のネット選挙 ―黎明期から18歳選挙権時代まで― 岡本, 哲和 法律文化社 2017 9784589038630 社会科学 政治･行政

都市法概説 第3版 安本, 典夫 法律文化社 2017 9784589038661 社会科学 政治･行政

自治制度の抜本的改革 ―分権改革の成果を踏まえて― 阿部, 昌樹 法律文化社 2017 9784589038746 社会科学 政治･行政

差別表現の法的規制 ―排除社会へのプレリュードとしてのヘイト・スピーチ― 金, 尚均 法律文化社 2017 9784589038876 社会科学 政治･行政

人権入門 ―憲法/人権/マイノリティ―第3版 横藤田, 誠 法律文化社 2017 9784589038258 社会科学 政治･行政

資料で学ぶ日本政治外交史 武田, 知己 法律文化社 2017 9784589038012 社会科学 政治･行政

はじめての政治学 第2版 佐藤, 史郎 法律文化社 2017 9784589038326 社会科学 政治･行政

国際関係論へのファーストステップ 新版 中村, 都 法律文化社 2017 9784589038524 社会科学 政治･行政

国際政治学 ―主権国家体制とヨーロッパ政治外交― 清水, 聡 法律文化社 2017 9784589038852 社会科学 政治･行政

理論・歴史・規範 （グローバル・ガバナンス学叢書 . グローバル・ガバナンス学 1） グローバル・ガバナンス学会 法律文化社 2018 9784589038807 社会科学 政治･行政

主体・地域・新領域 （グローバル・ガバナンス学叢書 . グローバル・ガバナンス学 2） グローバル・ガバナンス学会 法律文化社 2018 9784589038814 社会科学 政治･行政

在日朝鮮人アイデンティティの変容と揺らぎ ―「民族」の想像/創造― 鄭, 栄鎭 法律文化社 2018 9784589038913 社会科学 政治･行政

核の脅威にどう対処すべきか ―北東アジアの非核化と安全保障―（RECNA叢書 3） 鈴木, 達治郎 法律文化社 2018 9784589039217 社会科学 政治･行政

都道府県出先機関の実証研究 ―自治体間連携と都道府県機能の分析― 水谷, 利亮 法律文化社 2018 9784589039286 社会科学 政治･行政

デモクラシーとセキュリティ ―グローバル化時代の政治を問い直す― 杉田, 敦 法律文化社 2018 9784589039330 社会科学 政治･行政
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いまから始める地方自治 上田, 道明 法律文化社 2018 9784589038975 社会科学 政治･行政

日本政治ガイドブック ―民主主義入門―新版 村上, 弘 法律文化社 2018 9784589038869 社会科学 政治･行政

「街頭の政治」をよむ ―国際関係学からのアプローチ― 阿部, 容子 法律文化社 2018 9784589038999 社会科学 政治･行政

沖縄平和論のアジェンダ ―怒りを力にする視座と方法― 星野, 英一 法律文化社 2018 9784589039095 社会科学 政治･行政

地方自治論 ―変化と未来― 幸田, 雅治 法律文化社 2018 9784589039040 社会科学 政治･行政

日本外交の論点 佐藤, 史郎 法律文化社 2018 9784589039033 社会科学 政治･行政

コミュニティの政策デザイン ―人口減少時代の再生ソリューション― 細野, 助博 丸善 2010 9784805761786 社会科学 政治･行政

イギリス人の国家観・自由観 （丸善ライブラリー 366） 名古, 忠行 丸善出版 2005 9784621053669 社会科学 政治･行政

危機管理 ―リスクマネジメント・クライシスマネジメント―補訂版 宮林正恭 丸善出版 2006 9784621077214 社会科学 政治･行政

世界まちづくり事典 井上, 繁 丸善出版 2007 9784621078594 社会科学 政治･行政

日本まちづくり事典 井上, 繁 丸善出版 2010 9784621081945 社会科学 政治･行政

現代地政学事典 現代地政学事典編集委員会 丸善出版 2020 9784621304631 社会科学 政治･行政
New ヒロシマ平和学を問う （叢書インテグラーレ 019） 水羽, 信男 丸善出版 2021 9784621305904 社会科学 政治･行政 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

井上毅のドイツ化構想 （広島修道大学学術選書 19） 森川, 潤 丸善雄松堂 2003 9784841903126 社会科学 政治･行政

日米地位協定 ―その歴史と現在 (いま)― 明田川, 融 みすず書房 2017 9784622086475 社会科学 政治･行政

沖縄憲法なき戦後 ―講和条約三条と日本の安全保障― 古関, 彰一 みすず書房 2018 9784622086765 社会科学 政治･行政

ホロコーストとアメリカ ―ユダヤ人組織の支援活動と政府の難民政策― 丸山, 直起 みすず書房 2018 9784622087342 社会科学 政治･行政

カール・シュミットとその時代 古賀, 敬太 みすず書房 2019 9784622087854 社会科学 政治･行政
回想のケンブリッジ ―政治思想史の方法とバーク、コールリッジ、カント、トクヴィル、ニューマン― 半澤, 孝麿 みすず書房 2019 9784622088080 社会科学 政治･行政

ナガサキ ―核戦争後の人生― スーザン・サザード みすず書房 2019 9784622088189 社会科学 政治･行政

良き統治 ―大統領制化する民主主義― ピエール・ロザンヴァロン みすず書房 2020 9784622088257 社会科学 政治･行政

それでも。マキァヴェッリ、パスカル カルロ・ギンズブルグ みすず書房 2020 9784622089100 社会科学 政治･行政

マーシャル・プラン ―新世界秩序の誕生― ベン・ステイル みすず書房 2020 9784622089063 社会科学 政治･行政

あたらしい表現活動と法 志田, 陽子 武蔵野美術大学出版局 2018 9784864630696 社会科学 政治･行政

絵で見てわかる人権 新版 岩本, 一郎 八千代出版 2017 9784842917047 社会科学 政治･行政

地方議会改革の進め方 木下 健 八千代出版 2020 9784842917603 社会科学 政治･行政

自治体政策法務 ―地域特性に適合した法環境の創造― 北村, 喜宣 有斐閣 2011 9784641130999 社会科学 政治･行政

地方自治判例百選 第4版（別冊ジュリスト no. 215） 磯部, 力 有斐閣 2013 9784641115156 社会科学 政治･行政

原因を推論する ―政治分析方法論のすゝめ―【スマホ・読上】 久米, 郁男 有斐閣 2013 9784641149076 社会科学 政治･行政

国際政治学をつかむ 新版（Textbooks tsukamu） 村田, 晃嗣 有斐閣 2015 9784641177222 社会科学 政治･行政

政治行動論 ―有権者は政治を変えられるのか―（有斐閣ストゥディア） 飯田, 健 有斐閣 2015 9784641150294 社会科学 政治･行政

政治学の第一歩 【スマホ・読上】（有斐閣ストゥディア） 砂原, 庸介 有斐閣 2015 9784641150256 社会科学 政治･行政
新・情報公開法の逐条解説 ―行政機関情報公開法・独立行政法人等情報公開法―第7版　◆新版配信中(第8版) 宇賀, 克也 有斐閣 2016 9784641227170 社会科学 政治･行政

はじめての行政学 （有斐閣ストゥディア） 伊藤, 正次 有斐閣 2016 9784641150355 社会科学 政治･行政

番号法の逐条解説 第2版 宇賀　克也 有斐閣 2016 9784641227187 社会科学 政治･行政

国際関係学講義 第5版 原　彬久 有斐閣 2016 9784641149168 社会科学 政治･行政

地方自治法概説 第7版　◆新版配信中(第8版) 宇賀, 克也 有斐閣 2017 9784641227224 社会科学 政治･行政

戦後日韓関係史 （有斐閣アルマ Specialized） 李, 鍾元 有斐閣 2017 9784641220775 社会科学 政治･行政

日本政治史 ―外交と権力―増補版 北岡, 伸一 有斐閣 2017 9784641149199 社会科学 政治･行政

ここから始める政治理論 （有斐閣ストゥディア） 田村, 哲樹 有斐閣 2017 9784641150423 社会科学 政治･行政

戦後アメリカ外交史 第3版（有斐閣アルマ Specialized） 佐々木, 卓也 有斐閣 2017 9784641220805 社会科学 政治･行政

自治体コンプライアンスの基礎 （地方自治・実務入門シリーズ） 岡田, 博史 有斐閣 2017 9784641227323 社会科学 政治･行政

政治学 新川, 敏光 有斐閣 2017 9784641149229 社会科学 政治･行政

地方自治論 ―2つの自律性のはざまで―（有斐閣ストゥディア） 北村, 亘 有斐閣 2017 9784641150485 社会科学 政治･行政

分権政策法務の実践 北村, 喜宣 有斐閣 2018 9784641227392 社会科学 政治･行政
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銀幕の大統領ロナルド・レーガン ―現代大統領制と映画― 村田, 晃嗣 有斐閣 2018 9784641149236 社会科学 政治･行政

アメリカ政治史 久保, 文明 有斐閣 2018 9784641149212 社会科学 政治･行政

国際政治史 ―主権国家体系のあゆみ―（有斐閣ストゥディア） 小川, 浩之 有斐閣 2018 9784641150522 社会科学 政治･行政
個人情報保護法の逐条解説 ―個人情報保護法・行政機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護法―第6版 宇賀, 克也 有斐閣 2018 9784641227507 社会科学 政治･行政

パワーから読み解くグローバル・ガバナンス論 （有斐閣ブックス） 大芝, 亮 有斐閣 2018 9784641184381 社会科学 政治･行政

現代日本の政党政治 ―選挙制度改革は何をもたらしたのか― 濱本, 真輔 有斐閣 2018 9784641149250 社会科学 政治･行政

不利益分配の政治学 ―地方自治体における政策廃止― 柳, 至 有斐閣 2018 9784641149267 社会科学 政治･行政
新・情報公開法の逐条解説 ―行政機関情報公開法・独立行政法人等情報公開法―第8版 宇賀, 克也 有斐閣 2018 9784641227576 社会科学 政治･行政

ゲーム理論で考える政治学 ―フォーマルモデル入門― 浅古, 泰史 有斐閣 2018 9784641149281 社会科学 政治･行政

維新支持の分析 ―ポピュリズムか,有権者の合理性か― 善教, 将大 有斐閣 2018 9784641149274 社会科学 政治･行政

日本政治の第一歩 （有斐閣ストゥディア） 上神　貴佳 有斐閣 2018 9784641150546 社会科学 政治･行政

地方自治法概説 第8版 宇賀, 克也 有斐閣 2019 9784641227637 社会科学 政治･行政

「警察権の限界」論の再定位 （北海道大学大学院法学研究科叢書 22） 米田, 雅宏 有斐閣 2019 9784641227644 社会科学 政治･行政

個人情報保護法制 = Legal system of personal information protection 宇賀, 克也 有斐閣 2019 9784641227743 社会科学 政治･行政

個人情報の保護と利用 = Protection and utilization of personal information 宇賀, 克也 有斐閣 2019 9784641227781 社会科学 政治･行政
情報公開・オープンデータ・公文書管理 = Information disclosure, open data and management of public documents 宇賀, 克也 有斐閣 2019 9784641227798 社会科学 政治･行政

米国と戦後東アジア秩序 ―中国大国化構想の挫折― 高橋　慶吉 有斐閣 2019 9784641149342 社会科学 政治･行政

争われる正義 ―旧ユーゴ地域の政党政治と移行期正義― 久保, 慶一 有斐閣 2019 9784641149311 社会科学 政治･行政

日本政治史 ―現代日本を形作るもの―（有斐閣ストゥディア） 清水, 唯一朗 有斐閣 2020 9784641150706 社会科学 政治･行政

国際関係から学ぶゲーム理論 ―国際協力を実現するために― 岡田 章 有斐閣 2020 9784641165649 社会科学 政治･行政
New 地方自治法概説 第9版 （※） 宇賀, 克也 有斐閣 2021 9784641228061 社会科学 政治･行政

丸山真男の思想史学 （歴史文化ライブラリー 149） 板垣, 哲夫 吉川弘文館 2003 9784642755498 社会科学 政治･行政

激動昭和と浜口雄幸 （歴史文化ライブラリー 180） 川田, 稔 吉川弘文館 2004 9784642055802 社会科学 政治･行政

選挙違反の歴史 ―ウラからみた日本の100年―（歴史文化ライブラリー 235） 季武, 嘉也 吉川弘文館 2007 9784642756358 社会科学 政治･行政

天皇の政治史 ―睦仁・嘉仁・裕仁の時代―（読みなおす日本史） 安田, 浩 吉川弘文館 2019 9784642071062 社会科学 政治･行政

芦田均と日本外交 ―連盟外交から日米同盟へ― 矢嶋, 光 吉川弘文館 2019 9784642038904 社会科学 政治･行政

首都改造 ―東京の再開発と都市政治―（歴史文化ライブラリー 500） 源川, 真希 吉川弘文館 2020 9784642059008 社会科学 政治･行政

官僚制の思想史 ―近現代日本社会の断面― 中野目, 徹 吉川弘文館 2020 9784642038935 社会科学 政治･行政
地方自治体は重い負担に耐えられるか ―「民」の力を結集する方法―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 5） 小林, 麻理 早稲田大学出版部 2011 9784657113054 社会科学 政治･行政
民主化と市民社会の新地平 ―フィリピン政治のダイナミズム―（早稲田大学学術叢書 11） 五十嵐, 誠一 早稲田大学出版部 2011 9784657117038 社会科学 政治･行政
日独比較研究市町村合併 ―平成の大合併はなぜ進展したか?―（早稲田大学学術叢書 22） 片木, 淳 早稲田大学出版部 2012 9784657127020 社会科学 政治･行政

憲法の円環 長谷部, 恭男 岩波書店 2013 9784000227919 社会科学 法律

新EU法 基礎篇 （岩波テキストブックス） 庄司, 克宏 岩波書店 2013 9784000289108 社会科学 法律

新EU法 政策篇 （岩波テキストブックス） 庄司, 克宏 岩波書店 2014 9784000289139 社会科学 法律

国際機構論講義 最上, 敏樹 岩波書店 2016 9784000229548 社会科学 法律

憲法 第7版 芦部, 信喜 岩波書店 2019 9784000613224 社会科学 法律

民事訴訟法 第3版 長谷部　由起子 岩波書店 2020 9784000248907 社会科学 法律

憲法の「空語」を充たすために 内田, 樹 かもがわ出版 2014 9784780307139 社会科学 法律

憲法カフェで語ろう ―9条・自衛隊・加憲―（憲法カフェへようこそ 2） 明日の自由を守る若手弁護士の会 かもがわ出版 2018 9784780309652 社会科学 法律

ケースで学ぶ犯罪心理学 越智　啓太 北大路書房 2013 9784762828157 社会科学 法律

テキスト司法・犯罪心理学 越智 啓太 北大路書房 2017 9784762829758 社会科学 法律

法学ナビ ―16の物語から考える― 渡邊　博己 北大路書房 2018 9784762830204 社会科学 法律

ボワソナードとその民法 池田, 真朗 慶應義塾大学出版会 2011 9784766416282 社会科学 法律

近代東アジア世界と憲法思想 國分, 典子 慶應義塾大学出版会 2012 9784766419368 社会科学 法律

入門講義会社法 鈴木, 千佳子 慶應義塾大学出版会 2013 9784766419986 社会科学 法律
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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 2017 9784766424744 社会科学 法律

刑の一部執行猶予 ―犯罪者の改善更生と再犯防止―改訂増補版 太田, 達也 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425437 社会科学 法律

カントの批判的法哲学 = Kants kritische Rechtsphilosophie 松本, 和彦 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425314 社会科学 法律

不可視の「国際法」 ―ホッブズ・ライプニッツ・ルソーの可能性― 明石, 欽司 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425703 社会科学 法律

新債権法の論点と解釈 平野, 裕之 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425796 社会科学 法律

物権・担保物権 （新・考える民法 2） 平野, 裕之 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426014 社会科学 法律

新標準講義民法債権各論 第2版 池田, 真朗 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425789 社会科学 法律

特別刑法入門 2 ―刑事法実務の基礎知識― 安冨, 潔 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426106 社会科学 法律

犯罪学入門 ―ガバナンス・社会安全政策のアプローチ― 小林, 良樹 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425949 社会科学 法律

家族法改正を読む ―親族・相続法改正のポイントとトレンド― 松尾, 弘 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426298 社会科学 法律

イスラーム法の子ども観 ―ジェンダーの視点でみる子育てと家族― 小野, 仁美 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426410 社会科学 法律

司法通訳人という仕事 ―知られざる現場― 小林, 裕子 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426373 社会科学 法律

新標準講義民法債権総論 全訂3版 池田, 真朗 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426281 社会科学 法律

大学生のための日本国憲法入門 吉田, 成利 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426472 社会科学 法律

民事訴訟における当事者の主張規律 金, 美紗 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426670 社会科学 法律

債権総論 （新・考える民法 3） 平野, 裕之 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426687 社会科学 法律

特別刑法入門　1 ―刑事法実務の基礎知識―第2版 安冨, 潔 慶應義塾大学出版会 2020 9784766427042 社会科学 法律

法解釈の言語哲学 ―クリプキから根元的規約主義へ― 大屋, 雄裕 勁草書房 2006 9784326402397 社会科学 法律
フェミニストの法 ―二元的ジェンダー構造への挑戦 = Feminist law : challenge to the binary gender structure― 若林, 翼 勁草書房 2008 9784326101801 社会科学 法律

刑事司法 ―逮捕・裁判・服役そして社会復帰― 菊田, 幸一 勁草書房 2011 9784326402649 社会科学 法律

刑法各論講義ノート 第4版 日高, 義博 勁草書房 2013 9784326402823 社会科学 法律

社会の音響学 ―ルーマン派システム論から法現象を見る― 毛利　康俊 勁草書房 2014 9784326602629 社会科学 法律

都市と環境の公法学 ―磯部力先生古稀記念論文集― 磯部力先生古稀記念論文集刊行委員会 勁草書房 2016 9784326403172 社会科学 法律

現代日本公法の基礎を問う （笑うケースメソッド 2） 木庭, 顕 勁草書房 2017 9784326403288 社会科学 法律

憲法入門 6訂 樋口, 陽一 勁草書房 2017 9784326451098 社会科学 法律

論文演習会社法 上巻 上田, 純子 勁草書房 2017 9784326403325 社会科学 法律

論文演習会社法 下巻 上田, 純子 勁草書房 2017 9784326403332 社会科学 法律

金融から学ぶ会社法入門 大垣, 尚司 勁草書房 2017 9784326403271 社会科学 法律

市民的自由のための市民的熟議と刑事法 ―増田豊先生古稀祝賀論文集― 伊東, 研祐 勁草書房 2018 9784326403530 社会科学 法律

民法 第10版 我妻, 栄 勁草書房 2018 9784326451111 社会科学 法律

総則 第3版（法学講義 . 民法） 奥田, 昌道 勁草書房 2018 9784326403523 社会科学 法律

比較法ハンドブック 第3版 五十嵐, 清 勁草書房 2019 9784326451142 社会科学 法律

アメリカ民事法入門 第2版 楪, 博行 勁草書房 2019 9784326451159 社会科学 法律

信託法案内 （勁草法学案内シリーズ） 田中, 和明 勁草書房 2019 9784326499373 社会科学 法律

現代日本刑事法の基礎を問う （笑うケースメソッド 3） 木庭, 顕 勁草書房 2019 9784326403660 社会科学 法律

その証言、本当ですか? ―刑事司法手続きの心理学― ダン・サイモン 勁草書房 2019 9784326251377 社会科学 法律

少数株主権等の理論と実務 （勁草法律実務シリーズ） 上田, 純子 勁草書房 2019 9784326403684 社会科学 法律

人を知る法、待つことを知る正義 ―東アフリカ農村からの法人類学― 石田, 慎一郎 勁草書房 2019 9784326654239 社会科学 法律

リスクの立憲主義 ―権力を縛るだけでなく、生かす憲法へ― エイドリアン・ヴァーミュール 勁草書房 2019 9784326451173 社会科学 法律

経済法の歴史 （日本近代法史の探究 2） 伊藤, 孝夫 勁草書房 2020 9784326449828 社会科学 法律

親族法・相続法 第4版（民法 3） 我妻, 栄 勁草書房 2020 9784326451203 社会科学 法律

法と経済学の基礎と展開 ―民事法を中心に― 細江　守紀 勁草書房 2020 9784326504701 社会科学 法律

ルソーの戦争/平和論 ―『戦争法の諸原理』と『永久平和論抜粋・批判』― ジャン=ジャック・ルソー 勁草書房 2020 9784326102815 社会科学 法律

民法「財産法」講義 （※） 長坂, 純 勁草書房 2020 9784326403790 社会科学 法律

法の支配と遵法責務 那須, 耕介 勁草書房 2020 9784326403806 社会科学 法律
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民法基本判例集 第4版 （※） 遠藤, 浩 勁草書房 2020 9784326451227 社会科学 法律
New 国家とは何か、或いは人間について ―怒りと記憶の憲法学― 遠藤, 比呂通 勁草書房 2021 9784326451241 社会科学 法律 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 憲法 第4版 （※） 樋口, 陽一 勁草書房 2021 9784326451258 社会科学 法律

New 総則・物権法 第4版（民法 1） （※） 我妻, 栄 勁草書房 2021 9784326451180 社会科学 法律

会社法 第20版（法律学講座双書） 神田, 秀樹 弘文堂 2018 9784335315435 社会科学 法律

法多元主義 ―交錯する国家法と非国家法―（法哲学叢書 第2期1） 浅野, 有紀 弘文堂 2018 9784335300967 社会科学 法律

行政法 = Administrative law 第2版 高橋, 滋 弘文堂 2018 9784335357565 社会科学 法律

カフェパウゼで法学を ―対話で見つける「学び方」― 横田, 明美 弘文堂 2018 9784335357336 社会科学 法律

詳解相続法 潮見, 佳男 弘文堂 2018 9784335357626 社会科学 法律

プレップ破産法 第7版（プレップシリーズ） 徳田, 和幸 弘文堂 2019 9784335313288 社会科学 法律

ロジカル演習民事訴訟法 越山, 和広 弘文堂 2019 9784335357725 社会科学 法律

アメリカ高齢者法 （アメリカ法ベーシックス 12） 樋口, 範雄 弘文堂 2019 9784335303821 社会科学 法律

民事訴訟法概説 第3版 川嶋, 四郎 弘文堂 2019 9784335358012 社会科学 法律

人の精神の刑法的保護 薮中, 悠 弘文堂 2020 9784335357404 社会科学 法律

現代実定法入門 ―人と法と社会をつなぐ―第2版 （※） 原田, 大樹 弘文堂 2020 9784335358234 社会科学 法律

入門アメリカ法 第4版 （※） 丸山, 英二 弘文堂 2020 9784335358241 社会科学 法律

会社法 （※） 宮島, 司 弘文堂 2020 9784335358357 社会科学 法律
New 会社法 第3版 （※） 高橋, 美加 弘文堂 2020 9784335358395 社会科学 法律

New 「犯罪大国アメリカ」のいま ―分断する社会と銃・薬物・移民― （※） 西山, 隆行 弘文堂 2021 9784335460425 社会科学 法律

立憲主義について ―成立過程と現代―（放送大学叢書 028） 佐藤, 幸治 左右社 2015 9784865281132 社会科学 法律

はじめての憲法学 第3版 中村, 睦男 三省堂 2015 9784385321851 社会科学 法律

はじめての行政法 第3版 畠山, 武道 三省堂 2016 9784385322551 社会科学 法律

憲法入門 松浦, 一夫 三和書籍 2012 9784862511294 社会科学 法律

国民国家と憲法 石川, 晃司 三和書籍 2016 9784862511973 社会科学 法律
立憲主義と安全保障法制 ―同盟戦略に対応するドイツ連邦憲法裁判所の判例法形成― 松浦, 一夫 三和書籍 2016 9784862511966 社会科学 法律
復刻版戦争放棄編 ―参議院事務局編『帝国憲法改正審議録戦争放棄編』抜粋(1952年)― 寺島, 俊穂 三和書籍 2017 9784862512840 社会科学 法律

国民国家と憲法 改訂版 石川, 晃司 三和書籍 2019 9784862513748 社会科学 法律

訴訟における相殺 松本, 博之 商事法務 2008 9784785715663 社会科学 法律

民事証拠法論 ―民事裁判における事案解明― 春日, 偉知郎 商事法務 2009 9784785715991 社会科学 法律

債権回収基本のき 第4版 権田　修一 商事法務 2017 9784785725631 社会科学 法律

権利保護保険のすべて LAC研究会 商事法務 2017 9784785725785 社会科学 法律

講義債権法改正 中田　裕康 商事法務 2017 9784785725815 社会科学 法律

コンメンタール会社計算規則・商法施行規則 第3版 弥永　真生 商事法務 2017 9784785724924 社会科学 法律

新しい債権法を読みとく 山野目　章夫 商事法務 2017 9784785725310 社会科学 法律

新しい役員責任の実務 第3版 澤口　実 商事法務 2017 9784785725327 社会科学 法律

会社法 黒沼　悦郎 商事法務 2017 9784785725419 社会科学 法律

取締役の義務と責任 森本　滋 商事法務 2017 9784785725532 社会科学 法律

一問一答・平成30年商法改正 松井　信憲 商事法務 2018 9784785726782 社会科学 法律

Law Practice民事訴訟法 第3版 山本　和彦 商事法務 2018 9784785725877 社会科学 法律

一問一答・民法<債権関係>改正 筒井　健夫 商事法務 2018 9784785726010 社会科学 法律

信託法をひもとく 佐久間　毅 商事法務 2019 9784785726935 社会科学 法律

M&A法大全　上 全訂版 西村あさひ法律事務所 商事法務 2019 9784785726867 社会科学 法律

M&A法大全　下 全訂版 西村あさひ法律事務所 商事法務 2019 9784785726874 社会科学 法律

成長戦略法制 ―イノベーションを促進する企業法制設計―（成長戦略と企業法制） 成長戦略法制研究会 商事法務 2019 9784785726836 社会科学 法律
登記法公證人規則詳解 全 ; 大日本登記法公證人規則註解 全 （日本立法資料全集 別巻1268） 今村, 長善 信山社出版 2020 9784797273892 社会科学 法律
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現行警察法規 : 全 : 明治十五年印行 （日本立法資料全集 別巻1269） 内務省警保局 信山社出版 2020 9784797273908 社会科学 法律
警察法規研究 : 請願令・治安警察法・治安維持法・行政執行法・暴力行為等處罰法 : 昭和二年發行 （日本立法資料全集 別巻1270） 有光, 金兵衛 信山社出版 2020 9784797273915 社会科学 法律

日本帝國憲法論 : 明治卅六年六版 （日本立法資料全集 別巻1271） 田中, 次郎 信山社出版 2020 9784797273922 社会科学 法律
傍訓市制町村制 並 理由 明治21年初版 （日本立法資料全集 . 地方自治法研究復刊大系 ; 第293巻 別巻1103） 東条, 種家 信山社出版 2020 9784797277036 社会科学 法律
逐條解釈 改正 市町村財務規程 昭和13年 第11版 （日本立法資料全集 . 地方自治法研究復刊大系 ; 第294巻 別巻1104） 大塚, 辰治 信山社出版 2020 9784797277043 社会科学 法律

高齢者の犯罪心理学 = Criminal psychology of the elderly 越智, 啓太 誠信書房 2018 9784414416480 社会科学 法律

本当は憲法より大切な「日米地位協定入門」 【スマホ・読上】（「戦後再発見」双書 2） 前泊, 博盛 創元社 2013 9784422300528 社会科学 法律
検証・法治国家崩壊 ―砂川裁判と日米密約交渉―【スマホ・読上】（「戦後再発見」双書 3） 吉田, 敏浩 創元社 2014 9784422300535 社会科学 法律
「日米合同委員会」の研究 ―謎の権力構造の正体に迫る―【スマホ・読上】（「戦後再発見」双書 5） 吉田, 敏浩 創元社 2016 9784422300559 社会科学 法律

国際ビジネス紛争の解決 ―訴訟・仲裁・ADR― 中村, 達也 大学教育出版 2008 9784887308343 社会科学 法律
武力紛争法とイスラエル・パレスチナ紛争 ―第2次インティファーダにおけるテロと国家テロ― 松山, 健二 大学教育出版 2008 9784887308114 社会科学 法律

日本のエクイティ・ファイナンス 鈴木, 健嗣 中央経済社 2017 9784502233715 社会科学 法律

国際取引における準拠法・裁判管轄・仲裁の基礎知識 大塚, 章男 中央経済社 2019 9784502296819 社会科学 法律

企業グループの経営と取締役の法的責任 畠田, 公明 中央経済社 2019 9784502308413 社会科学 法律
刑事政策におけるソーシャルワークの有効性 ―高齢者犯罪への対応に関する日独比較研究― 鷲野, 明美 中央経済社 2020 9784502341014 社会科学 法律

皇室典範と女性宮家 ―なぜ皇族女子の宮家が必要か― 所, 功 勉誠出版 2012 9784585230151 社会科学 法律

憲法問題の考え方 （UP選書 11） 渡辺, 洋三 東京大学出版会 1968 9784130050111 社会科学 法律

憲法と天皇 （UP選書 . 憲法二十年 ; 上 22） 宮沢, 俊義 東京大学出版会 1969 9784130050227 社会科学 法律

平和と人権 （UP選書 . 憲法二十年 ; 中 23） 宮沢, 俊義 東京大学出版会 1969 9784130050234 社会科学 法律

政治と憲法 （UP選書 . 憲法二十年 ; 下 24） 宮沢, 俊義 東京大学出版会 1969 9784130050241 社会科学 法律

法と国家 （UP選書 37） H.ケルゼン 東京大学出版会 1969 9784130050371 社会科学 法律

経済のための法律学 （UP選書 50） 山本, 桂一 東京大学出版会 1970 9784130050500 社会科学 法律

民主主義と憲法 （UP選書 80） 渡辺, 洋三 東京大学出版会 1971 9784130050807 社会科学 法律

アメリカの社会と法 ―印象記的スケッチ―（UP選書 90） 田中, 英夫 東京大学出版会 1972 9784130050906 社会科学 法律

ソビエト法入門 （UP選書 107） 松下, 輝雄 東京大学出版会 1972 9784130060073 社会科学 法律

ハンス・ケルゼン （UP選書 130） 鵜飼, 信成 東京大学出版会 1974 9784130060301 社会科学 法律

戦争と法 第2版（UP選書 67） 筒井, 若水 東京大学出版会 1976 9784130050678 社会科学 法律

憲法と国民生活 （UP選書 182） 渡辺, 洋三 東京大学出版会 1978 9784130060820 社会科学 法律

英米法総論 下 （英米法叢書 2） 田中, 英夫 東京大学出版会 1980 9784130350525 社会科学 法律

英米法総論 上 補遺付版（英米法叢書 1） 田中, 英夫 東京大学出版会 1980 9784130350518 社会科学 法律

法と裁判 新版（UP選書 65） 広中, 俊雄 東京大学出版会 1981 9784130050654 社会科学 法律

司法のあり方と人権 （UP選書 227） 芦部, 信喜 東京大学出版会 1983 9784130020275 社会科学 法律

日本の法を考える （UP選書 238） 利谷, 信義 東京大学出版会 1985 9784130020381 社会科学 法律

憲法と日本人 （UP選書 257） 小林, 直樹 東京大学出版会 1987 9784130020572 社会科学 法律

現代アメリカの司法 浅香, 吉幹 東京大学出版会 1999 9784130361149 社会科学 法律

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 2000 9784130311663 社会科学 法律

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 2000 9784130361156 社会科学 法律

政治制度としての陪審制 ―近代日本の司法権と政治― 三谷, 太一郎 東京大学出版会 2001 9784130301251 社会科学 法律

正犯・共犯論の基礎理論 島田, 聡一郎 東京大学出版会 2002 9784130311748 社会科学 法律

法哲学講義 笹倉, 秀夫 東京大学出版会 2002 9784130323253 社会科学 法律

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 2003 9784130362160 社会科学 法律

法という企て 井上, 達夫 東京大学出版会 2003 9784130311731 社会科学 法律

生活民法入門 ―暮らしを支える法― 大村, 敦志 東京大学出版会 2003 9784130323277 社会科学 法律

放火罪の理論 星, 周一郎 東京大学出版会 2004 9784130311786 社会科学 法律

法学講義 笹倉, 秀夫 東京大学出版会 2014 9784130323710 社会科学 法律
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判例教材刑事訴訟法 第5版 三井, 誠 東京大学出版会 2015 9784130323765 社会科学 法律

大統領が変えるアメリカの三権分立制 ―署名時声明をめぐる議会との攻防― 梅川, 健 東京大学出版会 2015 9784130362559 社会科学 法律

英米民事訴訟法 溜箭, 将之 東京大学出版会 2016 9784130361484 社会科学 法律

犯罪被害者の司法参加と量刑 佐伯, 昌彦 東京大学出版会 2016 9784130361491 社会科学 法律

会社法 = Corporate law 田中, 亘 東京大学出版会 2016 9784130323727 社会科学 法律

憲法の理性 増補新装版 長谷部, 恭男 東京大学出版会 2016 9784130311861 社会科学 法律

要説中国法 高見澤, 磨 東京大学出版会 2017 9784130311908 社会科学 法律

自治体現場の法適用 ―あいまいな法はいかに実施されるか― 平田, 彩子 東京大学出版会 2017 9784130361514 社会科学 法律

中国法制史 寺田, 浩明 東京大学出版会 2018 9784130323871 社会科学 法律

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―増補新装版 長谷部, 恭男 東京大学出版会 2018 9784130311915 社会科学 法律

刑法 第4版 木村, 光江 東京大学出版会 2018 9784130323802 社会科学 法律

刑事訴訟法講義 第6版 池田, 修 東京大学出版会 2018 9784130323888 社会科学 法律

国際機構論入門 山田, 哲也 東京大学出版会 2018 9784130322249 社会科学 法律

中国の近代的刑事裁判 ―刑事司法改革からみる中国近代法史― 久保, 茉莉子 東京大学出版会 2020 9784130261654 社会科学 法律

履行請求権と損害軽減義務 ―履行期前の履行拒絶に関する考察―増補新装版 吉川, 吉樹 東京大学出版会 2020 9784130311984 社会科学 法律
New 会社法 第3版 田中, 亘 東京大学出版会 2021 9784130323949 社会科学 法律

欧州の危機 ―Brexitショック― 庄司, 克宏 東洋経済新報社 2016 9784492444351 社会科学 法律

民事判例 1: 2010年前期 現代民事判例研究会 日本評論社 2010 9784535002296 社会科学 法律

法学入門 新装版　【スマホ・読上】 （※） 末弘　嚴太郎 日本評論社 2018 9784535522756 社会科学 法律

人権の主体 （講座人権論の再定位 ２） 愛敬, 浩二 法律文化社 2010 9784589032928 社会科学 法律

人権の射程 （講座人権論の再定位 ３） 長谷部, 恭男 法律文化社 2010 9784589032935 社会科学 法律

人権の実現 （講座人権論の再定位 4） 齋藤, 純一 法律文化社 2011 9784589032942 社会科学 法律

問いかける法哲学 瀧川, 裕英 法律文化社 2016 9784589037886 社会科学 法律

刑事法と歴史的価値とその交錯 ―内田博文先生古稀祝賀論文集― 徳田, 靖之 法律文化社 2016 9784589037961 社会科学 法律

子どもと法 丹羽, 徹 法律文化社 2016 9784589037862 社会科学 法律

高齢犯罪者の権利保障と社会復帰 安田, 恵美 法律文化社 2017 9784589038043 社会科学 法律
多元的行政の憲法理論 = Die Verfassungstheorie und die Ausdifferenzierung der Verwaltung ―ドイツにおける行政の民主的正当化論― 高橋, 雅人 法律文化社 2017 9784589038340 社会科学 法律

性暴力の罪の行為と類型 ―フェミニズムと刑法― 森川, 恭剛 法律文化社 2017 9784589038296 社会科学 法律

面会交流支援の方法と課題 ―別居・離婚後の親子へのサポートを目指して― 二宮, 周平 法律文化社 2017 9784589038357 社会科学 法律

本当は怖い自民党改憲草案 伊地知, 紀子 法律文化社 2017 9784589038593 社会科学 法律

「共謀罪」を問う ―法の解釈・運用をめぐる問題点― 松宮, 孝明 法律文化社 2017 9784589038678 社会科学 法律

セクシュアリティと法 ―身体・社会・言説との交錯― 谷口, 洋幸 法律文化社 2017 9784589038722 社会科学 法律

国際ビジネスのための英米法入門 ―英米法と国際取引法のエッセンス50講―第3版 植田, 淳 法律文化社 2017 9784589038289 社会科学 法律

テキストブック憲法 第2版 澤野, 義一 法律文化社 2017 9784589038241 社会科学 法律

新・エッセンス憲法 安藤, 高行 法律文化社 2017 9784589038265 社会科学 法律

18歳からはじめる民法 第3版（From 18） 潮見, 佳男 法律文化社 2017 9784589038272 社会科学 法律

行政法の基本 ―重要判例からのアプローチ―第6版 北村, 和生 法律文化社 2017 9784589038302 社会科学 法律

歴史から読み解く日本国憲法 第2版 倉持, 孝司 法律文化社 2017 9784589038418 社会科学 法律

クローズアップ憲法 第3版 小沢, 隆一 法律文化社 2017 9784589038517 社会科学 法律

家族法 第2版補訂（ハイブリッド民法 5） 半田, 吉信 法律文化社 2017 9784589038319 社会科学 法律

憲法 ―ベーシックテキスト―第3版 君塚, 正臣 法律文化社 2017 9784589038494 社会科学 法律

民法入門 生田, 敏康 法律文化社 2017 9784589038623 社会科学 法律

犯罪学リテラシー = Understanding criminology 岡本, 英生 法律文化社 2017 9784589038616 社会科学 法律

憲法とそれぞれの人権 第3版 現代憲法教育研究会 法律文化社 2017 9784589038715 社会科学 法律

つかむ・つかえる行政法 第2版 吉田, 利宏 法律文化社 2017 9784589038777 社会科学 法律
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会社法のファイナンスとM&A 畠田, 公明 法律文化社 2017 9784589038692 社会科学 法律

憲法 第3版 加藤, 一彦 法律文化社 2017 9784589038685 社会科学 法律

法学部入門 ―はじめて法律を学ぶ人のための道案内―第2版 中村, 邦義 法律文化社 2017 9784589038739 社会科学 法律

司法権・憲法訴訟論 上 君塚, 正臣 法律文化社 2018 9784589039002 社会科学 法律

司法権・憲法訴訟論 下 君塚, 正臣 法律文化社 2018 9784589039019 社会科学 法律

講義・憲法学 永田, 秀樹 法律文化社 2018 9784589039255 社会科学 法律

司法権の国際化と憲法解釈 ―「参照」を支える理論とその限界― 手塚, 崇聡 法律文化社 2018 9784589039316 社会科学 法律

憲法改正論の焦点 ―平和・人権・家族を考える― 辻村, みよ子 法律文化社 2018 9784589039293 社会科学 法律

離島と法 ―伊豆諸島・小笠原諸島から憲法問題を考える― 榎澤, 幸広 法律文化社 2018 9784589039323 社会科学 法律

会社法の到達点と展望 ―森淳二朗先生退職記念論文集― 徳本, 穰 法律文化社 2018 9784589039408 社会科学 法律

ローディバイス法学入門 第2版 三枝, 有 法律文化社 2018 9784589038937 社会科学 法律

公共政策を学ぶための行政法入門 深澤, 龍一郎 法律文化社 2018 9784589038036 社会科学 法律

大学生のための憲法 君塚, 正臣 法律文化社 2018 9784589039071 社会科学 法律

法と国際社会 ―テキストブック―第2版 徳川, 信治 法律文化社 2018 9784589039262 社会科学 法律

刑事訴訟法の基本 中川, 孝博 法律文化社 2018 9784589039279 社会科学 法律

イギリス法入門 = Introduction to English law ―歴史、社会、法思想から見る― 戒能, 通弘 法律文化社 2018 9784589039231 社会科学 法律

レクチャー国際取引法 第2版（αブックス） 松岡, 博 法律文化社 2018 9784589039354 社会科学 法律

民法総則 新版（新ハイブリッド民法 1） 小野, 秀誠 法律文化社 2018 9784589039415 社会科学 法律

債権各論 新版（新ハイブリッド民法 4） 滝沢, 昌彦 法律文化社 2018 9784589039422 社会科学 法律

民法入門・総則 （αブックス . 新プリメール民法 1） 中田, 邦博 法律文化社 2018 9784589039118 社会科学 法律

物権・担保物権法 （αブックス . 新プリメール民法 2） 今村, 与一 法律文化社 2018 9784589039125 社会科学 法律

債権各論 （αブックス . 新プリメール民法 4） 青野, 博之 法律文化社 2018 9784589039149 社会科学 法律

家族法 （αブックス . 新プリメール民法 5） 床谷, 文雄 法律文化社 2018 9784589039156 社会科学 法律

債権各論 （ユーリカ民法 4） 手嶋, 豊 法律文化社 2018 9784589039385 社会科学 法律

債権総論 （αブックス . 新プリメール民法 3） 松岡, 久和 法律文化社 2018 9784589039132 社会科学 法律

物権・担保物権 （ユーリカ民法 2） 渡邊, 博己 法律文化社 2018 9784589039224 社会科学 法律

スタディ憲法 曽我部, 真裕 法律文化社 2018 9784589039170 社会科学 法律
New レクチャー法哲学 （αブックス） 那須　耕介 法律文化社 2020 9784589041081 社会科学 法律

New 18歳から考える人権 第2版（From 18） 宍戸　常寿 法律文化社 2020 9784589041173 社会科学 法律

日本の国際ボランティア （丸善ライブラリー 238） 五月女　光弘 丸善出版 1997 9784621052389 社会科学 法律

犯罪心理学事典 日本犯罪心理学会 丸善出版 2016 9784621089552 社会科学 法律

犯罪の一般理論 ―低自己統制シンドローム― マイケル・R.ゴットフレッドソン 丸善出版 2018 9784621303184 社会科学 法律

法に触れた少年の未来のために 内田, 博文 みすず書房 2018 9784622087243 社会科学 法律

現代日本法へのカタバシス 新版 木庭, 顕 みすず書房 2018 9784622087076 社会科学 法律

リベラリズムの系譜学 ―法の支配と民主主義は「自由」に何をもたらすか― 中村, 隆文 みすず書房 2019 9784622087922 社会科学 法律

シリア獄中獄外 ヤシーン・ハージュ・サーレハ みすず書房 2020 9784622089117 社会科学 法律

法律学への案内 金津, 謙 八千代出版 2018 9784842917214 社会科学 法律

法学 ―人の一生と法律とのかかわり― 小川, 富之 八千代出版 2018 9784842917313 社会科学 法律
New 法律学への案内 第2版 金津 謙 八千代出版 2021 9784842917955 社会科学 法律 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 法学憲法コアノート 齋藤 洋 八千代出版 2021 9784842918013 社会科学 法律 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 法学憲法基礎 新田　浩司 八千代出版 2021 9784842918105 社会科学 法律

刑罰の本質について・その他 （刑事法論集 第3巻） 小野, 清一郎 有斐閣 1955 9784641902237 社会科学 法律

憲法事例演習教材 （※） 渋谷　秀樹 有斐閣 2009 9784641130678 社会科学 法律

保険法判例百選 （別冊ジュリスト no. 202(46巻4号)） 山下, 友信 有斐閣 2010 9784641115026 社会科学 法律

総則 第3版（民法講義 1） 山本, 敬三 有斐閣 2011 9784641135253 社会科学 法律
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国際法判例百選 第2版（別冊ジュリスト no. 204） 小寺, 彰 有斐閣 2011 9784641115040 社会科学 法律

国際私法判例百選 第2版（別冊ジュリスト no. 210） 櫻田, 嘉章 有斐閣 2012 9784641115101 社会科学 法律

アメリカ法判例百選 （別冊ジュリスト no. 213） 樋口, 範雄 有斐閣 2012 9784641115132 社会科学 法律

条文の読み方 【スマホ・読上】 法制執務用語研究会 有斐閣 2012 9784641125544 社会科学 法律

倒産判例百選 第5版（別冊ジュリスト no. 216(49巻3号)） 伊藤, 眞 有斐閣 2013 9784641115163 社会科学 法律

国際取引法 第4版 佐野, 寛 有斐閣 2014 9784641046726 社会科学 法律

刑法事例演習教材 第2版 井田, 良 有斐閣 2014 9784641139091 社会科学 法律

刑法判例百選 1: 総論 第7版（別冊ジュリスト no. 220(50巻2号)） 山口, 厚 有斐閣 2014 9784641115200 社会科学 法律

刑法判例百選 2: 各論 第7版（別冊ジュリスト no. 221(50巻3号)） 山口, 厚 有斐閣 2014 9784641115217 社会科学 法律

法哲学 【スマホ・読上】 瀧川, 裕英 有斐閣 2014 9784641125674 社会科学 法律

事例演習刑事訴訟法 第2版（法学教室Library） 古江, 頼隆 有斐閣 2015 9784641139046 社会科学 法律

ポイントレクチャー会社法 第2版 近藤, 光男 有斐閣 2015 9784641137097 社会科学 法律

会社法 第14版（リーガルマインド） 弥永, 真生 有斐閣 2015 9784641137059 社会科学 法律

刑法各論 第4版 中森, 喜彦 有斐閣 2015 9784641139138 社会科学 法律

はじめてのEU法 庄司, 克宏 有斐閣 2015 9784641048164 社会科学 法律

民事訴訟法判例百選 第5版（別冊ジュリスト no. 226(51巻4号)） 高橋, 宏志 有斐閣 2015 9784641115279 社会科学 法律

刑法 第3版 【スマホ・読上】 山口, 厚 有斐閣 2015 9784641139084 社会科学 法律

会社法・関連法令条文集 第2版 【スマホ・読上】 江頭, 憲治郎 有斐閣 2015 9784641001473 社会科学 法律

講義破産法・民事再生法 ―重要論点の解説と演習―（法学教室Library） 田頭, 章一 有斐閣 2016 9784641137202 社会科学 法律

行政法読本 第4版 芝池, 義一 有斐閣 2016 9784641131941 社会科学 法律

民事訴訟法概論 高橋, 宏志 有斐閣 2016 9784641137349 社会科学 法律

現代中国法入門 第7版（外国法入門双書） 高見澤, 磨 有斐閣 2016 9784641048171 社会科学 法律

一歩先への憲法入門 片桐, 直人 有斐閣 2016 9784641131965 社会科学 法律

アクチュアル民事の訴訟 補訂版 福永, 有利 有斐閣 2016 9784641137493 社会科学 法律

数理法務のすすめ 草野, 耕一 有斐閣 2016 9784641125889 社会科学 法律
子どもへの司法面接 ―考え方・進め方とトレーニング = Forensic/Investigative interviews with children : theory, practice, and training― 仲, 真紀子 有斐閣 2016 9784641174139 社会科学 法律

憲法判例集 第11版（有斐閣新書） 野中, 俊彦 有斐閣 2016 9784641091603 社会科学 法律

株主と会社役員をめぐる法的課題 近藤, 光男 有斐閣 2016 9784641137486 社会科学 法律

会社法要説 = The elements of corporate law 第2版 落合, 誠一 有斐閣 2016 9784641137561 社会科学 法律

講義刑法学・各論 井田, 良 有斐閣 2016 9784641139176 社会科学 法律

法を学ぶ人のための文章作法 = Writing strategies for those studying law 井田, 良 有斐閣 2016 9784641125896 社会科学 法律

憲法判例50! （Start up） 上田, 健介 有斐閣 2016 9784641227194 社会科学 法律

刑法総論判例50! （Start up） 十河, 太朗 有斐閣 2016 9784641139213 社会科学 法律

家事事件手続法 第3版 梶村, 太市 有斐閣 2016 9784641136373 社会科学 法律

憲法の時間 井上, 典之 有斐閣 2016 9784641227118 社会科学 法律

演習国際私法case 30 = 30 exercises on private international law 櫻田, 嘉章 有斐閣 2016 9784641046764 社会科学 法律

信託の変更・終了・特例等 （信託法セミナー 4） 能見, 善久 有斐閣 2016 9784641137516 社会科学 法律

会社法判例百選 第3版（別冊ジュリスト no. 229） 岩原, 紳作 有斐閣 2016 9784641115309 社会科学 法律

弁護士の紛争解決力 ―元裁判官による実践的ケースで学ぶ― 高世, 三郎 有斐閣 2017 9784641125926 社会科学 法律

行政法 （有斐閣ストゥディア） 野呂, 充 有斐閣 2017 9784641150386 社会科学 法律

行政不服審査法の逐条解説 = Commentary on administrative appeal act 第2版 宇賀, 克也 有斐閣 2017 9784641227217 社会科学 法律

国民の権利及び義務 1 （有斐閣コンメンタール . 注釈日本国憲法 2） 長谷部, 恭男 有斐閣 2017 9784641017979 社会科学 法律

法の扉を開く （広がる民法 1 ; 入門編） 大村, 敦志 有斐閣 2017 9784641137615 社会科学 法律

不法行為法 第5版 吉村, 良一 有斐閣 2017 9784641137646 社会科学 法律

家族法 ―民法を学ぶ―第3版　◆新版配信中(第4版) 窪田, 充見 有斐閣 2017 9784641137592 社会科学 法律
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民事執行・保全法 第5版（有斐閣アルマ Specialized） 上原, 敏夫 有斐閣 2017 9784641220850 社会科学 法律

刑事訴訟法 第5版（有斐閣アルマ Specialized） 長沼, 範良 有斐閣 2017 9784641220508 社会科学 法律

法の世界へ 第7版（有斐閣アルマ Interest） 池田, 真朗 有斐閣 2017 9784641220881 社会科学 法律

遺産管理の法 （新基本民法 8 ; 相続編） 大村, 敦志 有斐閣 2017 9784641137639 社会科学 法律

現代の裁判 第7版（有斐閣アルマ Basic） 市川, 正人 有斐閣 2017 9784641220959 社会科学 法律

基礎から学ぶ刑事法 第6版（有斐閣アルマ Basic） 井田, 良 有斐閣 2017 9784641220997 社会科学 法律

判例の読み方 ―シッシー&ワッシーと学ぶ― 青木, 人志 有斐閣 2017 9784641125957 社会科学 法律

はじめての法律学 ―HとJの物語―第5版（有斐閣アルマ Basic） 松井, 茂記 有斐閣 2017 9784641220928 社会科学 法律

いちばんやさしい憲法入門 第5版（有斐閣アルマ Interest） 初宿, 正典 有斐閣 2017 9784641220911 社会科学 法律

憲法の論理 長谷部, 恭男 有斐閣 2017 9784641227163 社会科学 法律

憲法 = Japanese constitutional law 第3版 渋谷, 秀樹 有斐閣 2017 9784641227231 社会科学 法律

立憲主義と日本国憲法 = Constitutionalism and the constitution of Japan 第4版 高橋, 和之 有斐閣 2017 9784641227255 社会科学 法律

よくわかる入管法 第4版 山田, 鐐一 有斐閣 2017 9784641227132 社会科学 法律

「判旨」から読み解く民法 （法学教室Library） 水野, 謙 有斐閣 2017 9784641137714 社会科学 法律

基本原則と基本概念の法 　◆新版配信中(第2版)（新基本民法 1 ; 総則編） 大村, 敦志 有斐閣 2017 9784641137707 社会科学 法律

包括的担保法の諸問題 （上智大学法学叢書 第38巻） 佐藤, 岩昭 有斐閣 2017 9784641137677 社会科学 法律

担保物権法 第4版（現代民法 3） 道垣内, 弘人 有斐閣 2017 9784641137769 社会科学 法律

信託法 （現代民法 別巻） 道垣内, 弘人 有斐閣 2017 9784641137653 社会科学 法律

会社法大要 第2版 龍田, 節 有斐閣 2017 9784641137509 社会科学 法律

入門刑事手続法 第7版 三井, 誠 有斐閣 2017 9784641139244 社会科学 法律

民法(全) 　◆新版配信中(第2版) 潮見, 佳男 有斐閣 2017 9784641137660 社会科学 法律

民法visual materials 第2版 池田, 真朗 有斐閣 2017 9784641137745 社会科学 法律

法哲学と法哲学の対話 = A dialogue between jurisprudence and legal philosophy 安藤, 馨 有斐閣 2017 9784641125933 社会科学 法律

人権 第2版（Legal quest . 憲法 2） 毛利, 透 有斐閣 2017 9784641179325 社会科学 法律

総論・統治 第2版（Legal quest . 憲法 1） 毛利, 透 有斐閣 2017 9784641179295 社会科学 法律

総則・物権 第6版　◆新版配信中(第7版)（有斐閣アルマ ; Basic . 民法） 山野目, 章夫 有斐閣 2017 9784641220898 社会科学 法律

会社法判例の読み方 ―判例分析の第一歩― 飯田, 秀総 有斐閣 2017 9784641137752 社会科学 法律

民事訴訟法 第7版（有斐閣Sシリーズ 43） 上原, 敏夫 有斐閣 2017 9784641159464 社会科学 法律

ケースブック刑法 第3版 岩間, 康夫 有斐閣 2017 9784641139190 社会科学 法律

ライフステージと法 第7版（有斐閣アルマ Interest） 副田, 隆重 有斐閣 2017 9784641221017 社会科学 法律

不法行為責任内容論序説 長野, 史寛 有斐閣 2017 9784641137684 社会科学 法律

越境犯罪の国際的規制 石井, 由梨佳 有斐閣 2017 9784641046801 社会科学 法律

第三者効の研究 ―第三者規律の基層― 巽, 智彦 有斐閣 2017 9784641227293 社会科学 法律

契約法 中田, 裕康 有斐閣 2017 9784641137318 社会科学 法律

親族・相続 第5版（有斐閣アルマ . 民法 7 : Specialized） 高橋, 朋子 有斐閣 2017 9784641221048 社会科学 法律

会社訴訟・紛争実務の基礎 ―ケースで学ぶ実務対応― 三笘, 裕 有斐閣 2017 9784641137622 社会科学 法律

社会とつながる行政法入門 大橋, 洋一 有斐閣 2017 9784641227330 社会科学 法律

物権 第4版　◆新版配信中(第4版補訂)（有斐閣Sシリーズ . 民法 2 (13)） 淡路, 剛久 有斐閣 2017 9784641159471 社会科学 法律

債権総論判例30! （Start up . 民法 3） 田高, 寛貴 有斐閣 2017 9784641137776 社会科学 法律

商法判例集 第7版 山下, 友信 有斐閣 2017 9784641137837 社会科学 法律

国際法 （有斐閣ストゥディア） 玉田, 大 有斐閣 2017 9784641150454 社会科学 法律

刑事法入門 第8版 大谷, 實 有斐閣 2017 9784641139275 社会科学 法律

行政法判例50! （Start up） 大橋, 真由美 有斐閣 2017 9784641227361 社会科学 法律

行政法総論 第6版（行政法概説 1） 宇賀, 克也 有斐閣 2017 9784641227385 社会科学 法律

民事法入門 第7版　◆新版配信中(第8版)（有斐閣アルマ Basic） 野村, 豊弘 有斐閣 2017 9784641221055 社会科学 法律
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民法総則 （民法概論 1） 山野目, 章夫 有斐閣 2017 9784641137783 社会科学 法律

物権 第2版　◆新版配信中(第3版)（Legal quest . 民法 2） 石田, 剛 有斐閣 2017 9784641179349 社会科学 法律

債権各論判例30! （Start up . 民法 4） 中原, 太郎 有斐閣 2017 9784641137790 社会科学 法律

親族・相続判例30! （Start up . 民法 5） 青竹, 美佳 有斐閣 2017 9784641137844 社会科学 法律

民事訴訟による集合的権利保護の立法と理論 三木, 浩一 有斐閣 2017 9784641137431 社会科学 法律

総則判例30! （Start up . 民法 ; 1） 原田, 昌和 有斐閣 2017 9784641137820 社会科学 法律

刑法各論判例50! （Start up） 十河, 太朗 有斐閣 2017 9784641139268 社会科学 法律

刑事訴訟法判例百選 第10版（別冊ジュリスト no. 232(53巻1号)） 井上, 正仁 有斐閣 2017 9784641115323 社会科学 法律

行政判例百選 1 第7版（別冊ジュリスト no. 235(53巻4号)） 宇賀, 克也 有斐閣 2017 9784641115354 社会科学 法律

行政判例百選 2 第7版（別冊ジュリスト no. 236(53巻5号)） 宇賀, 克也 有斐閣 2017 9784641115361 社会科学 法律

物権判例30! （Start up . 民法 2） 水津, 太郎 有斐閣 2017 9784641137851 社会科学 法律

機関争訟の「法律上の争訟」性 西上, 治 有斐閣 2017 9784641227309 社会科学 法律

解説民法 (債権法) 改正のポイント 大村, 敦志 有斐閣 2017 9784641137356 社会科学 法律

ポイントレクチャー保険法 第2版 甘利, 公人 有斐閣 2017 9784641137738 社会科学 法律

逐条解説刑事収容施設法 第3版 林, 眞琴 有斐閣 2017 9784641018457 社会科学 法律

家事事件手続 ―裁判実務フロンティア― 矢尾, 和子 有斐閣 2017 9784641137530 社会科学 法律

総則 第4版（有斐閣Sシリーズ . 民法 ; 1 1） 山田, 卓生 有斐閣 2018 9784641159495 社会科学 法律

現代行政救済論 第3版（行政法 2） 大橋, 洋一 有斐閣 2018 9784641227415 社会科学 法律

行政救済法 第6版（行政法概説 2） 宇賀, 克也 有斐閣 2018 9784641227446 社会科学 法律

民事訴訟法 第2版（有斐閣ストゥディア） 安西, 明子 有斐閣 2018 9784641150508 社会科学 法律

憲法判例 第8版 戸松, 秀典 有斐閣 2018 9784641227453 社会科学 法律

行政法 第2版 宇賀, 克也 有斐閣 2018 9784641227460 社会科学 法律

行政情報の法理論 （九州大学法学叢書 5） 村上, 裕章 有斐閣 2018 9784641227477 社会科学 法律

商法総則・商行為法 第7版（有斐閣法律学叢書） 近藤, 光男 有斐閣 2018 9784641137981 社会科学 法律

民事手続法入門 第5版（有斐閣アルマ Basic） 佐藤, 鉄男 有斐閣 2018 9784641221109 社会科学 法律

倒産処理法入門 第5版 山本, 和彦 有斐閣 2018 9784641137899 社会科学 法律

入門刑法学 = Introductory lectures in criminal law 各論 第2版（法学教室Library） 井田, 良 有斐閣 2018 9784641139343 社会科学 法律

刑事訴訟法 第2版（Legal quest） 宇藤, 崇 有斐閣 2018 9784641179332 社会科学 法律

アメリカ憲法入門 第8版（外国法入門双書） 松井, 茂記 有斐閣 2018 9784641048232 社会科学 法律

法解釈入門 ―「法的」に考えるための第一歩―補訂版 山下, 純司 有斐閣 2018 9784641126015 社会科学 法律

はじめての行政法 第4版（有斐閣アルマ Basic） 石川, 敏行 有斐閣 2018 9784641221154 社会科学 法律

債権総論 第4版（有斐閣Sシリーズ . 民法 ; 3 22） 野村, 豊弘 有斐閣 2018 9784641159501 社会科学 法律

不法行為法 ―民法を学ぶ―第2版 窪田, 充見 有斐閣 2018 9784641137226 社会科学 法律

会社法 第4版（Legal quest） 伊藤, 靖史 有斐閣 2018 9784641179356 社会科学 法律

株主の利益に反する経営の適法性と持続可能性 ―会社が築く豊かで住みよい社会― 草野, 耕一 有斐閣 2018 9784641137943 社会科学 法律

物権 第3版（有斐閣アルマ . 民法 ; 2 Specialized） 千葉, 恵美子 有斐閣 2018 9784641221147 社会科学 法律

保険法 上 山下, 友信 有斐閣 2018 9784641137912 社会科学 法律

ひとりで学ぶ会社法 久保, 大作 有斐閣 2018 9784641137813 社会科学 法律
行政行為と司法的統制 ―日仏比較法の視点から―（北海道大学大学院法学研究科叢書 20） 亘理, 格 有斐閣 2018 9784641227422 社会科学 法律

民法入門・総則 第5版（有斐閣ブックス . エッセンシャル民法 ; ） 永田, 眞三郎 有斐閣 2018 9784641184404 社会科学 法律

契約 （有斐閣アルマ . 民法 ; 5 Specialized） 山本, 豊 有斐閣 2018 9784641221185 社会科学 法律

独仏法における法定解除の歴史と論理 （大阪市立大学法学叢書 64） 杉本, 好央 有斐閣 2018 9784641048218 社会科学 法律

問題演習基本七法 ―憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法/刑法/刑事訴訟法― 法学教室編集室 有斐閣 2018 9784641126039 社会科学 法律

民事訴訟法 第3版（Legal quest） 三木, 浩一 有斐閣 2018 9784641179387 社会科学 法律

親族・相続 第5版　◆新版配信中(第6版)（有斐閣アルマ . 民法 Basic） 松川, 正毅 有斐閣 2018 9784641221093 社会科学 法律
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抵当権者の追及権について ―抵当権実行制度の再定位のために― 阿部, 裕介 有斐閣 2018 9784641137882 社会科学 法律

ケースブック刑事訴訟法 第5版 井上, 正仁 有斐閣 2018 9784641139336 社会科学 法律

国際私法入門 第8版（有斐閣双書 42） 沢木, 敬郎 有斐閣 2018 9784641112841 社会科学 法律

救済法 第2版（行政法判例集 2） 大橋, 洋一 有斐閣 2018 9784641227583 社会科学 法律

会社法入門 第13版 前田, 庸 有斐閣 2018 9784641137462 社会科学 法律

講義刑法学・総論 第2版 井田, 良 有斐閣 2018 9784641139329 社会科学 法律

国際私法 第2版（Legal quest） 中西, 康 有斐閣 2018 9784641179394 社会科学 法律

よくわかる民事裁判 ―平凡吉訴訟日記―第3版（有斐閣選書 [199]） 山本, 和彦 有斐閣 2018 9784641281431 社会科学 法律

民事訴訟法 第3版（有斐閣アルマ Specialized） 山本, 弘 有斐閣 2018 9784641221116 社会科学 法律

ADR法制の現代的課題 （民事手続法研究 3） 山本, 和彦 有斐閣 2018 9784641137936 社会科学 法律

入門刑法学 = Introductory lectures in criminal law 総論 第2版（法学教室Library） 井田, 良 有斐閣 2018 9784641139381 社会科学 法律

オリエンテーション民法 松久, 三四彦 有斐閣 2018 9784641137875 社会科学 法律

手形・小切手 第5版（有斐閣Sシリーズ . 商法 ; 3 25） 大塚, 龍児 有斐閣 2018 9784641159518 社会科学 法律

民事訴訟法 第6版 伊藤, 眞 有斐閣 2018 9784641138025 社会科学 法律

破産法・民事再生法 第4版 伊藤, 眞 有斐閣 2018 9784641137448 社会科学 法律

刑事弁護の基礎知識 第2版 岡, 慎一 有斐閣 2018 9784641139367 社会科学 法律

法の支配と実践理性の制度化 田中, 成明 有斐閣 2018 9784641126046 社会科学 法律

憲法適合的解釈の比較研究 土井, 真一 有斐閣 2018 9784641227514 社会科学 法律

総則・物権 第8版（別冊ジュリスト . 民法判例百選 ; 1 no. 237） 潮見, 佳男 有斐閣 2018 9784641115378 社会科学 法律

債権 第8版（別冊ジュリスト . 民法判例百選 ; 2 no. 238） 窪田, 充見 有斐閣 2018 9784641115385 社会科学 法律

親族・相続 第2版（別冊ジュリスト . 民法判例百選 ; 3 no. 239） 水野, 紀子 有斐閣 2018 9784641115392 社会科学 法律

対話型行政法の開拓線 大橋, 洋一 有斐閣 2019 9784641227620 社会科学 法律
取締役の善管注意義務 ―コーポレートガバナンスの法的構造論―（同志社大学法学叢書 4） 森田, 章 有斐閣 2019 9784641138056 社会科学 法律

法社会学 第3版（有斐閣アルマ Specialized） 村山, 真維 有斐閣 2019 9784641221246 社会科学 法律

法学学習Q&A 横田, 明美 有斐閣 2019 9784641126091 社会科学 法律

自分で考えるちょっと違った法学入門 第4版 道垣内, 正人 有斐閣 2019 9784641126084 社会科学 法律

現代行政法入門 第4版 曽和, 俊文 有斐閣 2019 9784641227675 社会科学 法律

行政組織法/公務員法/公物法 第5版（行政法概説 3） 宇賀, 克也 有斐閣 2019 9784641126053 社会科学 法律

商法総則・商行為法 第3版（リーガルマインド） 弥永, 真生 有斐閣 2019 9784641138070 社会科学 法律

総則・商行為 第6版（有斐閣Sシリーズ . 商法 ; 1 19） 落合, 誠一 有斐閣 2019 9784641159525 社会科学 法律

保険法 第4版（有斐閣アルマ Specialized） 山下, 友信 有斐閣 2019 9784641221291 社会科学 法律

現代行政過程論 第4版（行政法 1） 大橋, 洋一 有斐閣 2019 9784641227729 社会科学 法律

財産の帰属と変動の法 第2版（新基本民法 2 ; 物権編） 大村, 敦志 有斐閣 2019 9784641138131 社会科学 法律

国際私法 第4版（有斐閣アルマ Specialized） 神前, 禎 有斐閣 2019 9784641221314 社会科学 法律

講義物権・担保物権法 第3版 安永, 正昭 有斐閣 2019 9784641138094 社会科学 法律

親族・相続 第5版（Legal quest . 民法 6） 前田, 陽一 有斐閣 2019 9784641179417 社会科学 法律

民事訴訟法・倒産法の研究 山本, 弘 有斐閣 2019 9784641138063 社会科学 法律

民法(全) 第2版 【スマホ・読上】 潮見, 佳男 有斐閣 2019 9784641138124 社会科学 法律

憲法基本判例を読み直す 第2版（法学教室Library） 野坂, 泰司 有斐閣 2019 9784641227552 社会科学 法律

トピックからはじめる統治制度 ―憲法を考える―第2版 笹田, 栄司 有斐閣 2019 9784641227804 社会科学 法律

基本的人権の事件簿 ―憲法の世界へ―第6版（有斐閣選書 185） 棟居, 快行 有斐閣 2019 9784641281479 社会科学 法律

物権 第4版補訂（有斐閣Sシリーズ . 民法 ; 2 13） 淡路, 剛久 有斐閣 2019 9784641159532 社会科学 法律

憲法判例と裁判官の視線 ―その先に見ていた世界― 千葉, 勝美 有斐閣 2019 9784641227774 社会科学 法律

物権 第2版（有斐閣ブックス . エッセンシャル民法 ; 2 98） 永田, 眞三郎 有斐閣 2019 9784641184442 社会科学 法律

どこでも刑法 ―#総論― 和田, 俊憲 有斐閣 2019 9784641139398 社会科学 法律
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民事法入門 第8版（有斐閣アルマ Basic） 野村, 豊弘 有斐閣 2019 9784641221369 社会科学 法律

基本原則と基本概念の法 第2版（新基本民法 ; 総則編 1） 大村, 敦志 有斐閣 2019 9784641138162 社会科学 法律

物権 第3版（Legal quest . 民法 2） 石田, 剛 有斐閣 2019 9784641179424 社会科学 法律

商法総則・商行為法 第3版（有斐閣アルマ Specialized） 大塚, 英明 有斐閣 2019 9784641221376 社会科学 法律

アメリカから見た日本法 J.マーク・ラムザイヤー 有斐閣 2019 9784641125919 社会科学 法律

リーガル・リサーチ&リポート ―法学部の学び方―第2版 田高　寛貴 有斐閣 2019 9784641126114 社会科学 法律

人権 第7版（有斐閣アルマ, Specialized . 憲法 1） 渋谷　秀樹 有斐閣 2019 9784641221277 社会科学 法律

統治 第7版（有斐閣アルマ, Specialized . 憲法 2） 渋谷　秀樹 有斐閣 2019 9784641221284 社会科学 法律

契約債権の法 第2版（新基本民法 4 ; 債権編） 大村　敦志 有斐閣 2019 9784641138209 社会科学 法律

親族・相続 第6版（有斐閣アルマ, Basic . 民法） 松川　正毅 有斐閣 2019 9784641221406 社会科学 法律

家族法 ―民法を学ぶ―第4版 窪田　充見 有斐閣 2019 9784641138186 社会科学 法律
問題演習基本七法 2019 ―憲法/行政法/民法/商法/民事訴訟法/刑法/刑事訴訟法― 法学教室編集室 有斐閣 2019 9784641126138 社会科学 法律

性法・大学・民法学 ―ポスト司法制度改革の民法学― 大村, 敦志 有斐閣 2019 9784641138230 社会科学 法律

信託法理の展開と法主体 ―会社法・民事訴訟法・倒産法との交錯― 岡, 伸浩 有斐閣 2019 9784641138216 社会科学 法律

国際法務概説 国谷, 史朗 有斐閣 2019 9784641046856 社会科学 法律

商法判例百選 （別冊ジュリスト no. 243） 神作　裕之 有斐閣 2019 9784641115439 社会科学 法律

憲法判例百選　Ⅱ 第7版（別冊ジュリスト no. 246） 長谷部　恭男 有斐閣 2019 9784641115460 社会科学 法律

憲法講話 ―24の入門講義― 長谷部, 恭男 有斐閣 2020 9784641227828 社会科学 法律

総則・物権 第7版（有斐閣アルマ . 民法 Basic） 山野目, 章夫 有斐閣 2020 9784641221475 社会科学 法律

現代刑法入門 第4版（有斐閣アルマ Basic） 浅田, 和茂 有斐閣 2020 9784641221499 社会科学 法律

法学テキストの読み方 大橋, 洋一 有斐閣 2020 9784641126169 社会科学 法律

法の世界へ 第8版（有斐閣アルマ Interest） 池田, 真朗 有斐閣 2020 9784641221635 社会科学 法律

いちばんやさしい憲法入門 第6版（有斐閣アルマ Interest） 初宿, 正典 有斐閣 2020 9784641221505 社会科学 法律

行政法総論 第7版（行政法概説 1） 宇賀, 克也 有斐閣 2020 9784641227835 社会科学 法律

刑法総論の悩みどころ （法学教室Library） 橋爪, 隆 有斐閣 2020 9784641139404 社会科学 法律

はじめての法律学 ―HとJの物語―第6版（有斐閣アルマ Basic） 松井, 茂記 有斐閣 2020 9784641221604 社会科学 法律

憲法判例50! 第2版（Start up） 上田, 健介 有斐閣 2020 9784641227866 社会科学 法律

国民の権利及び義務(2) ; 国会 （有斐閣コンメンタール . 注釈日本国憲法 ; 3） 長谷部, 恭男 有斐閣 2020 9784641017986 社会科学 法律

行政法 第2版（有斐閣ストゥディア） 野呂, 充 有斐閣 2020 9784641150744 社会科学 法律

親族・相続 第6版（有斐閣アルマ . 民法 ; 7 Specialized） 高橋, 朋子 有斐閣 2020 9784641221611 社会科学 法律

民事執行・保全法 第6版（有斐閣アルマ Specialized） 上原, 敏夫 有斐閣 2020 9784641221536 社会科学 法律

債権各論 （民法概論 4） 山野目 章夫 有斐閣 2020 9784641138339 社会科学 法律

刑事訴訟法 第6版（有斐閣アルマ Specialized） （※） 田中, 開 有斐閣 2020 9784641221574 社会科学 法律

債権各論 第4版（民法判例集） （※） 瀬川, 信久 有斐閣 2020 9784641138193 社会科学 法律

公論の空間を発見する （広がる民法 5 ; 学説解読編） （※） 大村, 敦志 有斐閣 2020 9784641138292 社会科学 法律

会社法のみちしるべ 第2版 （※） 大塚, 英明 有斐閣 2020 9784641138377 社会科学 法律

事実認定の基礎 ―裁判官による事実判断の構造―改訂版 伊藤, 滋夫 有斐閣 2020 9784641138414 社会科学 法律

会社更生法・特別清算法 （※） 伊藤, 眞 有斐閣 2020 9784641138384 社会科学 法律
New 担保物権 第3版（有斐閣アルマ . 民法 ; 3 Specialized） （※） 平野, 裕之 有斐閣 2020 9784641221673 社会科学 法律

New 講義刑法学・各論 第2版 （※） 井田, 良 有斐閣 2020 9784641139473 社会科学 法律

New 司法・犯罪心理学 （有斐閣ブックス 686） （※） 藤岡, 淳子 有斐閣 2020 9784641184510 社会科学 法律

New 分野別国際条約ハンドブック （※） 森, 肇志 有斐閣 2020 9784641046870 社会科学 法律

New 入管法概説 高宅, 茂 有斐閣 2020 9784641227897 社会科学 法律 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 法学入門 （※） 宍戸, 常寿 有斐閣 2021 9784641126183 社会科学 法律

New 行政救済法 第7版（行政法概説 2） （※） 宇賀, 克也 有斐閣 2021 9784641228030 社会科学 法律
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New 物的担保・人的担保の法 第2版（新基本民法 3 ; 担保編） （※） 大村, 敦志 有斐閣 2021 9784641138551 社会科学 法律

New はじめての担保物権法 第2版 （※） 角, 紀代恵 有斐閣 2021 9784641138544 社会科学 法律

New 令和元年改正会社法 ―改正の経緯とポイント― 野村, 修也 有斐閣 2021 9784641138629 社会科学 法律 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 会社法 第5版（Legal quest） （※） 伊藤, 靖史 有斐閣 2021 9784641179462 社会科学 法律

New 数字でわかる会社法 第2版 （※） 田中, 亘 有斐閣 2021 9784641138582 社会科学 法律

New 会社法 = Corporate law 第2版（有斐閣ストゥディア） （※） 中東, 正文 有斐閣 2021 9784641150843 社会科学 法律

New 会社法 第15版（リーガルマインド） （※） 弥永, 真生 有斐閣 2021 9784641138643 社会科学 法律

New 刑法の時間 （※） 佐久間, 修 有斐閣 2021 9784641139459 社会科学 法律

New 刑法事例演習 ―メソッドから学ぶ― （※） 十河, 太朗 有斐閣 2021 9784641139480 社会科学 法律

New 国際法 第4版（有斐閣アルマ Specialized） （※） 中谷, 和弘 有斐閣 2021 9784641221734 社会科学 法律

New 国際私法 （有斐閣ストゥディア） （※） 多田, 望 有斐閣 2021 9784641150515 社会科学 法律

New 民事執行・保全判例百選（第３版） 上原敏夫=長谷部由起子=山本和彦 有斐閣 202000 9784641115477 社会科学 法律

スガモプリズン ―戦犯たちの平和運動―（歴史文化ライブラリー 176） 内海, 愛子 吉川弘文館 2004 9784642755764 社会科学 法律

江戸の町奉行 （歴史文化ライブラリー 193） 南, 和男 吉川弘文館 2005 9784642055932 社会科学 法律

三くだり半と縁切寺 ―江戸の離婚を読みなおす―（読みなおす日本史） 高木, 侃 吉川弘文館 2014 9784642065832 社会科学 法律

近世駆込寺と紛争解決 佐藤, 孝之 吉川弘文館 2019 9784642034944 社会科学 法律

市場分析のための統計学入門 清水, 千弘 朝倉書店 2016 9784254122152 社会科学 経済

経済学のための線形代数 平口, 良司 朝倉書店 2017 9784254111484 社会科学 経済

膨張する中国と世界 （アジア研究所叢書 29） 石川, 幸一 亜細亜大学アジア研究所 2015 社会科学 経済

経済統合とアジアの針路 （アジア研究所叢書 31） 大庭, 三枝 亜細亜大学アジア研究所 2017 9784900521339 社会科学 経済

満洲事変前史 （史料満鉄と満洲事変 : 山崎元幹文書 上） アジア経済研究所図書館 岩波書店 2011 9784000248136 社会科学 経済

満洲事変勃発後 （史料満鉄と満洲事変 : 山崎元幹文書 下） アジア経済研究所図書館 岩波書店 2011 9784000248143 社会科学 経済

不況の経済理論 小野, 善康 岩波書店 2012 9784000246736 社会科学 経済

アクチュアリーのための生命保険数学入門 京都大学理学部アクチュアリーサイエンス部門 岩波書店 2014 9784000062800 社会科学 経済

リカード貿易問題の最終解決 ―国際価値論の復権― 塩沢　由典 岩波書店 2014 9784000255691 社会科学 経済

法律家をめざす人のための経済学 （岩波テキストブックス S） 常木, 淳 岩波書店 2015 9784000289160 社会科学 経済

資本主義の限界とオルタナティブ 伊藤　誠 岩波書店 2017 9784000611848 社会科学 経済

幸福感の統計分析 橘木, 俊詔 岩波書店 2018 9784000229616 社会科学 経済

理論経済学と経済政策 ―厚生・マクロ・国際経済学― 大山, 道広 岩波書店 2018 9784000255776 社会科学 経済

経済学は悲しみを分かち合うために ―私の原点― 神野, 直彦 岩波書店 2018 9784000612777 社会科学 経済

マクロ経済学の再構築 ―ケインズとシュンペーター― （※） 吉川, 洋 岩波書店 2020 9784000248303 社会科学 経済
New DXの教養 デジタル時代に求められる実践的知識 志度 昌宏 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2021 9784295011217 社会科学 経済

資本論 I (第1分冊) （マルクス=エンゲルス全集 第23巻a） カール・マルクス 大月書店 1965 社会科学 経済

資本論 I (第2分冊) （マルクス=エンゲルス全集 第23巻b） カール・マルクス 大月書店 1965 社会科学 経済

資本論 II （マルクス=エンゲルス全集 第24巻） カール・マルクス 大月書店 1966 社会科学 経済

資本論 III (第1分冊) （マルクス=エンゲルス全集 第25巻a） カール・マルクス 大月書店 1966 社会科学 経済

資本論 III (第2分冊) （マルクス=エンゲルス全集 第25巻b） カール・マルクス 大月書店 1967 社会科学 経済

世界経済と企業行動 ―現代アメリカ経済分析序説― 萩原, 伸次郎 大月書店 2005 9784272150366 社会科学 経済
New 日本のSDGs ―それってほんとにサステナブル?―【スマホ・読上付】 高橋　真樹 大月書店 2021 9784272331024 社会科学 経済 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

よりよくわかるプロジェクトマネジメント ―project management― 日本プロジェクトマネジメント協会 オーム社 2019 9784274224249 社会科学 経済

藻谷浩介さん、経済成長がなければ僕たちは幸せになれないのでしょうか? 藻谷, 浩介 学芸出版社 2012 9784761513092 社会科学 経済

東北からの挑戦 （地域発イノベーション 1） 地域発イノベーション事例調査研究プロジェクト 河北新報出版センター 2012 9784873412696 社会科学 経済

マルクス『資本論』の方法と大混迷の世界経済 工藤, 晃 かもがわ出版 2018 9784780309638 社会科学 経済

ラディカルに自己刷新するマルクス 岩崎, 信彦 かもがわ出版 2018 9784780309621 社会科学 経済

子どもを持たないこころ ―少子化問題と福祉心理学― 青木, 紀久代 北大路書房 2000 9784762821691 社会科学 経済
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研修設計マニュアル ―人材育成のためのインストラクショナルデザイン― 鈴木, 克明 北大路書房 2015 9784762828942 社会科学 経済

進化経済学ハンドブック = Handbook of evolutionary economics 進化経済学会 共立出版 2006 9784320005723 社会科学 経済

確率微分方程式入門 ―数理ファイナンスへの応用―（数学のかんどころ 26） 石村, 直之 共立出版 2014 9784320110670 社会科学 経済

保険と金融の数理 （クロスセクショナル統計シリーズ 6） 室井, 芳史 共立出版 2017 9784320111226 社会科学 経済

保険数理と統計的方法 （理論統計学教程 . 従属性の統計理論） 清水　泰隆 共立出版 2018 9784320113510 社会科学 経済

複雑系としての経済・社会 （複雑系叢書 3） 早稲田大学複雑系高等学術研究所 共立出版 2019 9784320034471 社会科学 経済
New ロジカルに伝わる英語プレゼンテーション ―必須英語表現、資料作成のノウハウ、オンラインでのプレゼンの段取り― 江藤　友佳 クロスメディアランゲージ 2021 9784295405047 社会科学 経済

協同組合論集 白井, 厚 慶應義塾大学出版会 1991 9784766404821 社会科学 経済

公益学のすすめ 小松, 隆二 慶應義塾大学出版会 2000 9784766407938 社会科学 経済

マクロ経済の分析 石橋, 春男 慶應義塾大学出版会 2010 9784766416336 社会科学 経済

経済学わが道 福岡, 正夫 慶應義塾大学出版会 2011 9784766418613 社会科学 経済

会計学の基本問題 友岡　賛 慶應義塾大学出版会 2016 9784766423440 社会科学 経済

中国「強国復権」の条件 ―「一帯一路」の大望とリスク― 柯, 隆 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425093 社会科学 経済

中国現地法人の労務管理Q&A 尹, 秀鍾 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425215 社会科学 経済

アジア都市の成長戦略 ―「国の経済発展」の概念を変えるダイナミズム― 後藤, 康浩 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425246 社会科学 経済

日本会計史 友岡, 賛 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425468 社会科学 経済

ソーシャル・キャピタルの経済分析 ―「つながり」は地域を再生させるか?― 要藤, 正任 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425642 社会科学 経済

資産家資本主義の生成 ―近代日本の資本市場と金融― 中西, 聡 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425765 社会科学 経済

企業所有論 ―組織の所有アプローチ― ヘンリー・ハンズマン 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425857 社会科学 経済

フィンテックの経済学 ―先端金融技術の理論と実践― 嘉治, 佐保子 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426137 社会科学 経済

移民とAIは日本を変えるか 翁, 邦雄 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426113 社会科学 経済

日本の東南アジア援助政策 ―日本型ODAの形成― 大海渡, 桂子 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426236 社会科学 経済

寡占企業と推測的変動 竹中, 康治 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426649 社会科学 経済

採用のストラテジー 中村, 天江 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426724 社会科学 経済

マルクス経済学 第3版 大西, 広 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426755 社会科学 経済

時代の「見えない危機」を読む ―迷走する市場の着地点はどこか― 黒瀬, 浩一 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426779 社会科学 経済

なぜ中間層は没落したのか ―アメリカ二重経済のジレンマ― ピーター・テミン 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426748 社会科学 経済

「競争」は社会の役に立つのか ―競争の倫理入門― クリストフ・リュトゲ 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426380 社会科学 経済

信用貨幣の生成と展開 ―近世〜現代の歴史実証― 鎮目, 雅人 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426939 社会科学 経済
New 命に「価格」をつけられるのか 【スマホ・読上】 （※） ハワード・スティーヴン・フリードマン 慶應義塾大学出版会 2021 9784766427363 社会科学 経済 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

詩の饗宴 ―ゲーム論家の酔夢譚― 金子, 守 勁草書房 2006 9784326550524 社会科学 経済

韓国・台湾・中国企業の成長戦略 ―課題はガバナンスと研究開発― 浅海, 信行 勁草書房 2008 9784326503094 社会科学 経済

説得の技術としての経済学 ―政策決定と経済学者― 塩澤, 修平 勁草書房 2008 9784326550593 社会科学 経済

地域金融機関の経営行動 ―経済構造変化への対応― 堀江, 康煕 勁草書房 2008 9784326503100 社会科学 経済

社会科学者のための進化ゲーム理論 ―基礎から応用まで― 大浦　宏邦 勁草書房 2008 9784326602131 社会科学 経済

ベトナム経済発展論 ―中所得国の罠と新たなドイモイ― トラン・ヴァン・トウ 勁草書房 2010 9784326503391 社会科学 経済

現代組織論 田尾, 雅夫 勁草書房 2012 9784326602469 社会科学 経済

中国の金融制度 童, 适平 勁草書房 2013 9784326503827 社会科学 経済

社会的選択と個人的評価 第3版 ケネス・J.アロー 勁草書房 2013 9784326503735 社会科学 経済
中世末期西ヨーロッパの市場と規制 ―15世紀フランデレンの穀物流通―（神戸大学経済学叢書 第20輯） 奥西　孝至 勁草書房 2013 9784326546428 社会科学 経済

合理性と自由　上 アマルティア・セン 勁草書房 2014 9784326102396 社会科学 経済

合理性と自由　下 アマルティア・セン 勁草書房 2014 9784326102402 社会科学 経済
福祉国家体制の危機と経済倫理学の再興 ―ドイツ語圏における展開―（神戸大学経済学叢書 第23輯） 永合　位行 勁草書房 2016 9784326546459 社会科学 経済

ライブ・経済史入門 ―経済学と歴史学を架橋する― 小田中, 直樹 勁草書房 2017 9784326550784 社会科学 経済

タイ・プラス・ワンの企業戦略 （ERIA=TCERアジア経済統合叢書 第6巻） 石田, 正美 勁草書房 2017 9784326504381 社会科学 経済
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ODAの終焉 ―機能主義的開発援助の勧め― 浅沼, 信爾 勁草書房 2017 9784326504404 社会科学 経済

選択しないという選択 ―ビッグデータで変わる「自由」のかたち― キャス・サンスティーン 勁草書房 2017 9784326550777 社会科学 経済

経済学 （アカデミックナビ） 大瀧, 雅之 勁草書房 2018 9784326504459 社会科学 経済

なぜ中国企業は人材の流出をプラスに変えられるのか 中村, 圭 勁草書房 2019 9784326504558 社会科学 経済

日本版ビッグバン以後の金融機関経営 ―金融システム改革法の影響と課題― 山沖, 義和 勁草書房 2019 9784326504541 社会科学 経済

理論経済学の新潮流 ―武野秀樹博士米寿記念論文集― 秋本, 耕二 勁草書房 2019 9784326504565 社会科学 経済

アベノミクスの成否 （日本経済政策学会叢書 1） 佐竹, 光彦 勁草書房 2019 9784326546107 社会科学 経済

移民と国内植民の社会学 ―矢内原忠雄の植民論とアイヌ民族― 佐久間, 孝正 勁草書房 2019 9784326654222 社会科学 経済

企業統治と会社法の経済学 細江, 守紀 勁草書房 2019 9784326504596 社会科学 経済

中所得国の罠と中国・ASEAN トラン・ヴァン・トウ 勁草書房 2019 9784326504589 社会科学 経済

スタートダッシュ経済学 伊ケ崎, 大理 勁草書房 2019 9784326504619 社会科学 経済

変貌するコーポレート・ガバナンス ―企業行動のグローバル化、中国、ESG― 花崎, 正晴 勁草書房 2019 9784326504640 社会科学 経済

人工知能と経済 山本, 勲 勁草書房 2019 9784326504626 社会科学 経済

金融商品取引法の理論・実務・判例 （勁草法律実務シリーズ） 河内　隆史 勁草書房 2019 9784326403691 社会科学 経済
移民受け入れと社会的統合のリアリティ ―現代日本における移民の階層的地位と社会学的課題― 是川　夕 勁草書房 2019 9784326603213 社会科学 経済

契約と法の経済分析 （中京大学総合政策研究叢書 第13号） 佐藤　茂春 勁草書房 2020 9784326504695 社会科学 経済

仏教経済学 ―暗い学問-経済学-に光明をあてる― クレア・ブラウン 勁草書房 2020 9784326550838 社会科学 経済

地域創生, そして日本創生へ （日本経済政策学会叢書 2） 小淵, 洋一 勁草書房 2020 9784326546114 社会科学 経済

ナッジ!? ―自由でおせっかいなリバタリアン・パターナリズム― 那須, 耕介 勁草書房 2020 9784326550845 社会科学 経済

日本金融の誤解と誤算 ―通説を疑い検証する― 伊藤, 修 勁草書房 2020 9784326504725 社会科学 経済

現代中国を読み解く三要素 ―経済・テクノロジー・国際関係― 川島, 真 勁草書房 2020 9784326504718 社会科学 経済

チャイナ・ショックの経済学 ―米中貿易戦争の検証― （※） 大橋, 英夫 勁草書房 2020 9784326504756 社会科学 経済
New 戦略・政策研究への招待 ―嘉悦大学大学院創設10周年記念刊行― 嶋口, 充輝 勁草書房 2021 9784326504817 社会科学 経済 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 移民をどう考えるか ―グローバルに学ぶ入門書― カリド・コーザー 勁草書房 2021 9784326654291 社会科学 経済

AHPとコンジョイント分析 木下, 栄蔵 現代数学社 2004 9784768703540 社会科学 経済

独占禁止法の新たな地平 ―国際標準の競争法制へ― 村上, 政博 弘文堂 2019 9784335357848 社会科学 経済

プレステップ経営学 第2版（PRE-STEP 05） 北中, 英明 弘文堂 2020 9784335001505 社会科学 経済

独占禁止法 第9版 （※） 村上, 政博 弘文堂 2020 9784335358050 社会科学 経済
New アメリカ銀行法 （アメリカ法ベーシックス 13） （※） 川口, 恭弘 弘文堂 2020 9784335303838 社会科学 経済

New 人事労働法 ―いかにして法の理念を企業に浸透させるか― （※） 大内, 伸哉 弘文堂 2021 9784335358579 社会科学 経済

バスク・モンドラゴン ―協同組合の町から― 石塚秀雄（１９４８－） 彩流社 1991 9784882022138 社会科学 経済

西部邁の経済思想入門 （放送大学叢書 019） 西部, 邁 左右社 2012 9784903500775 社会科学 経済

経済学大図鑑 【スマホ・読上】 ナイアル・キシテイニー 三省堂 2014 9784385162225 社会科学 経済

経営学大図鑑 【スマホ・読上】 イアン・マルコーズ 三省堂 2015 9784385162300 社会科学 経済

徹底検証!日本型ODA ―非軍事外交の試み― 金, 煕徳 三和書籍 2002 9784916037435 社会科学 経済

アメリカ社会を動かすマネー:9つの論考 杉田, 米行 三和書籍 2008 9784862510334 社会科学 経済

日本企業の対中投資 ―調査・分析と中国の実際― 柴生田, 敦夫 三和書籍 2009 9784862510723 社会科学 経済

ネットワーク産業の規制とその法理 友岡, 史仁 三和書籍 2012 9784862511430 社会科学 経済

SDGsとは何か? ―世界を変える17のSDGs目標― 安藤　顯 三和書籍 2019 9784862513984 社会科学 経済
New イノベーションを実現する起業家の育成法 ―コンピテンシーと起業家教育― 河野 良治 三和書籍 2021 9784862514226 社会科学 経済 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 統計データの分析 （専門基礎ライブラリー . 経済系のための情報活用 : Office2019対応 2） 櫻本, 健 実教出版 2020 9784407348279 社会科学 経済

New 経済地理学とは何か ―批判的立地論入門― 中澤　高志 旬報社 2021 9784845116744 社会科学 経済

コーポレートガバナンス・コードを読み解く 渡辺, 顕 商事法務 2015 9784785723200 社会科学 経済

論点解析経済法 第2版 川浜　昇 商事法務 2016 9784785724597 社会科学 経済

公開買付けの理論と実務 第3版 長島・大野・常松法律事務所 商事法務 2016 9784785724627 社会科学 経済
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実務解説資金決済法 第2版 堀　天子 商事法務 2016 9784785724672 社会科学 経済

金融商品取引法アウトライン 中村　聡 商事法務 2017 9784785725242 社会科学 経済

企業統治と取締役会 森本　滋 商事法務 2017 9784785725143 社会科学 経済

D&O保険の先端 （成長戦略と企業法制 1） D&O保険実務研究会 商事法務 2017 9784785725273 社会科学 経済

優越的地位濫用規制と下請法の解説と分析 第3版 長澤　哲也 商事法務 2018 9784785726027 社会科学 経済

支払決済法 ―手形小切手から電子マネーまで―第3版 小塚　荘一郎 商事法務 2018 9784785726041 社会科学 経済

M&A契約 ―モデル条項と解説― 戸嶋　浩二 商事法務 2018 9784785726003 社会科学 経済

独占禁止法 第3版 菅久　修一 商事法務 2018 9784785726331 社会科学 経済

シンジケート・ローンの法的課題 森下　哲朗 商事法務 2019 9784785727055 社会科学 経済

データの法律と契約 福岡　真之介 商事法務 2019 9784785726966 社会科学 経済
中小企業等の健全な経営に関する新しいガイドラインの課題と展望 （事業再生研究叢書 18） 事業再生研究機構 商事法務 2020 9784785727659 社会科学 経済

複眼思考の会計学 ―国際会計基準は誰のものか― 田中, 弘 税務経理協会 2011 9784419056148 社会科学 経済

会計学はどこで道を間違えたのか 田中, 弘 税務経理協会 2013 9784419059675 社会科学 経済

限定合理性への謬見 ―はじめに組織があった― 米川, 清 税務経理協会 2019 9784419066109 社会科学 経済
人びとはなぜ満州へ渡ったのか ―長野県の社会運動と移民―（金沢大学人間社会研究叢書） 小林, 信介 世界思想社教学社 2015 9784790716570 社会科学 経済

向こう半分の人々の暮らし ―19世紀末ニューヨークの移民下層社会―【スマホ・読上】 ジェイコブ・リース 創元社 2018 9784422360034 社会科学 経済

等身大で語るコンプライアンス講座 中村, 葉志生 大学教育出版 2007 9784887307896 社会科学 経済

ケースブック地域企業の経営戦略 榎本, 悟 大学教育出版 2010 9784864290029 社会科学 経済

国際金融と外国為替 第3版 加野, 忠 大学教育出版 2010 9784887309708 社会科学 経済

ザクセン封建地代償却史研究 松尾, 展成 大学教育出版 2011 9784864290555 社会科学 経済
両大戦間のアメリカ西北部日系社会 ―シアトルとその周辺地域における労働,生活,市民運動― 黒川, 勝利 大学教育出版 2011 9784864290807 社会科学 経済

The East Asian knowledge-based economies Sajit Chandra Debnath 大学教育出版 2013 9784864292054 社会科学 経済
New 企業経営のための経営法学 井原　宏 大学教育出版 2021 9784866921150 社会科学 経済

企業不正支出とコーポレート・ガバナンス 宮本, 幸平 中央経済社 2002 9784502189005 社会科学 経済

ベーシック経営学辞典 片岡, 信之 中央経済社 2004 9784502375903 社会科学 経済

制度変化の会計学 ―会計基準のコンバージェンスを見すえて― 藤井, 秀樹 中央経済社 2007 9784502276309 社会科学 経済

QOE「利益の質」分析 一ノ宮, 士郎 中央経済社 2008 9784502284908 社会科学 経済

会計基準の整合性分析 ―実証研究との接点を求めて― 米山, 正樹 中央経済社 2008 9784502288609 社会科学 経済

知的資産の監査 池田, 公司 中央経済社 2009 9784502294105 社会科学 経済

暖簾の会計 = Accounting for goodwill 山内, 暁 中央経済社 2010 9784502227202 社会科学 経済

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 2011 9784502237805 社会科学 経済

ドイツのコーポレート・ガバナンス 海道, ノブチカ 中央経済社 2013 9784502470202 社会科学 経済

コーポレート・ファイナンス ―CFOを志す人のために― 岩村　充 中央経済社 2013 9784502467301 社会科学 経済

中小企業経営入門 井上　善海 中央経済社 2014 9784502117619 社会科学 経済

国際タックスプランニングの実務 加本　亘 中央経済社 2014 9784502107511 社会科学 経済

コーポレートファイナンス実践講座 堀内　勉 中央経済社 2014 9784502116018 社会科学 経済

MBAエグゼクティブズ ―戦略、マネジメント・コントロール、会計の総合力― 山根　節 中央経済社 2015 9784502142413 社会科学 経済

グローバル金融規制入門 ―厳格化する世界のルールとその影響― 藤田　勉 中央経済社 2015 9784502132414 社会科学 経済

為替リスク管理の教科書 ―基本方針の設定から具体的な実践方法まで― 金森　亨 中央経済社 2015 9784502132810 社会科学 経済

会計の力 全　在紋 中央経済社 2015 9784502160813 社会科学 経済

実験制度会計論 ―未来の会計をデザインする― 田口　聡志 中央経済社 2015 9784502137310 社会科学 経済

実証分析のための計量経済学 ―正しい手法と結果の読み方― 山本　勲 中央経済社 2015 9784502168116 社会科学 経済

企業価値の神秘 ―コーポレートファイナンス理論の思考回路― 宮川　壽夫 中央経済社 2016 9784502201912 社会科学 経済

何がベンチャーを急成長させるのか ―経営チームのダイナミズム― 小林, 英夫 中央経済社 2017 9784502235818 社会科学 経済

事例研究アメーバ経営と管理会計 庵谷, 治男 中央経済社 2018 9784502257612 社会科学 経済
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会計情報と資本市場 ―変容の分析と影響― 浅野, 敬志 中央経済社 2018 9784502250415 社会科学 経済

財務制限条項の実態・影響・役割 ―債務契約における会計情報の活用― 中村, 亮介 中央経済社 2018 9784502250910 社会科学 経済
小さな会社の大きな力 ―逆境を成長に変える企業家的志向性(EO)―（大阪経済大学研究叢書 第87冊） 江島, 由裕 中央経済社 2018 9784502241819 社会科学 経済

損益の区分シフト ―経常利益の調整実態と株価への影響― 木村, 晃久 中央経済社 2019 9784502294419 社会科学 経済

マネジメント研究への招待 ―研究方法の種類と選択― 須田, 敏子 中央経済社 2019 9784502296116 社会科学 経済

イノベーション&マーケティングの経済学 金間, 大介 中央経済社 2019 9784502300813 社会科学 経済

会計の科学と論理 上野, 清貴 中央経済社 2019 9784502308611 社会科学 経済

企業評価論入門 = Business analysis and valuation 奈良, 沙織 中央経済社 2019 9784502299612 社会科学 経済

会社を伸ばす株主還元 石川, 博行 中央経済社 2019 9784502304118 社会科学 経済

新興国市場のファイナンス分析 永野, 護 中央経済社 2019 9784502295317 社会科学 経済

基礎管理会計 = Basic management accounting 清水, 孝 中央経済社 2019 9784502303418 社会科学 経済

消費経済学入門 ―サステイナブルな社会への選択― 樋口, 一清 中央経済社 2019 9784502307515 社会科学 経済

これからの銀行論 ―勝ち残る銀行員の必須知識― 階戸, 照雄 中央経済社 2019 9784502310713 社会科学 経済

デマンド・サイド経営学 ―顧客と共創する使用価値― 宮崎, 正也 中央経済社 2019 9784502312519 社会科学 経済

ものがたりで学ぶ経済学入門 根井, 雅弘 中央経済社 2019 9784502317910 社会科学 経済

管理会計の再構築 ―本質的機能とメゾ管理会計への展開― 高橋, 賢 中央経済社 2019 9784502321818 社会科学 経済

ミャンマー会計制度の研究 谷口, 隆義 中央経済社 2019 9784502324413 社会科学 経済

入門国際経済学 大川, 良文 中央経済社 2019 9784502323416 社会科学 経済

映画に学ぶ経営管理論 第3版 松山, 一紀 中央経済社 2019 9784502327117 社会科学 経済

なぜ組織は個を活かせないのか 馬塲, 杉夫 中央経済社 2019 9784502322310 社会科学 経済

対訳英語で学ぶコーポレートファイナンス入門 第2版 本合, 暁詩 中央経済社 2019 9784502302015 社会科学 経済

英語で学ぶバリュエーション入門 ―対訳― 本合, 暁詩 中央経済社 2019 9784502316715 社会科学 経済

経営戦略 （ベーシック+） 井上　達彦 中央経済社 2019 9784502325014 社会科学 経済

はじめてのアントレプレナーシップ論 中村, 寛樹 中央経済社 2020 9784502326318 社会科学 経済

財務報告論 第2版 矢部, 孝太郎 中央経済社 2020 9784502329111 社会科学 経済

ヨーロッパの会計規制 （大阪経済大学研究叢書 第90冊） 本田, 良巳 中央経済社 2020 9784502328619 社会科学 経済

入門ガイダンスプロジェクトマネジメント 古殿, 幸雄 中央経済社 2020 9784502334610 社会科学 経済

人材育成と職場の人間関係 ―人を育てる職場や仕事のデザイン― 坂本, 理郎 中央経済社 2020 9784502331411 社会科学 経済

知財会計論入門 金田, 堅太郎 中央経済社 2020 9784502334719 社会科学 経済

新興国・開発途上国の会計 ―最良の会計ルールを求めた知的実践― 小津, 稚加子 中央経済社 2020 9784502330810 社会科学 経済

本気で取り組むガバナンス・開示改革 ―経営者とアナリストによる価値共創― 水口, 啓子 中央経済社 2020 9784502344213 社会科学 経済

企業と社会 ―サステナビリティ時代の経営学― 谷本, 寛治 中央経済社 2020 9784502331015 社会科学 経済

英語で学ぶ会計入門 スチュアート・ブライソン 中央経済社 2020 9784502345012 社会科学 経済

新型コロナウイルス影響下の法務対応 中央経済社 中央経済社 2020 9784502353314 社会科学 経済

デジタル戦略の教科書 今枝, 昌宏 中央経済社 2020 9784502359910 社会科学 経済

日本企業のタレントマネジメント ―適者開発日本型人事管理への変革― 石山, 恒貴 中央経済社 2020 9784502354212 社会科学 経済

バブル後25年の検証 【スマホ・読上】 （※） 竹中平蔵 東京書籍 2016 9784487809899 社会科学 経済

経済学は役に立ちますか? 【スマホ・読上】 （※） 竹中平蔵 東京書籍 2018 9784487808519 社会科学 経済

経済学を語る （UP選書 1） 宇野, 弘蔵 東京大学出版会 1967 9784130050012 社会科学 経済

現代の日本経済 （UP選書 12） 中村, 隆英 東京大学出版会 1968 9784130050128 社会科学 経済

アジアの挑戦 （UP選書 26） 川田, 侃 東京大学出版会 1969 9784130050265 社会科学 経済

日本の労務管理 （UP選書 46） 津田, 眞澂 東京大学出版会 1970 9784130050463 社会科学 経済

経済学五十年 上 （UP選書 55） 大内, 兵衛 東京大学出版会 1970 9784130050555 社会科学 経済

経済学五十年 下 （UP選書 56） 大内, 兵衛 東京大学出版会 1970 9784130050562 社会科学 経済

経済成長の定着 （UP選書 60） 中村, 隆英 東京大学出版会 1970 9784130050609 社会科学 経済
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国家独占資本主義 （UP選書 62） 大内, 力 東京大学出版会 1970 9784130050623 社会科学 経済

日本資本主義の論理 （UP選書 84） 柴垣, 和夫 東京大学出版会 1971 9784130050845 社会科学 経済

経済学の効用 （UP選書 89） 宇野, 弘蔵 東京大学出版会 1972 9784130050890 社会科学 経済

現代資本主義の運命 （UP選書 100） 大内, 力 東京大学出版会 1972 9784130060004 社会科学 経済

世界経済の曲り角 （UP選書 103） 楊井, 克巳 東京大学出版会 1972 9784130060035 社会科学 経済

国際通貨入門: 通貨と通商の接点 （UP選書 115） 渡部, 福太郎 東京大学出版会 1973 9784130060158 社会科学 経済

経済政策の課題 （UP選書 119） 貝塚, 啓明 東京大学出版会 1973 9784130060196 社会科学 経済

資本論に学ぶ （UP選書 146） 宇野, 弘蔵 東京大学出版会 1975 9784130060462 社会科学 経済

日本経済の進路 （UP選書 147） 中村, 隆英 東京大学出版会 1975 9784130060479 社会科学 経済

転換する経済学 ―科学の統合化を求めて―（UP選書 150） 玉野井, 芳郎 東京大学出版会 1975 9784130060509 社会科学 経済

南北問題 ―経済的民族主義の潮流―（UP選書 167） 川田, 侃 東京大学出版会 1977 9784130060677 社会科学 経済

日本労務管理の現代化 （UP選書 172） 森, 五郎 東京大学出版会 1977 9784130060721 社会科学 経済

新経済ナショナリズム （UP選書 196） 石崎, 昭彦 東京大学出版会 1979 9784130060967 社会科学 経済

現代の国際経済体制 （UP選書 210） 渡部, 福太郎 東京大学出版会 1980 9784130020107 社会科学 経済

現代資本主義の透視 （UP選書 219） 馬場, 宏二 東京大学出版会 1981 9784130020190 社会科学 経済

経済原論講義 山口, 重克 東京大学出版会 1985 9784130420235 社会科学 経済

金融自由化 （UP選書 249） 蝋山, 昌一 東京大学出版会 1986 9784130020497 社会科学 経済

日本経済史 第2版 石井, 寛治 東京大学出版会 1991 9784130420396 社会科学 経済

経済統計入門 第2版 中村, 隆英 東京大学出版会 1992 9784130420808 社会科学 経済

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 2000 9784130401715 社会科学 経済

貨幣と信用 ―純粋資本主義批判― 大黒, 弘慈 東京大学出版会 2000 9784130401722 社会科学 経済

世界の人口 第2版 河野, 稠果 東京大学出版会 2000 9784130520164 社会科学 経済

グローバリゼーションと国民経済の選択 秋元, 英一 東京大学出版会 2001 9784130401753 社会科学 経済

日本銀行金融政策史 石井, 寛治 東京大学出版会 2001 9784130401760 社会科学 経済

銀行貸出の経済分析 堀江, 康煕 東京大学出版会 2001 9784130401807 社会科学 経済

経営史講義 第2版 大河内, 暁男 東京大学出版会 2001 9784130421096 社会科学 経済

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 2002 9784130401852 社会科学 経済

金融危機の経済分析 桜川, 昌哉 東京大学出版会 2002 9784130401920 社会科学 経済

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 2003 9784130401951 社会科学 経済

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 2003 9784130460743 社会科学 経済

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― 岩崎, 一郎 東京大学出版会 2004 9784130460828 社会科学 経済

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 2005 9784130402200 社会科学 経済

日本資本主義百年の歩み ―安政の開国から戦後改革まで― 大石, 嘉一郎 東京大学出版会 2005 9784130421218 社会科学 経済

経済地理学 ―立地・地域・都市の理論― 松原, 宏 東京大学出版会 2006 9784130402262 社会科学 経済

現代ドイツ経済の歴史 古内, 博行 東京大学出版会 2007 9784130421263 社会科学 経済

日本経済 ―変革期の金融と企業行動― 堀内, 昭義 東京大学出版会 2014 9784130402668 社会科学 経済

日本経済 ―社会的共通資本と持続的発展― 間宮, 陽介 東京大学出版会 2014 9784130402675 社会科学 経済

労働市場と景気循環 ―恐慌論批判― 小幡, 道昭 東京大学出版会 2014 9784130461139 社会科学 経済

ユーロ圏危機と世界経済 ―信認回復のための方策とアジアへの影響― 小川, 英治 東京大学出版会 2015 9784130402712 社会科学 経済

イノベーション・マネジメント ―プロセス・組織の構造化から考える― 野城, 智也 東京大学出版会 2016 9784130421430 社会科学 経済

金融経済学 清水, 克俊 東京大学出版会 2016 9784130402781 社会科学 経済

国際経済学のフロンティア ―グローバリゼーションの拡大と対外経済政策― 木村, 福成 東京大学出版会 2016 9784130402767 社会科学 経済
インタンジブルズ・エコノミー = The economy of intangibles ―無形資産投資と日本の生産性向上― 宮川, 努 東京大学出版会 2016 9784130461184 社会科学 経済

ドイツ都市計画の社会経済史 馬場, 哲 東京大学出版会 2016 9784130461177 社会科学 経済

世界金融危機と金利・為替 ―通貨・金融への影響と評価手法の再構築― 小川, 英治 東京大学出版会 2016 9784130402743 社会科学 経済
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排除と抵抗の郊外 ―フランス「移民」集住地域の形成と変容― 森, 千香子 東京大学出版会 2016 9784130561099 社会科学 経済

テキストブック応用一般均衡モデリング ―プログラムからシミュレーションまで―第2版 細江, 宣裕 東京大学出版会 2016 9784130402729 社会科学 経済

世界金融危機後の金融リスクと危機管理 小川, 英治 東京大学出版会 2017 9784130402811 社会科学 経済

独禁法審判決の法と経済学 ―事例で読み解く日本の競争政策― 岡田, 羊祐 東京大学出版会 2017 9784130402798 社会科学 経済

社会主義体制下の上海経済 ―計画経済と公有化のインパクト― 加島, 潤 東京大学出版会 2018 9784130461245 社会科学 経済

厚生経済学と経済政策論の対話 ―福祉と権利、競争と規制、制度の設計と選択― 鈴村, 興太郎 東京大学出版会 2018 9784130402835 社会科学 経済

検証アベノミクス「新三本の矢」 ―成長戦略による構造改革への期待と課題― 福田, 慎一 東京大学出版会 2018 9784130402842 社会科学 経済

ミクロ経済学演習 = Exercises in microeconomics 第2版 奥野, 正寛 東京大学出版会 2018 9784130421508 社会科学 経済
現代アメリカの経済社会 = American economy and society under the impact of globalization : principles and dynamism ―理念とダイナミズム― 河崎, 信樹 東京大学出版会 2018 9784130421492 社会科学 経済

金融経済学入門 清水, 克俊 東京大学出版会 2018 9784130421485 社会科学 経済

中国・新興国ネクサス ―新たな世界経済循環― 末廣, 昭 東京大学出版会 2018 9784130461269 社会科学 経済

職場における性別ダイバーシティの心理的影響 正木, 郁太郎 東京大学出版会 2019 9784130161213 社会科学 経済

ソ連のコメコン政策と冷戦 ―エネルギー資源問題とグローバル化― 藤沢, 潤 東京大学出版会 2019 9784130261630 社会科学 経済

生命保険数学の基礎 ―アクチュアリー数学入門―第3版 山内　恒人 東京大学出版会 2020 9784130629249 社会科学 経済
移民がつくった街サンパウロ東洋街 = The town Japanese immigrants built on the other side of the world : Bairro Oriental in São Paulo ―地球の反対側の日本近代― 根川, 幸男 東京大学出版会 2020 9784130230773 社会科学 経済

New インフラ協力の歩み ―自助努力支援というメッセージ―（シリーズ「日本の開発協力史を問いなおす」 5） 山田, 順一 東京大学出版会 2021 9784130343244 社会科学 経済

New 多文化共生の社会への条件 ―日本とヨーロッパ、移民政策を問いなおす― 宮島, 喬 東京大学出版会 2021 9784130502023 社会科学 経済 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 経営学習論 ―人材育成を科学する―増補新装版 中原, 淳 東京大学出版会 2021 9784130402958 社会科学 経済 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

現代労務管理成立史論 小林, 康助 同文舘出版 2001 9784495368210 社会科学 経済

日本原価計算理論形成史研究 建部, 宏明 同文舘出版 2003 9784495180317 社会科学 経済

企業の倒産と再生 太田, 三郎 同文舘出版 2004 9784495370817 社会科学 経済

気象・太陽黒点と景気変動 住田, 紘 同文舘出版 2004 9784495437817 社会科学 経済

長崎造船所原価計算生成史 豊島, 義一 同文舘出版 2006 9784495187712 社会科学 経済

戦後日本の会計制度形成と展開 （拓殖大学研究叢書 (社会科学)28） 嶋, 和重 同文舘出版 2007 9784495189518 社会科学 経済

アメーバ経営論 ―ミニ・プロフィットセンターのメカニズムと導入― 三矢, 裕 東洋経済新報社 2003 9784492531624 社会科学 経済

トービン金融論 ジェームス・トービン 東洋経済新報社 2003 9784492653296 社会科学 経済

ビジネスマンのためのファイナンス入門 ―５５のキーワードで基礎からわかる― 山沢　光太郎 東洋経済新報社 2004 9784492653401 社会科学 経済

テキストブックNPO ―非営利組織の制度・活動・マネジメント― 雨森, 孝悦 東洋経済新報社 2007 9784492100196 社会科学 経済

財務マネジメントの基本と原則 ―これ一冊で「使えるファイナンス」の真髄が身に付く― デイビッド・メッキン 東洋経済新報社 2008 9784492601747 社会科学 経済

MBB:「思い」のマネジメント ―知識創造経営の実践フレームワーク― 一條, 和生 東洋経済新報社 2010 9784492521861 社会科学 経済

藩札の経済学 鹿野, 嘉昭 東洋経済新報社 2011 9784492371084 社会科学 経済

競争戦略としてのグローバルルール ―世界市場で勝つ企業の秘訣― 藤井, 敏彦 東洋経済新報社 2012 9784492533086 社会科学 経済

中小企業金融と地域振興 今, 喜典 東洋経済新報社 2012 9784492654453 社会科学 経済

バブルは10年に一度やってくる 藤田, 勉 東洋経済新報社 2013 9784492733004 社会科学 経済

世界史の中の資本主義 ―エネルギー、食料、国家はどうなるか― 水野, 和夫 東洋経済新報社 2013 9784492443972 社会科学 経済

マンキュー経済学 第3版（1） N.グレゴリー・マンキュー 東洋経済新報社 2013 9784492314371 社会科学 経済

最新アメリカの会計原則 あらた監査法人 東洋経済新報社 2014 9784492602218 社会科学 経済

マンキュー経済学 第3版（2） N.グレゴリー・マンキュー 東洋経済新報社 2014 9784492314456 社会科学 経済

マンキュー入門経済学 第2版 N.グレゴリー・マンキュー 東洋経済新報社 2014 9784492314432 社会科学 経済

ハウス・オブ・デット ―銀行でもなく、国家でもなく、個人を救え― アティフ・ミアン 東洋経済新報社 2015 9784492314593 社会科学 経済

経済学の95%はただの常識にすぎない ―ケンブリッジ式経済学ユーザーズガイド― ハジュン・チャン 東洋経済新報社 2015 9784492314609 社会科学 経済

都市経済学 第2版（プログレッシブ経済学シリーズ） 金本, 良嗣 東洋経済新報社 2016 9784492813034 社会科学 経済

経済数学 （サピエンティア） 入谷　純 東洋経済新報社 2016 9784492314715 社会科学 経済

計量経済学 （サピエンティア） 黒住　英司 東洋経済新報社 2016 9784492314722 社会科学 経済

マクロ経済学 （サピエンティア） 中村　保 東洋経済新報社 2016 9784492314791 社会科学 経済
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空間経済学 （サピエンティア） 曽　道智 東洋経済新報社 2016 9784492314852 社会科学 経済

国際金融 （サピエンティア） 小川　英治 東洋経済新報社 2016 9784492654774 社会科学 経済

テキストアンソニー会計学 ロバート・アンソニー 東洋経済新報社 2016 9784492602225 社会科学 経済

市場創造 (イノベーション) 編 （BCG経営コンセプト = The BCG management concepts） 内田, 和成 東洋経済新報社 2016 9784492557723 社会科学 経済
構造改革 (イネーブルメント) 編 （BCG経営コンセプト = The BCG management concepts） 菅野, 寛 東洋経済新報社 2016 9784492557730 社会科学 経済

宇沢弘文傑作論文全ファイル ―1928-2014― 宇沢, 弘文 東洋経済新報社 2016 9784492314869 社会科学 経済

移民の経済学 ベンジャミン・パウエル 東洋経済新報社 2016 9784492314883 社会科学 経済

貧困なき世界 ―途上国初の世銀チーフ・エコノミストの挑戦― ジャスティン・リン 東洋経済新報社 2016 9784492444337 社会科学 経済

新・所得倍増論 ―潜在能力を活かせない「日本病」の正体と処方箋― デービッド・アトキンソン 東洋経済新報社 2016 9784492396353 社会科学 経済

ダグラス・ノース制度原論 ダグラス・C.ノース 東洋経済新報社 2016 9784492314746 社会科学 経済

最後の資本主義 ロバート・B・ライシュ 東洋経済新報社 2016 9784492444405 社会科学 経済

マンキュー経済学 1: ミクロ編 第4版 N・グレゴリー・マンキュー 東洋経済新報社 2019 9784492315194 社会科学 経済

マンキュー経済学 2: マクロ編 第4版 N・グレゴリー・マンキュー 東洋経済新報社 2019 9784492315200 社会科学 経済

マンキュー入門経済学 第3版 N・グレゴリー・マンキュー 東洋経済新報社 2019 9784492315217 社会科学 経済

イノベーション全書 紺野 登 東洋経済新報社 2020 9784492522257 社会科学 経済

アセモグル/レイブソン/リスト　ミクロ経済学 ダロン・アセモグル 東洋経済新報社 2020 9784492315132 社会科学 経済

国際協力の戦後史 荒木, 光弥 東洋経済新報社 2020 9784492062159 社会科学 経済

株式会社の世界史 ―「病理」と「戦争」の500年― 平川, 克美 東洋経済新報社 2020 9784492315323 社会科学 経済

スティグリッツ×ファーガソン不確実性への挑戦 （欲望の資本主義 4） 丸山, 俊一 東洋経済新報社 2020 9784492371282 社会科学 経済

VUCA時代のグローバル戦略 パンカジュ・ゲマワット 東洋経済新報社 2020 9784492534311 社会科学 経済

世界一わかりやすいDX入門 ―GAFAな働き方を普通の日本の会社でやってみた。― 各務, 茂雄 東洋経済新報社 2020 9784492396551 社会科学 経済
New MMTは何が間違いなのか? ―進歩主義的なマクロ経済政策の可能性― ジェラルド・A・エプシュタイン 東洋経済新報社 2020 9784492654927 社会科学 経済

New アクティブ・ラーニングで学ぶ日本の経済 根岸, 毅宏 東洋経済新報社 2021 9784492315347 社会科学 経済

New チャイナテック ―中国デジタル革命の衝撃― 趙, 瑋林 東洋経済新報社 2021 9784492503256 社会科学 経済

New 超加速経済アフリカ ―LEAPFROGで変わる未来のビジネス地図― 椿, 進 東洋経済新報社 2021 9784492212479 社会科学 経済

New ビジネス・リサーチ （はじめての経営学） 佐藤, 郁哉 東洋経済新報社 2021 9784492503287 社会科学 経済

New 失敗の殿堂 ―経営における「輝かしい失敗」の研究― ポール・ルイ・イスケ 東洋経済新報社 2021 9784492503300 社会科学 経済

New 経営学のための統計学・データ分析 （はじめての経営学） 久保, 克行 東洋経済新報社 2021 9784492503294 社会科学 経済

New パーパス経営 ―30年先の視点から現在を捉える― 名和, 高司 東洋経済新報社 2021 9784492534366 社会科学 経済

New Positive deviance ―学習する組織に進化する問題解決アプローチ― リチャード・パスカル 東洋経済新報社 2021 9784492534359 社会科学 経済

New ゼロから考えるリーダーシップ 高橋, 潔 東洋経済新報社 2021 9784492522332 社会科学 経済

情報ネットワークによる組織の意思決定 城川, 俊一 東洋大学出版会 2017 9784908590023 社会科学 経済

企業集団の形成と解体 ―社長会の研究― 菊地　浩之 日本経済評論社 2005 9784818817968 社会科学 経済

都市の展開と土地所有 ―明治維新から高度成長期までの大阪都心― 名武, なつ紀 日本経済評論社 2007 9784818819399 社会科学 経済

非営利・協同システムの展開 中川, 雄一郎 日本経済評論社 2008 9784818820074 社会科学 経済

現代中国経済政策史年表 孔　麗 日本経済評論社 2008 9784818820333 社会科学 経済

ヴェーバー経済社会学への接近 小林　純 日本経済評論社 2010 9784818820937 社会科学 経済

私的空間と公共性 ―『資本論』から現代をみる― 山田　良治 日本経済評論社 2010 9784818821262 社会科学 経済

明日の協同を担うのは誰か ―基礎からの協同組合論―（シリーズ社会・経済を学ぶ） 佐藤, 信 日本経済評論社 2014 9784818823020 社会科学 経済

グローバル資本主義の変容と中心部経済 （グローバル資本主義の現局面 1） SGCIME 日本経済評論社 2015 9784818824027 社会科学 経済

現代資本主義の経済理論 飯田　和人 日本経済評論社 2016 9784818824270 社会科学 経済

太平洋戦争期の物資動員計画 山崎, 志郎 日本経済評論社 2016 9784818824331 社会科学 経済

カンティヨン経済理論研究 中川, 辰洋 日本経済評論社 2016 9784818824447 社会科学 経済

日本銀行の敗北 ―インフレが日本を潰す― 相沢, 幸悦 日本経済評論社 2016 9784818824379 社会科学 経済

IMFと新国際金融体制 大田, 英明 日本経済評論社 2016 9784818824386 社会科学 経済
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中小企業金融としてのABL ―課題と対策― 相馬, 一天 日本経済評論社 2016 9784818824362 社会科学 経済

グローバル資金管理と直接投資 小西, 宏美 日本経済評論社 2017 9784818824539 社会科学 経済

我が国の経済外交 2017 外務省経済局 日本経済評論社 2017 9784818824560 社会科学 経済
New 転換期ドイツの経済思想 ―経済史の観点から― 柳沢, 治 日本経済評論社 2021 9784818825796 社会科学 経済

New 『資本論』諸草稿の検討 ―再生産・信用と国民所得・貿易を中心に― 奥田, 宏司 日本経済評論社 2021 9784818825826 社会科学 経済

New いわゆる財閥考 ―三井、三菱、そして住友― 下谷, 政弘 日本経済評論社 2021 9784818825918 社会科学 経済

経済学入門 （日評ベーシック・シリーズ） 奥野, 正寛 日本評論社 2017 9784535806092 社会科学 経済
New 戦後経済学史の群像 ―日本資本主義はいかに捉えられたか―【スマホ・読上】 （※） 野原, 慎司 白水社 2020 9784560098172 社会科学 経済

New 新・資本主義論 ―「見捨てない社会」を取り戻すために―【スマホ・読上】 （※） ポール・コリアー 白水社 2020 9784560097878 社会科学 経済

New ミンスキーと「不安定性」の経済学 ―MMTの源流へ―【スマホ・読上】 （※） L.ランダル・レイ 白水社 2021 9784560098318 社会科学 経済 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

中世イタリア複式簿記生成史 橋本, 寿哉 白桃書房 2009 9784561461654 社会科学 経済

ICTの進展と情報活用能力 ―変容する組織と個人の関係性― 小豆川, 裕子 白桃書房 2012 9784561265641 社会科学 経済

ファミリービジネス ―知られざる実力と可能性― 後藤, 俊夫 白桃書房 2012 9784561235835 社会科学 経済

企業事故の発生メカニズム ―「手続きの神話化」が事故を引き起こす― 谷口, 勇仁 白桃書房 2012 9784561265825 社会科学 経済

現代トップリーダーとイノベーション 池内, 守厚 白桃書房 2012 9784561255734 社会科学 経済

現代組織の情報セキュリティ・マネジメント ―その戦略と導入・策定・運用― 税所, 哲郎 白桃書房 2012 9784561255901 社会科学 経済

仕事の経営学 ―職務の機能と進路を考える― 川村, 稲造 白桃書房 2012 9784561255932 社会科学 経済

事例で学ぶ経営学 改訂版 今口, 忠政 白桃書房 2012 9784561151784 社会科学 経済

組織不祥事研究 ―組織不祥事を引き起こす潜在的原因の解明― 樋口, 晴彦 白桃書房 2012 9784561265948 社会科学 経済

日本企業の収益不全 ―収益性向上のための最適成長速度― 平井, 孝志 白桃書房 2012 9784561265962 社会科学 経済

入門現代経済学要論 第2版 青木, 孝子 白桃書房 2012 9784561951254 社会科学 経済
「日系人」活用戦略論 ―ブラジル事業展開における「バウンダリー・スパナー」としての可能性― 古沢, 昌之 白桃書房 2013 9784561266235 社会科学 経済

アライアンス・イノベーション ―大企業とベンチャー企業の提携 : 理論と実際― 中村, 裕一郎 白桃書房 2013 9784561266204 社会科学 経済

グローバル企業の経営倫理・CSR 小林, 俊治 白桃書房 2013 9784561266006 社会科学 経済
ケースでまなぶ財務会計 ―新聞記事のケースを通して財務会計の基礎をまなぶ―第7版 永野, 則雄 白桃書房 2013 9784561352020 社会科学 経済

ストック・オプション会計 山下, 克之 白桃書房 2013 9784561362012 社会科学 経済

パズル理論 ―意思決定にみるジグソーパズル型と知恵の輪型― 前川, 佳一 白桃書房 2013 9784561266136 社会科学 経済

経営の解釈学 稲垣, 保弘 白桃書房 2013 9784561161806 社会科学 経済

仕事のコミュニケーション論 ―人間関係の基本と自信を身につける― 川村, 稲造 白桃書房 2013 9784561256243 社会科学 経済

新規事業開発のマネジメント ―社外からの著名効果の分析― 伊藤, 嘉浩 白桃書房 2013 9784561266020 社会科学 経済

人にやさしい会社 ―安全・安心、絆の経営― 田中, 宏司 白桃書房 2013 9784561216117 社会科学 経済

人材イノベーション ―ワーク・ライフ施策,組織コミットメントおよび企業業績― 咸, 惠善 白桃書房 2013 9784561266013 社会科学 経済

戦略的協働の経営 = Management of strategic collaboration 後藤, 祐一 白桃書房 2013 9784561265894 社会科学 経済

多国籍企業の戦略経営 佐久間, 信夫 白桃書房 2013 9784561266075 社会科学 経済

二重性のダイナミクス ―組織変革の構造― 渡辺, 伊津子 白桃書房 2013 9784561266105 社会科学 経済

非連続イノベーションへの解 ―研究開発型産業のR&D生産性向上の鍵― 小久保, 欣哉 白桃書房 2017 9784561266884 社会科学 経済

IoT時代のアライアンス戦略 ―人工知能の進化とマッチング数理モデルの提案― 冨田, 賢 白桃書房 2017 9784561266969 社会科学 経済

財務会計 第5版（Hakuto accounting） 平野, 秀輔 白桃書房 2017 9784561352136 社会科学 経済

財務管理の基礎知識 ―財務諸表の見方から経営分析、管理会計まで―第3版 平野, 秀輔 白桃書房 2017 9784561352150 社会科学 経済
ファヨール ―ファヨール理論とその継承者たち―（経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 2） 佐々木, 恒男 文眞堂 2011 9784830947322 社会科学 経済

バーナード （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 6） 藤井, 一弘 文眞堂 2011 9784830947360 社会科学 経済

サイモン （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 7） 田中, 政光 文眞堂 2011 9784830947377 社会科学 経済

ドラッカー、その思想 三戸, 公 文眞堂 2011 9784830947162 社会科学 経済

カール・ポラニー ―市場自由主義の根源的批判者― 野口, 建彦 文眞堂 2011 9784830947131 社会科学 経済

ウッドワード （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 8） 岸田, 民樹 文眞堂 2012 9784830947384 社会科学 経済
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ドラッカー （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 10） 河野, 大機 文眞堂 2012 9784830947407 社会科学 経済
ニックリッシュ ―経営共同体の思想―（経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 11） 田中, 照純 文眞堂 2012 9784830947414 社会科学 経済

アンソフ （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 9） 庭本, 佳和 文眞堂 2012 9784830947391 社会科学 経済

フォレット （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 4） 三井, 泉 文眞堂 2012 9784830947346 社会科学 経済

テイラー （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 1） 中川, 誠士 文眞堂 2012 9784830947315 社会科学 経済

経営学史事典 ―経営学史学会創立20周年記念―第2版 経営学史学会 文眞堂 2012 9784830947230 社会科学 経済

日本の経営学説 2 （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 14） 片岡, 信之 文眞堂 2013 9784830947445 社会科学 経済

日本の経営学説 1 （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 13） 小笠原, 英司 文眞堂 2013 9784830947438 社会科学 経済

グーテンベルク （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 12） 海道, ノブチカ 文眞堂 2013 9784830947421 社会科学 経済

バーリ=ミーンズ （経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 5） 三戸, 浩 文眞堂 2013 9784830947353 社会科学 経済
メイヨー=レスリスバーガー ―人間関係論―（経営学史叢書 : 経営学史学会創立20周年記念 3） 吉原, 正彦 文眞堂 2013 9784830947339 社会科学 経済

経営者支配とは何か ―日本版コーポレート・ガバナンス・コードとは― 今井, 祐 文眞堂 2014 9784830948275 社会科学 経済

ASEAN経済新時代と日本 ―各国経済と地域の新展開― トラン・ヴァン・トゥ 文眞堂 2016 9784830948978 社会科学 経済

ASEAN経済共同体の創設と日本 石川, 幸一 文眞堂 2016 9784830949173 社会科学 経済

EUの危機と再生 ―中東欧小国の視点― 小山, 洋司 文眞堂 2017 9784830949562 社会科学 経済

躍動・陸のASEAN、南部経済回廊の潜在力 ―メコン経済圏の新展開― 浦田, 秀次郎 文眞堂 2017 9784830949159 社会科学 経済

中国経済を読み解く ―誤解しないための8つの章― 室井, 秀太郎 文眞堂 2017 9784830949289 社会科学 経済

グローバル・エコノミーの論点 ―世界経済の変化を読む― 馬田, 啓一 文眞堂 2017 9784830949319 社会科学 経済

組織コミットメント再考 ―中日米における実証研究を手がかりに― 王, 英燕 文眞堂 2017 9784830949418 社会科学 経済

検証・アジア経済 ―深化する相互依存と経済連携― 石川, 幸一 文眞堂 2017 9784830949449 社会科学 経済

フランスはなぜショックに強いのか ―持続可能なハイブリッド国家― 瀬藤, 澄彦 文眞堂 2017 9784830949470 社会科学 経済

想定外のマネジメント ―高信頼性組織とは何か―第3版 カール・E.ワイク 文眞堂 2017 9784830949494 社会科学 経済

持続可能な開発目標(SDGs)と開発資金 ―開発援助レジームの変容の中で― 浜名, 弘明 文眞堂 2017 9784830949531 社会科学 経済
New 一帯一路の政治経済学 ―中国は新たなフロンティアを創出するか― 平川, 均 文眞堂 2019 9784830950469 社会科学 経済

New EU経済入門 本田, 雅子 文眞堂 2019 9784830950261 社会科学 経済

New 揺らぐ世界経済秩序と日本 ―反グローバリズムと保護主義の深層― 馬田, 啓一 文眞堂 2019 9784830950544 社会科学 経済

New ストーリーで学ぶマネジメント 組織・社会編 新版 田中, 信弘 文眞堂 2019 9784830950421 社会科学 経済

New イノベーション創成の研究開発マネジメント 櫻井, 敬三 文眞堂 2019 9784830950230 社会科学 経済

New オーガニゼーショナル・ビヘイヴィア ―組織の中の人間行動― 中條, 秀治 文眞堂 2019 9784830950346 社会科学 経済

国際ビジネスの現実と地平 ―地域からの眺望―（広島市立大学国際学部叢書 10） 広島市立大学国際学部国際ビジネス研究フォーラム 文眞堂 2020 9784830950858 社会科学 経済
New これさえ読めばサクッとわかる経済学の教科書 川野 祐司 文眞堂 2020 9784830950896 社会科学 経済

New 現代開発経済入門 陸　亦群 文眞堂 2020 9784830950827 社会科学 経済

法律家が教えるLGBTフレンドリーな職場づくりガイド ―従業員が安心して実力を発揮できる職場をつくるために―【スマホ・読上付】 LGBTとアライのための法律家ネットワーク 法研 2019 9784865136081 社会科学 経済

オーストラリアの日本人 ―過去そして現在― 長友, 淳 法律文化社 2016 9784589037824 社会科学 経済

会社事業承継の実務と理論 ―会社法・相続法・租税法・労働法・信託法の交錯― 山下, 眞弘 法律文化社 2017 9784589038111 社会科学 経済

人口論入門 ―歴史から未来へ― 杉田, 菜穂 法律文化社 2017 9784589038609 社会科学 経済
グローバリゼーション下のイギリス経済 ―EU離脱に至る資本蓄積と労働過程の変化―（大阪経済大学研究叢書 第88冊） 櫻井, 幸男 法律文化社 2018 9784589038982 社会科学 経済

人口減少を乗り越える ―縦割りを脱し、市民と共に地域で挑む― 藤本, 健太郎 法律文化社 2018 9784589039200 社会科学 経済

労働者のメンタルヘルス情報と法 ―情報取扱い前提条件整備義務の構想― 三柴, 丈典 法律文化社 2018 9784589039453 社会科学 経済
倫理的市場の経済社会学 = Economic sociology of ethical market : spontaneous order and fair trade ―自生的秩序とフェアトレード― 畑山, 要介 学文社 2016 9784762026799 社会科学 経済

日本経済の長期停滞とアジアへの教訓 長谷川, 啓之 学文社 2018 9784762028007 社会科学 経済

実学企業とマネジメント 吉沢, 正広 学文社 2018 9784762027918 社会科学 経済
New デジタル経営学入門 ―IT経営, eビジネス, マーケティング編― 大嶋, 淳俊 学文社 2021 9784762030758 社会科学 経済

旧「三井物産支店長会議議事録」 1 明治35年 三井文庫 丸善 2004 社会科学 経済

旧「三井物産支店長会議議事録」 2 明治36年 三井文庫 丸善 2004 社会科学 経済



　※　2021.11　追加タイトル：Newの表示あり

ebook list <Maruzen eBook Library> 52/152

No. 書名 著編者名 出版社名 出版年 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分) 備考

旧「三井物産支店長会議議事録」 3 明治37年 三井文庫 丸善 2004 社会科学 経済

旧「三井物産支店長会議議事録」 4 明治38年 三井文庫 丸善 2004 社会科学 経済

旧「三井物産支店長会議議事録」 5 明治39年 三井文庫 丸善 2004 社会科学 経済

旧「三井物産支店長会議議事録」 6 明治40年 三井文庫 丸善 2004 社会科学 経済

旧「三井物産支店長会議議事録」 7 明治41年 三井文庫 丸善 2004 社会科学 経済

旧「三井物産支店長会議議事録」 8 明治44年, 大正2年 三井文庫 丸善 2004 社会科学 経済

旧「三井物産支店長会議議事録」 9 大正4年 三井文庫 丸善 2004 社会科学 経済

旧「三井物産支店長会議議事録」 10 大正5年 三井文庫 丸善 2004 社会科学 経済

旧「三井物産支店長会議議事録」 11 大正6年 三井文庫 丸善 2004 社会科学 経済

旧「三井物産支店長会議議事録」 12 大正7年 三井文庫 丸善 2004 社会科学 経済

旧「三井物産支店長会議議事録」 13 大正8年 三井文庫 丸善 2005 社会科学 経済

旧「三井物産支店長会議議事録」 14 大正10年 三井文庫 丸善 2005 社会科学 経済

旧「三井物産支店長会議議事録」 15 大正15年 三井文庫 丸善 2005 社会科学 経済

旧「三井物産支店長会議議事録」 16 昭和6年 三井文庫 丸善 2005 社会科学 経済

旧「三井物産支店長会議議事録」 別巻 詳細目次 三井文庫 丸善 2013 社会科学 経済

文化経済学のすすめ （丸善ライブラリ－） 池上惇 丸善出版 1991 9784621050019 社会科学 経済

フィランソロピ－ ―企業と人の社会貢献―（丸善ライブラリ－ 95） 出口正之 丸善出版 1993 9784621050958 社会科学 経済

現代企業の条件 ―メガコンペティションの時代―（丸善ライブラリー 260） 長谷川, 洋三 丸善出版 1998 9784621052600 社会科学 経済

経済の倫理学 （現代社会の倫理を考える 8） 山脇, 直司 丸善出版 2002 9784621070949 社会科学 経済

何が間違いか日本の経済政策 ―マドリングスルーの時代―（丸善ライブラリー 364） 白川, 一郎 丸善出版 2004 9784621053645 社会科学 経済

資源クライシス ―だれがその持続可能性を維持するのか?― 加藤, 尚武 丸善出版 2008 9784621079935 社会科学 経済

知識構成システム論 中森, 義輝 丸善出版 2010 9784621082225 社会科学 経済

ソーシャルイノベーション ―地域公共圏のガバナンス― 松行, 康夫 丸善出版 2011 9784621084267 社会科学 経済

エンジニアのための原価の知識とその活用 田中, 雅康 丸善出版 2011 9784621083338 社会科学 経済

イノベーション・エコシステムと新成長戦略 齋藤, 茂樹 丸善出版 2012 9784621085417 社会科学 経済

実務に役立つ ―地震リスクマネジメント入門― 中村, 孝明 丸善出版 2013 9784621086964 社会科学 経済

人の移動事典 ―日本からアジアへ・アジアから日本へ― 吉原, 和男 丸善出版 2013 9784621087190 社会科学 経済

国際開発学事典 国際開発学会 丸善出版 2018 9784621303405 社会科学 経済

人口学事典 日本人口学会 丸善出版 2018 9784621303078 社会科学 経済

デザインブレインマッピング 手塚, 明 丸善出版 2019 9784621303627 社会科学 経済
An analysis of Japanese management styles, business and accounting for business researchers The committee for internationalization of research business analysis association 丸善プラネット 2014 9784863452053 社会科学 経済

大脱出 ―健康、お金、格差の起原― アンガス・ディートン みすず書房 2014 9784622078708 社会科学 経済

21世紀の資本 トマ・ピケティ みすず書房 2014 9784622078760 社会科学 経済

なぜ近代は繁栄したのか ―草の根が生みだすイノベーション― エドマンド・S・フェルプス みすず書房 2016 9784622079613 社会科学 経済

テクノロジーは貧困を救わない 外山, 健太郎 みすず書房 2016 9784622085546 社会科学 経済

アメリカ経済政策入門 ―建国から現在まで― スティーヴン・S・コーエン みすず書房 2017 9784622085836 社会科学 経済

世界不平等レポート 2018 ファクンド・アルヴァレド みすず書房 2018 9784622087151 社会科学 経済

アントフィナンシャル ―1匹のアリがつくる新金融エコシステム― 廉, 薇 みすず書房 2019 9784622087755 社会科学 経済

中国経済史 ―古代から19世紀まで― リチャード・フォン・グラン みすず書房 2019 9784622087847 社会科学 経済

ナチス破壊の経済 上 ―1923-1945― アダム・トゥーズ みすず書房 2019 9784622088127 社会科学 経済

ナチス破壊の経済 下 ―1923-1945― アダム・トゥーズ みすず書房 2019 9784622088134 社会科学 経済

エクソダス ―移民は世界をどう変えつつあるか― ポール・コリアー みすず書房 2019 9784622088332 社会科学 経済

スミス・マルクス・ケインズ ―よみがえる危機の処方箋― ウルリケ・ヘルマン みすず書房 2020 9784622088677 社会科学 経済

暴落　上 ―金融危機は世界をどう変えたのか― アダム・トゥーズ みすず書房 2020 9784622088745 社会科学 経済

暴落　下 ―金融危機は世界をどう変えたのか― アダム・トゥーズ みすず書房 2020 9784622088752 社会科学 経済
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よくわかる経営管理 （やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ） 高橋, 伸夫 ミネルヴァ書房 2011 9784623061044 社会科学 経済

自由化時代のネットワーク産業と社会資本 鳥居, 昭夫 八千代出版 2017 9784842917009 社会科学 経済

日本経済を知る 新版 杉浦, 裕晃 八千代出版 2017 9784842917085 社会科学 経済

ケースで読み解く経営戦略論 草野, 素雄 八千代出版 2018 9784842917238 社会科学 経済

基本経済学 大淵, 三洋 八千代出版 2018 9784842917177 社会科学 経済

読みながら考える保険論 増補改訂第3版 田畑, 康人 八千代出版 2018 9784842917146 社会科学 経済

金融の基礎 改訂増補第2版 沈, 徹 八千代出版 2018 9784842917207 社会科学 経済

詳しく学ぶ経営学 白土, 健 八千代出版 2019 9784842917412 社会科学 経済

グローバル時代の経営管理 湯川　恵子 八千代出版 2019 9784842917559 社会科学 経済

経営学ファーストステップ 北居　明 八千代出版 2020 9784842917740 社会科学 経済

読みながら考える保険論 増補改訂第4版 田畑　康人 八千代出版 2020 9784842917658 社会科学 経済
New 日本経済を問う 杉浦　裕晃 八千代出版 2021 9784842918075 社会科学 経済 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

マクロ経済学・入門 第4版（有斐閣アルマ Basic） 福田, 慎一 有斐閣 2011 9784641124394 社会科学 経済

金融商品取引法判例百選 （別冊ジュリスト no. 214(49巻1号)） 神田, 秀樹 有斐閣 2013 9784641115149 社会科学 経済
21世紀中小企業論 ―多様性と可能性を探る―第3版 【スマホ・読上】（有斐閣アルマ Specialized） 渡辺, 幸男 有斐閣 2013 9784641220096 社会科学 経済

エコノリーガル・スタディーズのすすめ ―社会を見通す法学と経済学の複眼思考― 柳川, 隆 有斐閣 2014 9784641164321 社会科学 経済

ゲーム理論・入門 ―人間社会の理解のために― 新版（有斐閣アルマ Basic） 岡田, 章 有斐閣 2014 9784641220287 社会科学 経済
都市・地域経済学への招待状 = Introduction to urban and regional economics （有斐閣ストゥディア） 佐藤, 泰裕 有斐閣 2014 9784641150096 社会科学 経済

テキストブック開発経済学 第3版（有斐閣ブックス） ジェトロ・アジア経済研究所 有斐閣 2015 9784641184220 社会科学 経済

企業統治の法と経済 ―比較制度分析の視点で見るガバナンス― 田中, 亘 有斐閣 2015 9784641164543 社会科学 経済
マクロ経済学 ―入門の「一歩前」から応用まで = Macroeconomics : from basic principles to applications―（有斐閣ストゥディア） 平口, 良司 有斐閣 2015 9784641150263 社会科学 経済

はじめて出会う会計学 新版（有斐閣アルマ Interest） 川本, 淳 有斐閣 2015 9784641220614 社会科学 経済

計量経済学の第一歩 ―実証分析のススメ―（有斐閣ストゥディア） 田中, 隆一 有斐閣 2015 9784641150287 社会科学 経済

人生を変えるMBA ―「神戸方式」で学ぶ最先端の経営学―【スマホ・読上】 神戸大学専門職大学院 有斐閣 2015 9784641164604 社会科学 経済

経営学で考える 【スマホ・読上】 高橋, 伸夫 有斐閣 2015 9784641164611 社会科学 経済

国際協力 ―その新しい潮流―第3版（有斐閣選書 [207]） 下村, 恭民 有斐閣 2016 9784641281387 社会科学 経済

ストーリーで学ぶ開発経済学 ―途上国の暮らしを考える―（有斐閣ストゥディア） 黒崎, 卓 有斐閣 2016 9784641150348 社会科学 経済

金融商品取引法 = Financial instruments and exchange law 黒沼, 悦郎 有斐閣 2016 9784641136939 社会科学 経済

マクロ経済学 新版（New liberal arts selection） 齊藤, 誠 有斐閣 2016 9784641053847 社会科学 経済

少子化は止められるか? ―政策課題と今後のあり方― 阿部, 正浩 有斐閣 2016 9784641164727 社会科学 経済

コミュニティー・キャピタル ―中国・温州企業家ネットワークの繁栄と限界― 西口, 敏宏 有斐閣 2016 9784641164826 社会科学 経済

日本の公開買付け ―制度と実証― 田中, 亘 有斐閣 2016 9784641137585 社会科学 経済

イノベーション時代の競争政策 ―研究・特許・プラットフォームの法と経済― 小田切　宏之 有斐閣 2016 9784641164963 社会科学 経済

日本経済史 ―近世から現代まで―（Y21） 沢井　実 有斐閣 2016 9784641164888 社会科学 経済

国際化時代の地域経済学 第4版（有斐閣アルマ） 岡田　知弘 有斐閣 2016 9784641220751 社会科学 経済

独占禁止法 第3版 白石, 忠志 有斐閣 2016 9784641144934 社会科学 経済

金融 内田, 浩史 有斐閣 2016 9784641164932 社会科学 経済

フォロワーが語るリーダーシップ ―認められるリーダーの研究― 小野, 善生 有斐閣 2016 9784641164871 社会科学 経済

グローバル化とショック波及の経済学 ―地方自治体・企業・個人の対応― 小川, 光 有斐閣 2016 9784641164857 社会科学 経済

保険学 補訂版（有斐閣ブックス [460]） 近見, 正彦 有斐閣 2016 9784641184343 社会科学 経済

非伝統的金融政策 ―政策当事者としての視点― 宮尾, 龍蔵 有斐閣 2016 9784641164901 社会科学 経済

日本のビジネスシステム ―その原理と革新― 加護野, 忠男 有斐閣 2016 9784641164918 社会科学 経済

事例で学ぶ独占禁止法 鈴木, 孝之 有斐閣 2017 9784641144576 社会科学 経済
プラットフォーム企業のグローバル戦略 ―オープン標準の戦略的活用とビジネス・エコシステム― 立本, 博文 有斐閣 2017 9784641165014 社会科学 経済

マクロ経済学 第2版 二神, 孝一 有斐閣 2017 9784641165021 社会科学 経済
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セオリー&プラクティス経済政策 （有斐閣コンパクト） 柳川, 隆 有斐閣 2017 9784641164994 社会科学 経済

身近に感じる国際金融 （有斐閣ストゥディア） 飯島, 寛之 有斐閣 2017 9784641150447 社会科学 経済

経営の経済学 = Business economics 第3版 丸山, 雅祥 有斐閣 2017 9784641164956 社会科学 経済

日本経済論・入門 ―戦後復興からアベノミクスまで―新版 八代, 尚宏 有斐閣 2017 9784641165038 社会科学 経済

ケースで学ぶ国際企業法務のエッセンス 森下, 哲朗 有斐閣 2017 9784641046795 社会科学 経済

金融の仕組みと働き （有斐閣ブックス） 岡村, 秀夫 有斐閣 2017 9784641184374 社会科学 経済

経済法の現代的課題 ―舟田正之先生古稀祝賀― 金井, 貴嗣 有斐閣 2017 9784641144910 社会科学 経済

金融商品取引法概説 第2版 山下, 友信 有斐閣 2017 9784641137011 社会科学 経済
管理会計・入門 ―戦略経営のためのマネジリアル・アカウンティング―第4版（有斐閣アルマ Basic） 浅田, 孝幸 有斐閣 2017 9784641220966 社会科学 経済

実証から学ぶ国際経済 清田, 耕造 有斐閣 2017 9784641165175 社会科学 経済

アカウンタビリティから経営倫理へ ―経済を超えるために― 國部, 克彦 有斐閣 2017 9784641165137 社会科学 経済

中小企業の事業承継 中村, 廉平 有斐閣 2017 9784641137387 社会科学 経済

独禁法事例集 （法学教室Library） 白石, 忠志 有斐閣 2017 9784641243026 社会科学 経済

ソーシャル・ネットワークとイノベーション戦略 ―組織からコミュニティのデザインへ― 中野, 勉 有斐閣 2017 9784641164840 社会科学 経済
金融システムの制度設計 ―停滞を乗り越える、歴史的、現代的、国際的視点からの考察― 福田, 慎一 有斐閣 2017 9784641165090 社会科学 経済

オープン化戦略 ―境界を越えるイノベーション― 安本, 雅典 有斐閣 2017 9784641164659 社会科学 経済

関与と越境 ―日本企業再生の論理― 軽部　大 有斐閣 2017 9784641165007 社会科学 経済

経験から学ぶ人的資源管理 新版（有斐閣ブックス 456） 上林, 憲雄 有斐閣 2018 9784641184398 社会科学 経済

独禁法講義 第8版　◆新版配信中(第9版) 白石, 忠志 有斐閣 2018 9784641243088 社会科学 経済

現代ヨーロッパ経済 第5版（有斐閣アルマ Specialized） 田中, 素香 有斐閣 2018 9784641221086 社会科学 経済
財務会計・入門 ―企業活動を描き出す会計情報とその活用法―第12版　◆新版配信中(第12版補訂)（有斐閣アルマ Basic） 桜井, 久勝 有斐閣 2018 9784641221178 社会科学 経済

ミャンマー新投資法・改正会社法 ―最新実務を踏まえて― 西村あさひ法律事務所 有斐閣 2018 9784641048201 社会科学 経済

アナリストのための財務諸表分析とバリュエーション S.H. ペンマン 有斐閣 2018 9784641165236 社会科学 経済

現代社会と経済倫理 永合, 位行 有斐閣 2018 9784641165274 社会科学 経済

経済史 ―いまを知り,未来を生きるために― 小野塚, 知二 有斐閣 2018 9784641165151 社会科学 経済

企業論 第4版（有斐閣アルマ Specialized） 三戸, 浩 有斐閣 2018 9784641221192 社会科学 経済

人事管理 ―人と企業,ともに活きるために―（有斐閣ストゥディア） 平野, 光俊 有斐閣 2018 9784641150478 社会科学 経済

産業組織とビジネスの経済学 （有斐閣ストゥディア） 花薗, 誠 有斐閣 2018 9784641150591 社会科学 経済

経営学入門 ―経験から学ぶ―第2版（有斐閣ブックス 449） 上林, 憲雄 有斐閣 2018 9784641184435 社会科学 経済

インドネシアのビジネス法務 （アジアビジネス法務の基礎） 西村あさひ法律事務所 有斐閣 2018 9784641048249 社会科学 経済

越境の国際政治 ―国境を越える人々と国家間関係― 田所, 昌幸 有斐閣 2018 9784641149243 社会科学 経済

経済法入門 （法学教室Library） 泉水, 文雄 有斐閣 2018 9784641243125 社会科学 経済

行動経済学 ―伝統的経済学との統合による新しい経済学を目指して―新版 大垣, 昌夫 有斐閣 2018 9784641165380 社会科学 経済

ベーシック経済学 ―次につながる基礎固め―新版（有斐閣アルマ Basic） 古沢, 泰治 有斐閣 2018 9784641221239 社会科学 経済
インターネットビジネスの競争戦略 ―オンライン証券の独自性の構築メカニズムと模倣の二面性― 高井, 文子 有斐閣 2018 9784641165335 社会科学 経済

組織アイデンティティの機能 ―環境変化への対応における役割― 佐藤, 秀典 有斐閣 2018 9784641165359 社会科学 経済

M&A契約研究 ―理論・実証研究とモデル契約条項― 藤田, 友敬 有斐閣 2018 9784641138001 社会科学 経済
問いからはじめる現代企業 = Introduction to the modern corporation （有斐閣ストゥディア） 小山, 嚴也 有斐閣 2018 9784641150621 社会科学 経済

現代アジア経済論 ―「アジアの世紀」を学ぶ―（有斐閣ブックス 478） 遠藤, 環 有斐閣 2018 9784641184428 社会科学 経済
財務会計・入門 ―企業活動を描き出す会計情報とその活用法―第12版補訂（有斐閣アルマ Basic） 桜井, 久勝 有斐閣 2019 9784641221345 社会科学 経済

経済法 ―独占禁止法と競争政策―第8版補訂（有斐閣アルマ Specialized） 岸井, 大太郎 有斐閣 2019 9784641221260 社会科学 経済

組織行動 ―組織の中の人間行動を探る―（有斐閣ストゥディア） 鈴木, 竜太 有斐閣 2019 9784641150669 社会科学 経済

現代日本経済 第4版（有斐閣アルマ Specialized） 橋本, 寿朗 有斐閣 2019 9784641221215 社会科学 経済

国際経済法 第3版 中川, 淳司 有斐閣 2019 9784641046832 社会科学 経済

条文から学ぶ独占禁止法 第2版 土田, 和博 有斐閣 2019 9784641243149 社会科学 経済



　※　2021.11　追加タイトル：Newの表示あり

ebook list <Maruzen eBook Library> 55/152

No. 書名 著編者名 出版社名 出版年 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分) 備考

計量経済学 （New liberal arts selection） 西山, 慶彦 有斐閣 2019 9784641053854 社会科学 経済

現代大阪経済史 ―大都市産業集積の軌跡― 沢井, 実 有斐閣 2019 9784641165496 社会科学 経済

戦略硬直化のスパイラル ―どうして企業は変われなくなるのか― 中川, 功一 有斐閣 2019 9784641165472 社会科学 経済

日本経済史 武田, 晴人 有斐閣 2019 9784641165281 社会科学 経済

産業組織論 ―理論・戦略・政策を学ぶ― 小田切, 宏之 有斐閣 2019 9784641165533 社会科学 経済

組織学の生成と展開 岸田, 民樹 有斐閣 2019 9784641165519 社会科学 経済

イノベーションの歴史 ―日本の革新的企業家群像― 橘川, 武郎 有斐閣 2019 9784641165526 社会科学 経済

ミクロ経済学って大体こんな感じです 竹内　健蔵 有斐閣 2019 9784641165557 社会科学 経済

入門・証券投資論 （有斐閣ブックス） 岸本　直樹 有斐閣 2019 9784641184473 社会科学 経済

新しい人事労務管理 第6版（有斐閣アルマ　Specialized） 佐藤　博樹 有斐閣 2019 9784641221444 社会科学 経済

はじめての経営組織論 （有斐閣ストゥディア） （※） 高尾　義明 有斐閣 2019 9784641150683 社会科学 経済

実証のための計量時系列分析 （※） ウォルター・エンダース 有斐閣 2019 9784641165489 社会科学 経済

独禁法講義 第9版 白石, 忠志 有斐閣 2020 9784641243323 社会科学 経済

ベーシック経済法 ―独占禁止法入門―第5版（有斐閣アルマ Basic） 川濱, 昇 有斐閣 2020 9784641221413 社会科学 経済

インドのビジネス法務 （アジアビジネス法務の基礎） 西村あさひ法律事務所 有斐閣 2020 9784641048263 社会科学 経済

政治経済学 ―グローバル化時代の国家と市場―（有斐閣ストゥディア） （※） 田中, 拓道 有斐閣 2020 9784641150799 社会科学 経済

情報とインセンティブの経済学 （有斐閣ストゥディア） （※） 石田, 潤一郎 有斐閣 2020 9784641150720 社会科学 経済

市場の世界 ―新しい経済学を求めて― （※） 丸山, 雅祥 有斐閣 2020 9784641165717 社会科学 経済

新・国際金融のしくみ （有斐閣アルマ Specialized） （※） 西村, 陽造 有斐閣 2020 9784641221680 社会科学 経済

組織行動論の考え方・使い方 ―良質のエビデンスを手にするために― （※） 服部, 泰宏 有斐閣 2020 9784641165663 社会科学 経済

ビジネスに役立つ経営戦略論 ―企業の戦略分析入門― （※） 澤田, 直宏 有斐閣 2020 9784641165595 社会科学 経済
New グローバル経済の歴史 （有斐閣アルマ Basic） （※） 河﨑, 信樹 有斐閣 2020 9784641221482 社会科学 経済

New ファイナンス論・入門 ―イチからわかる証券投資と企業金融―（有斐閣コンパクト） （※） 俊野, 雅司 有斐閣 2020 9784641165700 社会科学 経済

New ミクロ経済学の第一歩 新版（有斐閣ストゥディア） （※） 安藤, 至大 有斐閣 2021 9784641150850 社会科学 経済

New ゲーム理論 第3版 （※） 岡田, 章 有斐閣 2021 9784641165779 社会科学 経済

New 国際経営 第5版（有斐閣アルマ Specialized） （※） 吉原, 英樹 有斐閣 2021 9784641221727 社会科学 経済

New 財務会計・入門 ―企業活動を描き出す会計情報とその活用法―第14版（有斐閣アルマ Basic） （※） 桜井, 久勝 有斐閣 2021 9784641221765 社会科学 経済

災害時に知っておきたい労務管理の実務 ―震災に伴う休業・労働時間短縮・雇用調整― 労働新聞社 労働新聞社 2011 9784897613550 社会科学 経済

自治体行動の政治経済学 ―地方財政制度と政府間関係のダイナミズム― 宮﨑, 雅人 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425710 社会科学 経済

自治体財政の憲法的保障 上代, 庸平 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425932 社会科学 経済

財政調整制度下の地方財政 ―健全化への挑戦― 西川　雅史 勁草書房 2011 9784326503520 社会科学 経済

テキストブック公共選択 川野辺, 裕幸 勁草書房 2013 9784326503858 社会科学 経済

政府間競争の経済分析 ―地方自治体の戦略的相互依存の検証― 田中　宏樹 勁草書房 2013 9784326503841 社会科学 経済

税法学原論 第7版 北野, 弘久 勁草書房 2016 9784326403257 社会科学 経済

政府と経済成長 ―税と公共支出の配分―（中京大学総合政策研究叢書 第9号） 大森　達也 勁草書房 2016 9784326504206 社会科学 経済

地方財政を学ぶ 水谷, 守男 勁草書房 2017 9784326504374 社会科学 経済

税法学原論 第8版 （※） 北野, 弘久 勁草書房 2020 9784326403745 社会科学 経済

租税法 第23版（法律学講座双書） 金子, 宏 弘文堂 2019 9784335315411 社会科学 経済

公共経営と公会計改革 小林, 麻理 三和書籍 2013 9784862511461 社会科学 経済

日本・国際税務発展史 矢内, 一好 中央経済社 2018 9784502279911 社会科学 経済

日本の税制と財政 林, 宏昭 中央経済社 2019 9784502295515 社会科学 経済

公会計テキスト 黒木, 淳 中央経済社 2019 9784502295218 社会科学 経済

消費税「増税」の政治過程 岩崎, 健久 中央経済社 2019 9784502308710 社会科学 経済

日本・税務会計形成史 ―法人税・企業会計・商法の関連性― 矢内, 一好 中央経済社 2019 9784502317316 社会科学 経済

消費税法講義録 熊王, 征秀 中央経済社 2019 9784502324710 社会科学 経済
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実例新地方公会計統一基準と財務書類の活用 鈴木, 豊 中央経済社 2020 9784502324918 社会科学 経済

税務会計基礎概念史 矢内, 一好 中央経済社 2020 9784502359415 社会科学 経済

現代の地方財政 ―自治体の運営―（UP選書 139） 加藤, 芳太郎 東京大学出版会 1975 9784130060394 社会科学 経済

日本の税金 （UP選書 201） 佐藤, 進 東京大学出版会 1979 9784130020015 社会科学 経済

文学にあらわれた日本人の納税意識 （UP選書 255） 佐藤, 進 東京大学出版会 1987 9784130020558 社会科学 経済

費用便益分析の基礎 常木, 淳 東京大学出版会 2000 9784130401739 社会科学 経済

結合企業課税の理論 増井, 良啓 東京大学出版会 2002 9784130361194 社会科学 経済

財政学 第3版 貝塚, 啓明 東京大学出版会 2003 9784130421164 社会科学 経済

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 2004 9784130460811 社会科学 経済

財政投融資 （行政学叢書 2） 新藤, 宗幸 東京大学出版会 2006 9784130342322 社会科学 経済

近世の朝廷財政と江戸幕府 佐藤, 雄介 東京大学出版会 2016 9784130262422 社会科学 経済

事業再生と課税 ―コーポレート・ファイナンスと法政策論の日米比較― 長戸, 貴之 東京大学出版会 2017 9784130361507 社会科学 経済

近代中国財政史 ―「外省」から「地方」へ― 佐藤, 淳平 東京大学出版会 2020 9784130261678 社会科学 経済

総説 ; 賠償・終戦処理 （昭和財政史 : 終戦から講和まで 第1巻） 大蔵省財政史室 東洋経済新報社 1984 9784492810316 社会科学 経済

現代税制改革史 ―終戦からバブル崩壊まで― 石, 弘光 東洋経済新報社 2008 9784492610534 社会科学 経済

公共経済学 （サピエンティア） 小塩　隆士 東洋経済新報社 2016 9784492314739 社会科学 経済
政府公会計の理論と実務 ―国の予算・決算制度,財産管理,政策評価及び国際公会計基準への対応― 東, 信男 白桃書房 2016 9784561362128 社会科学 経済

明治前期予算制度史 （香川大学経済研究叢書 28） 長山, 貴之 丸善プラネット 2016 9784863453142 社会科学 経済

金持ち課税 ―税の公正をめぐる経済史― ケネス・シーヴ みすず書房 2018 9784622087014 社会科学 経済

財政学入門 = Introduction to public finance 楠谷, 清 八千代出版 2018 9784842917191 社会科学 経済

財政学と公共経済学はじめの一歩 改訂版 仲林, 真子 八千代出版 2019 9784842917535 社会科学 経済

財政学をつかむ 新版（Textbooks tsukamu） 畑農, 鋭矢 有斐閣 2015 9784641177239 社会科学 経済

テキストブック現代財政学 （有斐閣ブックス 475） 植田, 和弘 有斐閣 2016 9784641184329 社会科学 経済

租税判例百選 第6版（別冊ジュリスト no. 228(52巻2号)） 中里, 実 有斐閣 2016 9784641115293 社会科学 経済

日本地方財政史 ―制度の背景と文脈をとらえる― 小西, 砂千夫 有斐閣 2017 9784641164987 社会科学 経済

地方財政を学ぶ （有斐閣ブックス 476） 沼尾, 波子 有斐閣 2017 9784641184350 社会科学 経済

租税法判例六法 第3版　　◆新版配信中(第4版) 中里, 実 有斐閣 2017 9784641001510 社会科学 経済

実践財政学 ―基礎・理論・政策を学ぶ― 赤井, 伸郎 有斐閣 2017 9784641165045 社会科学 経済

BEPSとグローバル経済活動 （西村高等法務研究所理論と実務の架橋シリーズ） 中里, 実 有斐閣 2017 9784641227279 社会科学 経済

租税法 （有斐閣アルマ Specialized） 岡村, 忠生 有斐閣 2017 9784641220942 社会科学 経済

財政と金融の法的構造 中里, 実 有斐閣 2018 9784641227156 社会科学 経済

よくわかる税法入門 第12版　◆新版配信中(第13版)（有斐閣選書） 三木, 義一 有斐閣 2018 9784641281424 社会科学 経済

租税法入門 第2版（法学教室Library） 増井, 良啓 有斐閣 2018 9784641227538 社会科学 経済

租税法概説 第3版 中里, 実 有斐閣 2018 9784641227569 社会科学 経済

地方債の経済分析 持田, 信樹 有斐閣 2018 9784641165328 社会科学 経済

よくわかる税法入門 第13版（有斐閣選書） 三木, 義一 有斐閣 2019 9784641281448 社会科学 経済
地方財政健全化法とガバナンスの経済学 = Economics of governance effect of Act on Assurance of Sound Financial Status of Local Governments ―制度本格施行後10年での実証的評価― 赤井, 伸郎 有斐閣 2019 9784641165458 社会科学 経済

租税法判例六法 第4版 中里, 実 有斐閣 2019 9784641001541 社会科学 経済

信託課税研究の道標 中里　実 有斐閣 2019 9784641227705 社会科学 経済

よくわかる税法入門 第14版（有斐閣選書） 三木, 義一 有斐閣 2020 9784641281493 社会科学 経済

地方財政改革の現代史 小西 砂千夫 有斐閣 2020 9784641165632 社会科学 経済
New 財政学の扉をひらく （有斐閣ストゥディア） （※） 高端, 正幸 有斐閣 2020 9784641150829 社会科学 経済

New 日本の地方財政 第2版 （※） 神野, 直彦 有斐閣 2020 9784641165755 社会科学 経済

New よくわかる税法入門 第15版（有斐閣選書 206） （※） 三木, 義一 有斐閣 2021 9784641281509 社会科学 経済

制度変革の政治経済過程 ―戦前期日本における営業税廃税運動の研究―（早稲田大学学術叢書 32） 石井, 裕晶 早稲田大学出版部 2014 9784657147028 社会科学 経済
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New メッシュ統計 （統計学one point 15） 佐藤, 彰洋 共立出版 2019 9784320112667 社会科学 統計 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 正規性の検定 （統計学one point 16） 中川, 重和 共立出版 2019 9784320112674 社会科学 統計 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

社会科学における数と量 （UP選書 83） 竹内, 啓 東京大学出版会 1971 9784130050838 社会科学 統計

統計学の未来 ―推計学とその後の発展―（UP選書 154） 竹内, 啓 東京大学出版会 1976 9784130060547 社会科学 統計

統計学の日本史 ―治国経世への願い― 宮川, 公男 東京大学出版会 2017 9784130430395 社会科学 統計

統計と日本社会 ―データサイエンス時代の展開― 国友, 直人 東京大学出版会 2019 9784130434010 社会科学 統計

1歩前からはじめる「統計」の読み方・考え方 神林, 博史 ミネルヴァ書房 2016 9784623075706 社会科学 統計

日本国勢図会　2018/19版 ―日本がわかるデータブック― 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会 2018 9784875491491 社会科学 統計

日本国勢図会　2019/20年版 ―日本がわかるデータブック― 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会 2019 9784875491507 社会科学 統計

世界国勢図会　2019/20版 ―世界がわかるデータブック― 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会 2019 9784875494539 社会科学 統計

データでみる県勢　2020版 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会 2019 9784875493457 社会科学 統計

ロヒンギャ問題とは何か ―難民になれない難民― 日下部, 尚徳 明石書店 2019 9784750348698 社会科学 福祉

社会学入門 ―社会をモデルでよむ― 小林, 盾 朝倉書店 2014 9784254500202 社会科学 福祉

災害情報学事典 日本災害情報学会 朝倉書店 2016 9784254160642 社会科学 福祉

土砂災害と防災教育 ―命を守る判断・行動・備え― 檜垣, 大助 朝倉書店 2016 9784254261677 社会科学 福祉

断片的なものの社会学 岸, 政彦 朝日出版社 2015 9784255008516 社会科学 福祉

地域特性がみえてくる地域診断 ―地域包括支援センターの活動充実を目指して― 都筑千景 医歯薬出版 2020 9784263237410 社会科学 福祉

日本人はなぜ原子力に不安を抱くのか ―日本人の心とリスク―（医療科学新書） 青山, 喬 医療科学社 2007 9784860035044 社会科学 福祉

社会学原論 （岩波テキストブックス） 宮島　喬 岩波書店 2012 9784000289092 社会科学 福祉

視覚都市の地政学 ―まなざしとしての近代― 吉見, 俊哉 岩波書店 2016 9784000610865 社会科学 福祉

社会科学のためのデータ分析入門 上巻 今井, 耕介 岩波書店 2018 9784000612456 社会科学 福祉

社会科学のためのデータ分析入門 下巻 今井, 耕介 岩波書店 2018 9784000612463 社会科学 福祉

現代メディア史 新版（岩波テキストブックス） 佐藤, 卓己 岩波書店 2018 9784000289207 社会科学 福祉

熊本地震 ―情報発信のメディアサイトで何を伝えたか―（震災ドキュメントseries） 工藤, 英幸 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2016 9784844397304 社会科学 福祉
子どもたちに伝えたいこと ―阪神・淡路大震災の被災経験から―（震災ドキュメントseries） 屋敷, 久恵 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2016 9784844397359 社会科学 福祉
被災者と災害ボランティアの共生をめざして ―熊本地震の現場から被災者のニーズを問い直す―（震災ドキュメントseries） 﨑浜, 公之 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2017 9784844397687 社会科学 福祉

よみがえる神戸 ―危機と復興契機の地理的不均衡― デビッド W. エジントン 海青社 2014 9784860992934 社会科学 福祉
豪雨のメカニズムと水害対策 ―降水の観測・予測から浸水対策、自然災害に強いまちづくりまで― 中谷, 剛 エヌ・ティー・エス 2017 9784860434595 社会科学 福祉

はじめて学ぶジェンダー論 [正] 伊田, 広行 大月書店 2004 9784272350186 社会科学 福祉

はじめて学ぶジェンダー論 続 伊田, 広行 大月書店 2006 9784272350216 社会科学 福祉

人権としての社会保障 （小川政亮著作集 第1巻） 小川, 政亮 大月書店 2007 9784272301713 社会科学 福祉

社会保障法の史的展開 （小川政亮著作集 第2巻） 小川, 政亮 大月書店 2007 9784272301720 社会科学 福祉

社会保障の権利と組織・財政 （小川政亮著作集 第3巻） 小川, 政亮 大月書店 2007 9784272301737 社会科学 福祉

家族・子どもと社会保障 （小川政亮著作集 第4巻） 小川, 政亮 大月書店 2007 9784272301744 社会科学 福祉

障害者・患者・高齢者の人として生きる権利 （小川政亮著作集 第5巻） 小川, 政亮 大月書店 2007 9784272301751 社会科学 福祉

戦後の貧困層と公的扶助の権利 （小川政亮著作集 第6巻） 小川, 政亮 大月書店 2007 9784272301768 社会科学 福祉

社会保障権と裁判 （小川政亮著作集 第7巻） 小川, 政亮 大月書店 2007 9784272301775 社会科学 福祉

社会保障と平和・国籍・被爆者 （小川政亮著作集 第8巻） 小川, 政亮 大月書店 2007 9784272301782 社会科学 福祉

「私」をひらく社会学 ―若者のための社会学入門―（シリーズ大学生の学びをつくる） 豊泉, 周治 大月書店 2014 9784272412334 社会科学 福祉
現代社会と子どもの貧困 ―福祉・労働の視点から―（法政大学大原社会問題研究所叢書） 原, 伸子 大月書店 2015 9784272360857 社会科学 福祉

共に生きるための障害福祉学入門 （シリーズ大学生の学びをつくる） 結城, 俊哉 大月書店 2018 9784272412396 社会科学 福祉
New 10年後の福島からあなたへ 【スマホ・読上付】 武藤, 類子 大月書店 2021 9784272331017 社会科学 福祉 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

フェイクニュースを科学する ―拡散するデマ、陰謀論、プロパガンダのしくみ―（DOJIN選書 79） 笹原, 和俊 化学同人 2018 9784759816792 社会科学 福祉

「東日本大震災・原発事故」復興まちづくりに向けて 学芸出版社編集部 学芸出版社 2011 9784761512897 社会科学 福祉

津波のあいだ、生きられた村 饗庭　伸 鹿島出版会 2019 9784306073531 社会科学 福祉
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格差社会と都市空間 ―東京圏の社会地図1990-2010― 橋本健二 鹿島出版会 2020 9784306073555 社会科学 福祉
巨大津波が襲った ―3.11大震災 : 発生から10日間の記録 : 緊急出版特別報道写真集― 河北新報社 河北新報出版センター 2011 9784873412566 社会科学 福祉

東日本大震災全記録 ―被災地からの報告― 河北新報出版センター 2011 9784873412610 社会科学 福祉

本人主体の「個別支援計画」ワークブック ―ICF活用のすすめ― 大阪障害者センター かもがわ出版 2014 9784780306729 社会科学 福祉

特集学童保育の遊びと生活 （学童保育研究 14） 日本学童保育士協会 かもがわ出版 2014 9784780306897 社会科学 福祉
北欧デンマークの障がい福祉の今 ―日本の障がい福祉現場で働く若者たちが出会った現実― 田中, 一旭 かもがわ出版 2014 9784780306880 社会科学 福祉

「子どもを真ん中に」を疑う ―これからの保育と子ども家庭福祉― 宮里, 六郎 かもがわ出版 2014 9784780306811 社会科学 福祉

権利の芽吹きは足もとに ―あたりまえに生きていくための視覚障害者運動― 梅尾, 朱美 かもがわ出版 2014 9784780307122 社会科学 福祉

しあわせになるための「福島差別」論 池田, 香代子 かもがわ出版 2018 9784780309393 社会科学 福祉

「若者/支援」を読み解くブックガイド 阿比　留久美 かもがわ出版 2020 9784780310788 社会科学 福祉
メッセージ ―「苦難の体験」と「生きることの価値」 : ALS患者さん支援ボランティア活動の記録― 犬塚, 久美子 看護の科学社 2006 9784878040153 社会科学 福祉

New ポスト・ソーシャル時代の福祉実践 黒田 研二 関西大学出版部 2021 9784873547312 社会科学 福祉

ICT英語プレゼンテーション ―ビジュアルとストーリーその事例から― 影戸　誠 北樹出版 2020 9784779306341 社会科学 福祉

性犯罪の行動科学 ―発生と再発の抑止に向けた学際的アプローチ― 田口　真二 北大路書房 2010 9784762827273 社会科学 福祉

犯罪と市民の心理学 ―犯罪リスクに社会はどうかかわるか― 小俣　謙二 北大路書房 2011 9784762827556 社会科学 福祉

赤ちゃんポストと緊急下の女性 ―未完の母子救済プロジェクト― 柏木, 恭典 北大路書房 2013 9784762828058 社会科学 福祉

人間関係を支える心理学 ―心の理解と援助― 上野　徳美 北大路書房 2013 9784762828171 社会科学 福祉

社会心理学過去から未来へ 外山　みどり 北大路書房 2015 9784762829079 社会科学 福祉

名前のない母子をみつめて ―日本のこうのとりのゆりかごドイツの赤ちゃんポスト― 蓮田, 太二 北大路書房 2016 9784762829338 社会科学 福祉

言葉と数式で理解する多変量解析入門 小杉　考司 北大路書房 2019 9784762830471 社会科学 福祉
New 行列のできる児童相談所 ―子ども虐待を人任せにしない社会と行動のために― 井上, 景 北大路書房 2019 9784762830846 社会科学 福祉 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 多職種連携を支える「発達障害」理解 ―ASD・ADHDの今を知る旅― 土居 裕和 北大路書房 2021 9784762831508 社会科学 福祉 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

「共災」の論理 高橋, 隆雄 九州大学出版会 2013 9784798500966 社会科学 福祉

行動科学の統計学 ―社会調査のデータ分析―（クロスセクショナル統計シリーズ 5） 永吉, 希久子 共立出版 2016 9784320111219 社会科学 福祉
組織・コミュニティデザイン = Organization and community design （京都大学デザインスクールテキストシリーズ = Kyoto University design school text series 2） 山内, 裕 共立出版 2017 9784320006010 社会科学 福祉

与えあうかかわりをめざして （福祉の役わり・福祉のこころ） 阿部, 志郎 聖学院大学出版会 2009 9784915832871 社会科学 福祉

みんなで参加し共につくる （福祉の役わり・福祉のこころ） 岸川, 洋治 聖学院大学出版会 2011 9784915832925 社会科学 福祉

被災者と支援者のための心のケア 聖学院大学総合研究所カウンセリング研究センター 聖学院大学出版会 2011 9784915832932 社会科学 福祉

医療福祉学総論 星野, 政明 金芳堂 2017 9784765317375 社会科学 福祉

マイノリティの社会参加 ―障害者と多様なリテラシー―（リテラシーズ叢書 3） 佐々木　倫子 くろしお出版 2014 9784874246177 社会科学 福祉

世論とマス・コミュニケーション ―その理論と調査―（関西学院大学研究叢書 第42篇） 真鍋, 一史 慶應義塾大学出版会 1983 9784766402810 社会科学 福祉

イギリスの児童福祉 小松, 隆二 慶應義塾大学出版会 1989 9784766404333 社会科学 福祉

社会・世論調査のデータ解析 真鍋, 一史 慶應義塾大学出版会 1993 9784766405248 社会科学 福祉

心の健康を求めて ―現代家族の病理― 牛島, 定信 慶應義塾大学出版会 1998 9784766407228 社会科学 福祉

国際比較調査の方法と解析 真鍋, 一史 慶應義塾大学出版会 2003 9784766409567 社会科学 福祉

ヒューマンサービスと信頼 ―福祉NPOの理論と実証― 宮垣, 元 慶應義塾大学出版会 2003 9784766410303 社会科学 福祉

現代語訳文明論之概略 = An outline of a theory of civilization 福沢, 諭吉 慶應義塾大学出版会 2010 9784766417449 社会科学 福祉

災害復興法学 = An encouragement of disaster recovery and revitalization law 岡本, 正 慶應義塾大学出版会 2014 9784766421637 社会科学 福祉

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 2017 9784766424812 社会科学 福祉

大学生のための交渉術入門 野沢, 聡子 慶應義塾大学出版会 2017 9784766424874 社会科学 福祉

格差社会と労働市場 ―貧困の固定化をどう回避するか― 樋口, 美雄 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425079 社会科学 福祉

災害復興法学 = An encouragement of disaster recovery and revitalization law 2 岡本, 正 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425369 社会科学 福祉

大学生が知っておきたい消費生活と法律 細川, 幸一 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425697 社会科学 福祉

監視カメラと閉鎖する共同体 ―敵対性と排除の社会学― 朝田, 佳尚 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425864 社会科学 福祉

逸脱の文化史 ―近代の「女らしさ」と「男らしさ」― 小倉, 孝誠 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425925 社会科学 福祉
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子どものこころに寄り添う営み 村瀬, 嘉代子 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426311 社会科学 福祉

コラプション ―なぜ汚職は起こるのか― レイ・フィスマン 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426267 社会科学 福祉

ひれふせ、女たち ―ミソジニーの論理― ケイト・マン 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426359 社会科学 福祉

ドラッグの誕生 ―一九世紀フランスの「犯罪・狂気・病」― 渡邊, 拓也 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426403 社会科学 福祉

「難民」をどう捉えるか ―難民・強制移動研究の理論と方法― 小泉, 康一 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426076 社会科学 福祉

新しい消費者教育 ―これからの消費生活を考える―第2版 神山, 久美 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426335 社会科学 福祉

われわれが災禍を悼むとき ―慰霊祭・追悼式の社会学― 福田, 雄 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426540 社会科学 福祉

家計簿と統計 ―数字から見える日本の消費生活― 佐藤, 朋彦 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426892 社会科学 福祉

プレゼンテーション入門 ―学生のためのプレゼン上達術―（アカデミック・スキルズ） 大出, 敦 慶應義塾大学出版会 2020 9784766425734 社会科学 福祉

医療保険制度の再構築 ―失われつつある「社会保険としての機能」を取り戻す― 西沢, 和彦 慶應義塾大学出版会 2020 9784766427073 社会科学 福祉

同性婚論争 ―「家族」をめぐるアメリカの文化戦争― 小泉, 明子 慶應義塾大学出版会 2020 9784766427004 社会科学 福祉
New 「副業」の研究 ―多様性がもたらす影響と可能性― 川上, 淳之 慶應義塾大学出版会 2021 9784766427332 社会科学 福祉 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New マルクス主義、フェミニズム、セックスワーク論 ―搾取と暴力に抗うために― 森田, 成也 慶應義塾大学出版会 2021 9784766427349 社会科学 福祉 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

結婚の比較文化 小檜山, ルイ 勁草書房 2001 9784326652587 社会科学 福祉

メディアは知識人をどう使ったか ―戦後「論壇」の出発― 大井　浩一 勁草書房 2004 9784326652891 社会科学 福祉

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 2008 9784326602100 社会科学 福祉

養育費政策にみる国家と家族 ―母子世帯の社会学― 下夷, 美幸 勁草書房 2008 9784326602162 社会科学 福祉

階層意識のダイナミクス ―なぜ、それは現実からずれるのか― 数土, 直紀 勁草書房 2009 9784326602179 社会科学 福祉

揺らぐ子育て基盤 ―少子化社会の現状と困難― 松田, 茂樹 勁草書房 2010 9784326602254 社会科学 福祉

心のバリアフリーを目指して ―日本人にとってのうつ病,統合失調症― 中根, 允文 勁草書房 2010 9784326250660 社会科学 福祉

女性のキャリア継続 ―正規と非正規のはざまで― 乙部, 由子 勁草書房 2010 9784326602322 社会科学 福祉

若者と初期キャリア ―「非典型」からの出発のために― 小杉　礼子 勁草書房 2010 9784326602278 社会科学 福祉

プロボノ ―新しい社会貢献新しい働き方― 嵯峨, 生馬 勁草書房 2011 9784326653621 社会科学 福祉

自己啓発の時代 ―「自己」の文化社会学的探究― 牧野, 智和 勁草書房 2012 9784326653720 社会科学 福祉

方法としての構築主義 中河, 伸俊 勁草書房 2013 9784326602568 社会科学 福祉

福祉教育はいかにあるべきか ―演習方法と論文指導― 二木, 立 勁草書房 2013 9784326700783 社会科学 福祉

語られない「子ども」の近代 ―年少者保護制度の歴史社会学― 元森, 絵里子 勁草書房 2014 9784326602681 社会科学 福祉

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 2014 9784326602636 社会科学 福祉

つながりづくりの隘路 ―地域社会は再生するのか― 石田, 光規 勁草書房 2015 9784326602797 社会科学 福祉

職務格差 ―女性の活躍推進を阻む要因はなにか― 大槻, 奈巳 勁草書房 2015 9784326653966 社会科学 福祉

社会福祉概論 ―現代社会と福祉―第4版 小田, 兼三 勁草書房 2016 9784326700950 社会科学 福祉

社会的事実の数理 ―デュルケーム、モース、レヴィ=ストロース― 落合, 仁司 勁草書房 2017 9784326154432 社会科学 福祉

社会的ネットワークと幸福感 ―計量社会学でみる人間関係― 原田, 謙 勁草書房 2017 9784326602957 社会科学 福祉
福祉政治史 ―格差に抗するデモクラシー = History of welfare politics : democracy against inequality― 田中, 拓道 勁草書房 2017 9784326351695 社会科学 福祉

里山に生きる家族と集落 ―こころと絆、持続可能な暮らし― 養父, 志乃夫 勁草書房 2017 9784326654062 社会科学 福祉

地方暮らしの幸福と若者 轡田, 竜蔵 勁草書房 2017 9784326654079 社会科学 福祉

介護する息子たち ―男性性の死角とケアのジェンダー分析― 平山, 亮 勁草書房 2017 9784326654055 社会科学 福祉

社会福祉の基本体系 第5版（福祉の基本体系シリーズ 1） 井村, 圭壯 勁草書房 2017 9784326700974 社会科学 福祉

教育とキャリア （格差の連鎖と若者 1） 石田, 浩 勁草書房 2017 9784326648825 社会科学 福祉

ライフデザインと希望 （格差の連鎖と若者 3） 佐藤, 香 勁草書房 2017 9784326648849 社会科学 福祉

ちょっと気になる社会保障 増補版 権丈, 善一 勁草書房 2017 9784326700967 社会科学 福祉

結婚差別の社会学 齋藤, 直子 勁草書房 2017 9784326654086 社会科学 福祉
集合論による社会的カテゴリー論の展開 ―ブール代数と質的比較分析の応用―（大阪経済大学研究叢書 第86冊） 石田, 淳 勁草書房 2017 9784326602971 社会科学 福祉

ウルリッヒ・ベックの社会理論 ―リスク社会を生きるということ― 伊藤, 美登里 勁草書房 2017 9784326654093 社会科学 福祉

現代メディア・イベント論 ―パブリック・ビューイングからゲーム実況まで― 飯田, 豊 勁草書房 2017 9784326654109 社会科学 福祉
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マンション法案内 第2版（勁草法学案内シリーズ） 鎌野, 邦樹 勁草書房 2017 9784326499366 社会科学 福祉

ジェンダーとセクシュアリティで見る東アジア 瀬地山, 角 勁草書房 2017 9784326602988 社会科学 福祉

ガバナンスとリスクの社会理論 ―機能分化論の視座から― 正村, 俊之 勁草書房 2017 9784326602995 社会科学 福祉

転げ落ちない社会 ―困窮と孤立をふせぐ制度戦略― 宮本, 太郎 勁草書房 2017 9784326654123 社会科学 福祉

保育実践と児童家庭福祉論 相澤, 譲治 勁草書房 2017 9784326701025 社会科学 福祉
社会福祉学は「社会」をどう捉えてきたのか ―ソーシャルワークのグローバル定義における専門職像― 三島, 亜紀子 勁草書房 2017 9784326700998 社会科学 福祉

変わりゆく日本人のネットワーク ―ICT普及期における社会関係の変化― 石黒, 格 勁草書房 2018 9784326603015 社会科学 福祉

格差社会のなかの自己イメージ 数土, 直紀 勁草書房 2018 9784326603046 社会科学 福祉

ちょっと気になる医療と介護 増補版 権丈, 善一 勁草書房 2018 9784326701032 社会科学 福祉

マンゴーと手榴弾 ―生活史の理論―（けいそうブックス） 岸　政彦 勁草書房 2018 9784326654147 社会科学 福祉

社会福祉の形成と展開 （福祉の基本体系シリーズ 10） 井村, 圭壮 勁草書房 2019 9784326701094 社会科学 福祉

女性リーダー育成のために ―グローバル時代のリーダーシップ論― お茶の水女子大学グローバルリーダーシップ研究所 勁草書房 2019 9784326654215 社会科学 福祉

女子のたしなみと日本近代 ―音楽文化にみる「趣味」の受容― 歌川, 光一 勁草書房 2019 9784326654192 社会科学 福祉

孤児と救済のエポック ―十六〜二〇世紀にみる子ども・家族規範の多層性― 土屋, 敦 勁草書房 2019 9784326603169 社会科学 福祉

出会いと結婚 （格差の連鎖と若者 2） 佐藤, 博樹 勁草書房 2019 9784326648832 社会科学 福祉

大災害と情報・メディア ―レジリエンスの向上と地域社会の再興に向けて― 三友, 仁志 勁草書房 2019 9784326504572 社会科学 福祉

男たち/女たちの恋愛 ―近代日本の「自己」とジェンダー― 田中, 亜以子 勁草書房 2019 9784326603176 社会科学 福祉

認知症と情報 （公私で支える高齢者の地域生活 第3巻） 藤田, 卓仙 勁草書房 2019 9784326449767 社会科学 福祉

文化的進化論 ―人びとの価値観と行動が世界をつくりかえる― ロナルド・イングルハート 勁草書房 2019 9784326603183 社会科学 福祉

モバイルメディア時代の働き方 ―拡散するオフィス、集うノマドワーカー― 松下, 慶太 勁草書房 2019 9784326550821 社会科学 福祉

里親制度の史的展開と課題 ―社会的養護における位置づけと養育実態― 貴田, 美鈴 勁草書房 2019 9784326603220 社会科学 福祉

災害復興の経済分析 ―持続的な地域開発と社会的脆弱性―（KDDI総研叢書 9） 林, 万平 勁草書房 2019 9784326504671 社会科学 福祉

日中韓働き方の経済学分析 ―日本を持続するために中国・韓国から学べること― 石塚, 浩美 勁草書房 2019 9784326504688 社会科学 福祉

逃避型ネット依存の社会心理 大野, 志郎 勁草書房 2020 9784326251384 社会科学 福祉

メディア論の地層 ―1970大阪万博から2020東京五輪まで― 飯田　豊 勁草書房 2020 9784326654253 社会科学 福祉
ダイバーシティ経営と人材マネジメント ―生協にみるワーク・ライフ・バランスと理念の共有― 佐藤, 博樹 勁草書房 2020 9784326504664 社会科学 福祉

子育て支援を労働として考える 相馬, 直子 勁草書房 2020 9784326603275 社会科学 福祉

美容資本 ―なぜ人は見た目に投資するのか―（シリーズ数理・計量社会学の応用 1） 小林, 盾 勁草書房 2020 9784326698424 社会科学 福祉
ソーシャルワークはマイノリティをどう捉えてきたのか ―制度的人種差別とアメリカ社会福祉史― 西崎, 緑 勁草書房 2020 9784326701179 社会科学 福祉

基礎から学ぶ産業・組織心理学 （※） 幸田, 達郎 勁草書房 2020 9784326251469 社会科学 福祉

福祉心理学を学ぶ ―児童虐待防止と心の支援― （※） 菅野　恵 勁草書房 2020 9784326251483 社会科学 福祉
New シングルマザーの貧困はなぜ解消されないのか ―「働いても貧困」の現実と支援の課題― 中囿, 桐代 勁草書房 2021 9784326603367 社会科学 福祉

New 社会福祉概論 ―社会福祉の原理と政策―第5版 （※） 鴻上, 圭太 勁草書房 2021 9784326701186 社会科学 福祉

New 生活不安定層のニーズと支援 ―シングル・ペアレント、単身女性、非正規就業者の実態― 西村, 幸満 勁草書房 2021 9784326603329 社会科学 福祉 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

仕事と不平等の社会学 （現代社会学ライブラリー 13） 竹ノ下　弘久 弘文堂 2013 9784335501364 社会科学 福祉

共同体なき社会の韻律 ―中国南京市郊外農村における「非境界的集合」の民族誌― 川瀬, 由高 弘文堂 2019 9784335561382 社会科学 福祉

大規模災害概論 矢代, 晴実 コロナ社 2014 9784339052404 社会科学 福祉

大阪ミナミの子どもたち ―歓楽街で暮らす親と子を支える夜間教室の日々― 金 光敏 彩流社 2019 9784779126123 社会科学 福祉

人間らしく生きる ―現代の貧困とセーフティネット―（放送大学叢書 008） 杉村, 宏 左右社 2010 9784903500256 社会科学 福祉

少年非行 ―社会はどう処遇しているか―（放送大学叢書 025） 鮎川, 潤 左右社 2014 9784865281040 社会科学 福祉

社会調査 ―しくみと考えかた―（放送大学叢書 036） 原, 純輔 左右社 2016 9784865281651 社会科学 福祉
人生に生きる価値を与えているものは何か ―日本人とアメリカ人の生きがいについて― ゴードン・マシューズ 三和書籍 2001 9784916037343 社会科学 福祉

麻薬と紛争 ―麻薬の戦略地政学― アラン ラブルース 三和書籍 2002 9784916037428 社会科学 福祉

逍遙する記憶 ―旅と里程標―（社会学の饗宴 2） 山岸, 健 三和書籍 2007 9784862510143 社会科学 福祉

風景の意味 ―理性と感性―（社会学の饗宴 1） 山岸, 健 三和書籍 2007 9784862510105 社会科学 福祉
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わかりやすいコミュニケーション学 ―基礎から応用まで―改訂版 岡野, 雅雄 三和書籍 2008 9784862510310 社会科学 福祉

美しい日本の心 王, 敏 三和書籍 2010 9784862510808 社会科学 福祉

災害と住民保護 ―東日本大震災が残した課題 : 諸外国の災害対処・危機管理法制― 浜谷, 英博 三和書籍 2012 9784862511300 社会科学 福祉

希望の社会学 ―我々は何者か、我々はどこへ行くのか― 山岸, 健 三和書籍 2013 9784862511508 社会科学 福祉

労働法 第2版 林, 和彦 三和書籍 2013 9784862510815 社会科学 福祉

フリーメイソンの歴史と思想 ―「陰謀論」批判の本格的研究― ヘルムート・ラインアルター 三和書籍 2016 9784862511959 社会科学 福祉

眼差しの世界 ―視覚社会学の展開― 北沢, 裕 三和書籍 2017 9784862512352 社会科学 福祉

失われた居場所を求めて ―都市と農村のはざまから現代社会を透視― 祖田, 修 三和書籍 2019 9784862513915 社会科学 福祉

復興の防災計画 ―巨大災害に向けて― 牧, 紀男 鹿島出版会 2013 9784306094284 社会科学 福祉

巨大津波災害から学ぶ 赤塚, 雄三 鹿島出版会 2013 9784306094260 社会科学 福祉

南海トラフ巨大地震の防災対策 ―地域防災のグランドデザイン― 高畠, 秀雄 鹿島出版会 2014 9784306094369 社会科学 福祉

基礎から学ぶ社会保障 増補改訂 芝田, 英昭 自治体研究社 2016 9784880376493 社会科学 福祉
New 福祉再考 ―実践・政策・運動の現状と可能性― 田中　聡子 旬報社 2020 9784845116621 社会科学 福祉

New 労使関係論とはなにか 浅見和彦 旬報社 2021 9784845116997 社会科学 福祉

対人援助の現場で使える聴く・伝える・共感する技術便利帖 大谷, 佳子 翔泳社 2017 9784798152554 社会科学 福祉

地域で愛される子ども食堂つくり方・続け方 飯沼, 直樹 翔泳社 2018 9784798153667 社会科学 福祉

働き方改革とこれからの時代の労働法 菅野　百合 商事法務 2018 9784785726843 社会科学 福祉

コンメンタール消費者契約法　補巻 ―2016年・2018年改正―第2版増補版 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 商事法務 2019 9784785727581 社会科学 福祉

婦人保護事業から女性支援法へ ―困難に直面する女性を支える― 戒能 民江 信山社出版 2020 9784797281033 社会科学 福祉

精神保健福祉の法律相談ハンドブック 池原, 毅和 新日本法規出版 2014 9784788278981 社会科学 福祉

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 2010 9784788512023 社会科学 福祉

事例でよむ社会調査入門 ―社会を見る眼を養う― 平松, 貞実 新曜社 2011 9784788512566 社会科学 福祉

開発空間の暴力 ―いじめ自殺を生む風景― 荻野, 昌弘 新曜社 2012 9784788512696 社会科学 福祉

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 2014 9784788513839 社会科学 福祉

宝塚・やおい、愛の読み替え ―女性とポピュラーカルチャーの社会学― 東　園子 新曜社 2015 9784788514164 社会科学 福祉

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) 新曜社 2016 9784788514577 社会科学 福祉

ルールリテラシー ―共働のための技術― 佐藤, 裕 新曜社 2016 9784788514775 社会科学 福祉

「日本人」の心の深みへ ―「縄文的なもの」と「弥生的なもの」を巡る旅― 松本, 憲郎 新曜社 2016 9784788514904 社会科学 福祉

生き延びる都市 ―新宿歌舞伎町の社会学― 武岡, 暢 新曜社 2017 9784788515130 社会科学 福祉

社会学ドリル ―この理不尽な世界の片隅で― 中村, 英代 新曜社 2017 9784788515161 社会科学 福祉

見ること・聞くことのデザイン ―メディア理解の相互行為分析― 是永, 論 新曜社 2017 9784788515093 社会科学 福祉

男女平等は進化したか ―男女共同参画基本計画の策定、施策の監視から― 鹿嶋, 敬 新曜社 2017 9784788515284 社会科学 福祉

社会秩序の起源 ―「なる」ことの論理― 桜井, 洋 新曜社 2017 9784788515475 社会科学 福祉

悲愛 ―あの日のあなたへ手紙をつづる― 金菱　清 新曜社 2017 9784788515154 社会科学 福祉

障害者と笑い ―障害をめぐるコミュニケーションを拓く― 塙　幸枝 新曜社 2018 9784788515901 社会科学 福祉
New 多様性との対話 ―ダイバーシティ推進が見えなくするもの―【スマホ・読上】（青弓社ライブラリー 100） （※） 岩渕, 功一 青弓社 2021 9784787234834 社会科学 福祉

New 自死遺族として生きる ―悲しみの日々の証言―【スマホ・読上】 （※） 若林, 一美 青弓社 2021 9784787234827 社会科学 福祉

福祉の哲学 改訂版 阿部, 志郎 誠信書房 2008 9784414603293 社会科学 福祉

図説社会心理学入門 齊藤, 勇 誠信書房 2011 9784414301793 社会科学 福祉

福祉援助の臨床 ―共感する他者として― 窪田, 暁子 誠信書房 2013 9784414603316 社会科学 福祉

思いやりはどこから来るの? ―利他性の心理と行動―（心理学叢書） 高木, 修 誠信書房 2014 9784414311112 社会科学 福祉

無縁社会のゆくえ ―人々の絆はなぜなくなるの?―（心理学叢書） 高木, 修 誠信書房 2015 9784414311136 社会科学 福祉

イラストレート人間関係の心理学 第2版 齊藤, 勇 誠信書房 2015 9784414300062 社会科学 福祉

地域と職場で支える被災地支援 ―心理学にできること―（心理学叢書） 安藤, 清志 誠信書房 2016 9784414311167 社会科学 福祉

震災後の親子を支える ―家族の心を守るために―（心理学叢書） 安藤, 清志 誠信書房 2016 9784414311174 社会科学 福祉
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はじめて学ぶ人のための社会福祉 三本松, 政之 誠信書房 2016 9784414601572 社会科学 福祉
New 心理学から見た社会 ―実証研究の可能性と課題―【スマホ・読上】 （※） 安藤　清志 誠信書房 2020 9784414300185 社会科学 福祉

情動の社会学 ―ポストメディア時代における"ミクロ知覚"の探求― 伊藤, 守 青土社 2017 9784791770175 社会科学 福祉

相模原障害者殺傷事件 ―優生思想とヘイトクライム―【スマホ・読上】 立岩, 真也 青土社 2017 9784791769650 社会科学 福祉

「コミュ障」の社会学 【スマホ・読上】 貴戸, 理恵 青土社 2018 9784791770625 社会科学 福祉

障害者の傷、介助者の痛み 【スマホ・読上】 渡邉, 琢 青土社 2018 9784791771226 社会科学 福祉

不如意の身体 ―病障害とある社会―【スマホ・読上】 立岩, 真也 青土社 2018 9784791771196 社会科学 福祉
ひとりで暮らす、ひとりを支える ―フィンランド高齢者ケアのエスノグラフィー―【スマホ・読上】 高橋, 絵里香 青土社 2019 9784791771615 社会科学 福祉

「絆」を築くケア技法ユマニチュード ―人のケアから関係性のケアへ―【スマホ・読上付】 大島　寿美子 誠文堂新光社 2019 9784416619759 社会科学 福祉

「曖昧な生きづらさ」と社会 ―クレイム申し立ての社会学―（Sekaishiso seminar） 草柳, 千早 世界思想社教学社 2004 9784790710639 社会科学 福祉

自己・他者・関係 （社会学ベーシックス 1） 井上, 俊 世界思想社教学社 2008 9784790713623 社会科学 福祉

社会の構造と変動 （社会学ベーシックス 2） 井上, 俊 世界思想社教学社 2008 9784790713494 社会科学 福祉

都市的世界 （社会学ベーシックス 4） 井上, 俊 世界思想社教学社 2008 9784790713739 社会科学 福祉

文化の社会学 （社会学ベーシックス 3） 井上, 俊 世界思想社教学社 2009 9784790714231 社会科学 福祉

メディア・情報・消費社会 （社会学ベーシックス 6） 井上, 俊 世界思想社教学社 2009 9784790714439 社会科学 福祉

ポピュラー文化 （社会学ベーシックス 7） 井上, 俊 世界思想社教学社 2009 9784790714088 社会科学 福祉

近代家族とジェンダー （社会学ベーシックス 5） 井上, 俊 世界思想社教学社 2010 9784790714491 社会科学 福祉

身体・セクシュアリティ・スポーツ （社会学ベーシックス 8） 井上, 俊 世界思想社教学社 2010 9784790714569 社会科学 福祉

コミュニケーション社会学入門 伊藤, 公雄 世界思想社教学社 2010 9784790714828 社会科学 福祉

会話分析基本論集 ―順番交替と修復の組織―（Sekaishiso seminar） H.サックス 世界思想社教学社 2010 9784790715016 社会科学 福祉

社会学的思考 （社会学ベーシックス 別巻） 井上, 俊 世界思想社教学社 2011 9784790715252 社会科学 福祉
社会保障の哲学 ―日本の現状を把握し、未来を展望する―（世界思想社現代哲学叢書） 加茂, 直樹 世界思想社教学社 2012 9784790715764 社会科学 福祉
メディア文化とジェンダーの政治学 ―第三波フェミニズムの視点から―【スマホ・読上】 （※） 田中　東子 世界思想社教学社 2012 9784790715689 社会科学 福祉

女性ホームレスとして生きる ―貧困と排除の社会学― 丸山, 里美 世界思想社教学社 2013 9784790715931 社会科学 福祉

グループ・ダイナミックス入門 ―組織と地域を変える実践学―（Sekaishiso seminar） 杉万, 俊夫 世界思想社教学社 2013 9784790715887 社会科学 福祉

日常の最前線としての身体 ―社会を変える相互作用― 草柳, 千早 世界思想社教学社 2015 9784790716709 社会科学 福祉

オランダ流ワーク・ライフ・バランス ―「人生のラッシュアワー」を生き抜く人々の技法― 中谷, 文美 世界思想社教学社 2015 9784790716464 社会科学 福祉

集団と組織の社会学 ―集合的アイデンティティのダイナミクス― 山田, 真茂留 世界思想社教学社 2017 9784790717010 社会科学 福祉

二十一世紀の若者論 ―あいまいな不安を生きる― 小谷, 敏 世界思想社教学社 2017 9784790716938 社会科学 福祉

家族はなぜ介護してしまうのか ―認知症の社会学―【スマホ・読上】 木下　衆 世界思想社教学社 2019 9784790717263 社会科学 福祉
賀茂川コミュニケーション塾 ―ビブリオバトルから人工知能まで―【スマホ・読上】（教養みらい選書 005） （※） 谷口　忠大 世界思想社教学社 2019 9784790717379 社会科学 福祉

メディアスタディーズ 【スマホ・読上】（基礎ゼミ） （※） 石田　佐恵子 世界思想社教学社 2020 9784790717416 社会科学 福祉

異文化コミュニケーション教育における「正義」の扱い 青木, 順子 大学教育出版 2004 9784887305779 社会科学 福祉
「虚構世界」と「現実世界」 ―「小説を読む」と「異文化コミュニケーションを学ぶ」を繋ぐ― 青木, 順子 大学教育出版 2007 9784887307490 社会科学 福祉
査定規制と労使関係の変容 ―全自の賃金原則と日産分会の闘い―（香川大学経済研究叢書 22） 吉田, 誠 大学教育出版 2007 9784887307391 社会科学 福祉

近代の岡山における社会事業の特質と展開過程 ―済世顧問と公衆衛生活動― 二宮, 一枝 大学教育出版 2009 9784887308886 社会科学 福祉

日米の社会保障とその背景 （アメリカ・アジア太平洋地域研究叢書 第4巻） 杉田, 米行 大学教育出版 2010 9784887309913 社会科学 福祉

地域福祉方法論 ―計画・組織化・評価のコミュニティワーク実践― 瓦井, 昇 大学教育出版 2011 9784864290432 社会科学 福祉

都市化と災害 ―とある集中豪雨災害の社会学的モノグラフ― 室井, 研二 大学教育出版 2011 9784864291064 社会科学 福祉

不況自殺を科学する 南, 俊秀 大学教育出版 2011 9784864290258 社会科学 福祉

生きている働いている ―障がい者の就労を地域で支える―【スマホ・読上】 目黒, 輝美 大学教育出版 2012 9784864291309 社会科学 福祉

親こそがソーシャルキャピタル ―プレイセンターにおける協働が紡ぎだすもの― 佐藤, 純子 大学教育出版 2012 9784864291323 社会科学 福祉

ケアを生きる私たち ノートルダム清心女子大学人間生活学科 大学教育出版 2016 9784864293624 社会科学 福祉
地域福祉源流の真実と防災福祉コミュニティ ―浅間山「天明の大噴火」被災地復興の教訓― 川村, 匡由 大学教育出版 2016 9784864294171 社会科学 福祉

保育の質を問う 塚口, 伍喜夫 大学教育出版 2017 9784864294287 社会科学 福祉
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雇用創出と地域 ―地域経済・福祉・国際視点からのアプローチ― 難波, 利光 大学教育出版 2017 9784864294607 社会科学 福祉

社会教育における防災教育の展開 野元, 弘幸 大学教育出版 2018 9784864295307 社会科学 福祉
New 異文化コミュニケーションの基礎知識 ―「私」を探す、世界と「関わる」― 伊藤　明美 大学教育出版 2020 9784866920849 社会科学 福祉

New 社会福祉学における人権論 篠原　拓也 大学教育出版 2020 9784866920924 社会科学 福祉

New 障害者の自立生活の展開と労働 ―傷痍軍人から社会起業まで― 小出　享一 大学教育出版 2021 9784866921167 社会科学 福祉

男子の性教育 ―柔らかな関係づくりのために― 村瀬, 幸浩 大修館書店 2014 9784469267600 社会科学 福祉

日本の学歴エリート 麻生, 誠 玉川大学出版部 1991 9784472101014 社会科学 福祉
New 創造する都市を探る （フィールド科学の入口） 佐々木 雅幸 玉川大学出版部 2020 9784472182082 社会科学 福祉

New テキストブック労働法 高橋, 賢司 中央経済社 2021 9784502366918 社会科学 福祉

ケースマネージメントの理論と実際 ―生活を支える援助システム― 白澤, 政和 中央法規出版 1992 9784805809396 社会科学 福祉

社会福祉法の解説 社会福祉法令研究会 中央法規出版 2001 9784805843628 社会科学 福祉

身体知と言語 ―対人援助技術を鍛える― 奥川, 幸子 中央法規出版 2007 9784805828564 社会科学 福祉

逐条解説障害者自立支援法 障害者福祉研究会 中央法規出版 2007 9784805847763 社会科学 福祉

対人援助のための相談面接技術 ―逐語で学ぶ21の技法― 岩間, 伸之 中央法規出版 2008 9784805830734 社会科学 福祉

社会福祉の拡大と限定 ―社会福祉学は双頭の要請にどう応えるか― 古川, 孝順 中央法規出版 2009 9784805832073 社会科学 福祉
発達障害者支援の現状と未来図 ―早期発見・早期療育から就労・地域生活支援まで― 内山, 登紀夫 中央法規出版 2010 9784805834268 社会科学 福祉

介護保険論 ―福祉の解体と再生― 池田, 省三 中央法規出版 2011 9784805834428 社会科学 福祉

社会福祉原理・歴史 （対論社会福祉学 1） 日本社会福祉学会 中央法規出版 2012 9784805837252 社会科学 福祉

社会福祉政策 （対論社会福祉学 2） 日本社会福祉学会 中央法規出版 2012 9784805837269 社会科学 福祉

社会福祉運営 （対論社会福祉学 3） 日本社会福祉学会 中央法規出版 2012 9784805837276 社会科学 福祉

ソーシャルワークの思想 （対論社会福祉学 4） 日本社会福祉学会 中央法規出版 2012 9784805837283 社会科学 福祉

ソーシャルワークの理論 （対論社会福祉学 5） 日本社会福祉学会 中央法規出版 2012 9784805837290 社会科学 福祉

福祉改革研究 ―回顧と展望― 古川, 孝順 中央法規出版 2012 9784805836088 社会科学 福祉

福祉レジームの転換 ―社会福祉改革試論 = Welfare-regime shift― 京極, 高宣 中央法規出版 2013 9784805838730 社会科学 福祉

地域のネットワークづくりの方法 ―地域包括ケアの具体的な展開― 白澤, 政和 中央法規出版 2013 9784805837818 社会科学 福祉

高齢者のこころとからだ事典 大川, 一郎 中央法規出版 2014 9784805850688 社会科学 福祉

東日本大震災と地域福祉 ―次代への継承を探る― 日本地域福祉学会東日本大震災復興支援・研究委員会 中央法規出版 2015 9784805851951 社会科学 福祉

ケアマネ・福祉職のための精神疾患ガイド ―疾患・症状の理解と支援のポイント― 山根, 俊恵 中央法規出版 2016 9784805854426 社会科学 福祉
保育者だからできるソーシャルワーク ―子どもと家族に寄り添うための22のアプローチ― 川村, 隆彦 中央法規出版 2017 9784805854808 社会科学 福祉

介護福祉用語和英・英和辞典 澤田, 如 中央法規出版 2017 9784805855737 社会科学 福祉
災害ソーシャルワークの可能性 ―学生と教師が被災地でみつけたソーシャルワークの魅力― 遠藤, 洋二 中央法規出版 2017 9784805855744 社会科学 福祉

多職種で支える終末期ケア ―医療・福祉連携の実践と研究― 篠田, 道子 中央法規出版 2018 9784805857052 社会科学 福祉

対人援助の作法 ―誰かの力になりたいあなたに必要なコミュニケーションスキル― 竹田, 伸也 中央法規出版 2018 9784805857502 社会科学 福祉

ケアマネジメントにおける多職種連携実践事例集 木村, 隆次 中央法規出版 2018 9784805857557 社会科学 福祉

新社会福祉とは何か 第3版 大久保, 秀子 中央法規出版 2018 9784805856840 社会科学 福祉

福祉系学生のためのレポート&卒論の書き方 3訂 川村, 匡由 中央法規出版 2018 9784805857403 社会科学 福祉
New 地域を基盤としたソーシャルワーク ―住民主体の総合相談の展開― 岩間　伸之 中央法規出版 2019 9784805859810 社会科学 福祉

New 詳説生活困窮者自立支援制度と地域共生 ―政策から読み解く支援論― 鏑木 奈津子 中央法規出版 2020 9784805882085 社会科学 福祉

くらべる東西 おかべ　たかし 東京書籍 2016 9784487810338 社会科学 福祉

結婚クライシス ―中流転落不安―【スマホ・読上】 （※） 山田　昌弘 東京書籍 2016 9784487810086 社会科学 福祉

透明な力を ―災後の子どもたち―【スマホ・読上】 （※） 河北新報社 東京書籍 2016 9784487810475 社会科学 福祉

くらべる世界 おかべ　たかし 東京書籍 2018 9784487811298 社会科学 福祉

くらべる日本 ―東西南北― おかべ　たかし 東京書籍 2018 9784487811281 社会科学 福祉

「女子力」革命 ―人生100年時代を生きぬくために―【スマホ・読上】 （※） 萱野稔人 東京書籍 2018 9784487811304 社会科学 福祉

日本の労働問題 （UP選書 5） 隅谷, 三喜男 東京大学出版会 1967 9784130050050 社会科学 福祉
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日本の労使関係 （UP選書 8） 氏原, 正治郎 東京大学出版会 1968 9784130050081 社会科学 福祉

パワー・エリート 上 （UP選書 28） C.W.ミルズ 東京大学出版会 1969 9784130050289 社会科学 福祉

パワー・エリート 下 （UP選書 29） C.W.ミルズ 東京大学出版会 1969 9784130050296 社会科学 福祉

日本農村の社会問題 （UP選書 32） 福武, 直 東京大学出版会 1969 9784130050326 社会科学 福祉

犯罪と現代社会 上 ―アメリカのディレンマ―（UP選書 73） N.モーリス 東京大学出版会 1971 9784130050739 社会科学 福祉

犯罪と現代社会 下 ―アメリカのディレンマ―（UP選書 74） N.モーリス 東京大学出版会 1971 9784130050746 社会科学 福祉

世界農村の旅 （UP選書 86） 福武, 直 東京大学出版会 1971 9784130050869 社会科学 福祉

老人問題 （UP選書 99） N. ロバーツ 東京大学出版会 1972 9784130050999 社会科学 福祉

フィールドワークの思想 ―砂漠の農民像を求めて―（UP選書 133） 大野, 盛雄 東京大学出版会 1974 9784130060332 社会科学 福祉

現代社会主義の可能性 （UP選書 140） 大内, 力 東京大学出版会 1975 9784130060400 社会科学 福祉

都市文明の源流 （UP選書 178） 木村, 尚三郎 東京大学出版会 1977 9784130060783 社会科学 福祉

日本の農村 第2版（UP選書 82） 福武, 直 東京大学出版会 1978 9784130050821 社会科学 福祉

子どもの自殺 （UP選書 188） 稲村, 博 東京大学出版会 1978 9784130060882 社会科学 福祉

日本の雇用問題 （UP選書 200） 小林, 謙一 東京大学出版会 1979 9784130020008 社会科学 福祉

福祉国家と福祉社会 ―幻想と現実―（UP選書 204） W.A. ロブソン 東京大学出版会 1980 9784130020046 社会科学 福祉

社会主義社会論 （UP選書 212） 藤田, 勇 東京大学出版会 1980 9784130020121 社会科学 福祉

人類生態学の方法 （UP選書 213） 鈴木, 継美 東京大学出版会 1980 9784130020138 社会科学 福祉

現代の労働運動 （UP選書 217） 兵藤, 釗 東京大学出版会 1981 9784130020176 社会科学 福祉

日本の賃金・労働時間 （UP選書 224） 山本, 潔 東京大学出版会 1982 9784130020244 社会科学 福祉

対人場面の心理 （UP選書 228） 中村, 陽吉 東京大学出版会 1983 9784130020282 社会科学 福祉

社会心理学入門 ―理論と実験―第2版（UP選書 216） 水原, 泰介 東京大学出版会 1984 9784130020169 社会科学 福祉

都市と人間 （UP選書 240） 柴田, 徳衛 東京大学出版会 1985 9784130020404 社会科学 福祉

信頼の構造 ―こころと社会の進化ゲーム― 山岸, 俊男 東京大学出版会 1998 9784130111089 社会科学 福祉

現代社会心理学 末永, 俊郎 東京大学出版会 1998 9784130120289 社会科学 福祉

土地と住宅市場の経済分析 山崎, 福寿 東京大学出版会 1999 9784130401678 社会科学 福祉

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 2001 9784130100885 社会科学 福祉

世論の政治社会学 岡田, 直之 東京大学出版会 2001 9784130501460 社会科学 福祉

中国人強制連行 西成田, 豊 東京大学出版会 2002 9784130266031 社会科学 福祉

都市とモダニティの理論 吉原, 直樹 東京大学出版会 2002 9784130501507 社会科学 福祉

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 2003 9784130120401 社会科学 福祉

変化のなかの雇用システム 仁田, 道夫 東京大学出版会 2003 9784130402071 社会科学 福祉

都市と文明の比較社会学 ―環境・リスク・公共性―（社会学シリーズ） 藤田, 弘夫 東京大学出版会 2003 9784130501545 社会科学 福祉

都市コミュニティの磁場 ―越境するエスニシティと21世紀都市社会学― 奥田, 道大 東京大学出版会 2004 9784130501552 社会科学 福祉

社会調査演習 第2版 原, 純輔 東京大学出版会 2004 9784130520195 社会科学 福祉

若者と仕事 ―「学校経由の就職」を超えて― 本田, 由紀 東京大学出版会 2005 9784130513111 社会科学 福祉

日本の貧困研究 橘木, 俊詔 東京大学出版会 2006 9784130402279 社会科学 福祉

学歴と格差・不平等 ―成熟する日本型学歴社会― 吉川, 徹 東京大学出版会 2006 9784130501668 社会科学 福祉

変化する社会の不平等 ―少子高齢化にひそむ格差― 白波瀬, 佐和子 東京大学出版会 2006 9784130511247 社会科学 福祉

社会学の方法的立場 ―客観性とはなにか― 盛山, 和夫 東京大学出版会 2013 9784130501798 社会科学 福祉

「持ち場」の希望学 ―釜石と震災、もう一つの記憶― 東京大学社会科学研究所 東京大学出版会 2014 9784130330725 社会科学 福祉

ソブリン危機と福祉国家財政 持田, 信樹 東京大学出版会 2014 9784130461115 社会科学 福祉

社会学 第2版 奥井, 智之 東京大学出版会 2014 9784130520256 社会科学 福祉

シナジー社会論 ―他者とともに生きる― 今田, 高俊 東京大学出版会 2014 9784130501811 社会科学 福祉

社会調査の考え方 上 佐藤, 郁哉 東京大学出版会 2015 9784130520263 社会科学 福祉

社会調査の考え方 下 佐藤, 郁哉 東京大学出版会 2015 9784130520270 社会科学 福祉



　※　2021.11　追加タイトル：Newの表示あり

ebook list <Maruzen eBook Library> 65/152

No. 書名 著編者名 出版社名 出版年 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分) 備考

連帯経済とコミュニティ再生 （震災と市民 1） 似田貝, 香門 東京大学出版会 2015 9784130530224 社会科学 福祉

支援とケア （震災と市民 2） 似田貝, 香門 東京大学出版会 2015 9784130530231 社会科学 福祉

「家族する」男性たち ―おとなの発達とジェンダー規範からの脱却― 大野, 祥子 東京大学出版会 2016 9784130111430 社会科学 福祉

後期近代と価値意識の変容 ―日本人の意識1973-2008― 太郎丸, 博 東京大学出版会 2016 9784130501897 社会科学 福祉

日本の家族1999-2009 ―全国家族調査「NFRJ」による計量社会学― 稲葉, 昭英 東京大学出版会 2016 9784130501880 社会科学 福祉

就業機会と報酬格差の社会学 ―非正規雇用・社会階層の日韓比較― 有田, 伸 東京大学出版会 2016 9784130501873 社会科学 福祉

危機のなかの若者たち ―教育とキャリアに関する5年間の追跡調査― 乾, 彰夫 東京大学出版会 2017 9784130513371 社会科学 福祉

ライフスタイルの社会学 ―データからみる日本社会の多様な格差― 小林, 盾 東京大学出版会 2017 9784130561129 社会科学 福祉

日本の社会保障システム ―理念とデザイン― 木下, 武徳 東京大学出版会 2017 9784130421478 社会科学 福祉

「不自由な自由」を暮らす ―ある全身性障害者の自立生活― 時岡, 新 東京大学出版会 2017 9784130561112 社会科学 福祉

社会心理学研究入門 補訂新版 安藤　清志 東京大学出版会 2017 9784130121125 社会科学 福祉

復興と尊厳 ―震災後を生きる南三陸町の軌跡― 内尾, 太一 東京大学出版会 2018 9784130561174 社会科学 福祉

社会が現れるとき 若林, 幹夫 東京大学出版会 2018 9784130501927 社会科学 福祉

ソーシャルメディアと公共性 ―リスク社会のソーシャル・キャピタル― 遠藤, 薫 東京大学出版会 2018 9784130561136 社会科学 福祉

都市社会学 ―歴史・思想・コミュニティ― 吉原, 直樹 東京大学出版会 2018 9784130520287 社会科学 福祉

地域で担う生活支援 ―自治体の役割と連携― 国立社会保障・人口問題研究所 東京大学出版会 2018 9784130511438 社会科学 福祉

日本を解き放つ 小林, 康夫 東京大学出版会 2019 9784130130974 社会科学 福祉
地域包括ケアのまちづくり ―老いても安心して住み続けられる地域を目指す総合的な試み― 東京大学高齢社会総合研究機構 東京大学出版会 2020 9784130604161 社会科学 福祉

New 福島復興知学講義 秋光, 信佳 東京大学出版会 2021 9784130520300 社会科学 福祉

メディアは大震災・原発事故をどう語ったか ―報道・ネット・ドキュメンタリーを検証する― 遠藤, 薫 東京電機大学出版局 2012 9784501627508 社会科学 福祉

安心の社会保障改革 ―福祉思想史と経済学で考える― 橘木, 俊詔 東洋経済新報社 2010 9784492701300 社会科学 福祉

グローバルキャリア ―ユニークな自分の見つけ方― 石倉, 洋子 東洋経済新報社 2011 9784492532843 社会科学 福祉

NPOで働く ―「社会の課題」を解決する仕事― 工藤, 啓 東洋経済新報社 2011 9784492223123 社会科学 福祉

障害者の経済学 増補改訂版 中島, 隆信 東洋経済新報社 2011 9784492314166 社会科学 福祉

生命と自由を守る医療政策 印南, 一路 東洋経済新報社 2011 9784492701331 社会科学 福祉
2050老人大国の現実 ―超高齢化・人口減少社会での社会システムデザインを考える― 小笠原, 泰 東洋経済新報社 2012 9784492395745 社会科学 福祉

日本のLGBT （週刊東洋経済eビジネス新書 No.17） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2012 社会科学 福祉

避難弱者 ―あの日、福島原発間近の老人ホームで何が起きたのか? : 2011.3.11― 相川, 祐里奈 東洋経済新報社 2013 9784492223314 社会科学 福祉
2030年予測! ―あなたの街の医療・介護は大丈夫か―（週刊東洋経済eビジネス新書 No.43） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2013 社会科学 福祉

誤解だらけの介護職 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.88） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2014 社会科学 福祉

就活最前線 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.99） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2014 社会科学 福祉

震災と経済 （大震災に学ぶ社会科学 / 村松岐夫, 恒川惠市監修 第4巻） 齊藤, 誠 東洋経済新報社 2015 9784492223598 社会科学 福祉
大震災・原発危機下の国際関係 （大震災に学ぶ社会科学 / 村松岐夫, 恒川惠市監修 第7巻） 恒川, 惠市 東洋経済新報社 2015 9784492223628 社会科学 福祉
震災から見える情報メディアとネットワーク （大震災に学ぶ社会科学 / 村松岐夫, 恒川惠市監修 第8巻） 池田, 謙一 東洋経済新報社 2015 9784492223635 社会科学 福祉

震災後の自治体ガバナンス （大震災に学ぶ社会科学 第2巻） 小原, 隆治 東洋経済新報社 2015 9784492223574 社会科学 福祉

福島原発事故と複合リスク・ガバナンス （大震災に学ぶ社会科学 第3巻） 城山, 英明 東洋経済新報社 2015 9784492223581 社会科学 福祉

復旧・復興へ向かう地域と学校 （大震災に学ぶ社会科学 第6巻） 青木, 栄一 東洋経済新報社 2015 9784492223611 社会科学 福祉

女子の貧困 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.118） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2015 社会科学 福祉

消える?年功賃金 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.128） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2015 社会科学 福祉

被害・費用の包括的把握 （大震災に学ぶ社会科学 第5巻） 植田, 和弘 東洋経済新報社 2016 9784492223604 社会科学 福祉

政治過程と政策 （大震災に学ぶ社会科学 第1巻） 辻中, 豊 東洋経済新報社 2016 9784492223567 社会科学 福祉

経済学者日本の最貧困地域に挑む ―あいりん改革3年8カ月の全記録― 鈴木, 亘 東洋経済新報社 2016 9784492444344 社会科学 福祉

ここからはじまる早わかり労働安全衛生法 新版 近藤, 恵子 東洋経済新報社 2016 9784492270585 社会科学 福祉

障害者の経済学 新版 中島, 隆信 東洋経済新報社 2018 9784492315057 社会科学 福祉
New 民主主義のための社会保障 香取, 照幸 東洋経済新報社 2021 9784492701522 社会科学 福祉
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New 無と意識の人類史 ―私たちはどこへ向かうのか― 広井, 良典 東洋経済新報社 2021 9784492223987 社会科学 福祉

阪神・淡路大震災そのとき看護は 南, 裕子 日本看護協会出版会 1995 9784818004825 社会科学 福祉

家と共同性 （家族研究の最前線） 加藤, 彰彦 日本経済評論社 2016 9784818824393 社会科学 福祉

巨大企業と地域社会 ―富士紡績会社と静岡県小山町― 筒井, 正夫 日本経済評論社 2016 9784818824355 社会科学 福祉
New 家族のなかの世代間関係 ―子育て・教育・介護・相続―（家族研究の最前線 5） 小池, 誠 日本経済評論社 2021 9784818825789 社会科学 福祉

労働法の基礎理論 （講座労働法の再生 第1巻） 日本労働法学会 日本評論社 2017 9784535065116 社会科学 福祉

労働契約の理論 （講座労働法の再生 第2巻） 日本労働法学会 日本評論社 2017 9784535065123 社会科学 福祉

労働条件論の課題 （講座労働法の再生 第3巻） 日本労働法学会 日本評論社 2017 9784535065130 社会科学 福祉

人格・平等・家族責任 （講座労働法の再生 第4巻） 日本労働法学会 日本評論社 2017 9784535065147 社会科学 福祉

労使関係法の理論課題 （講座労働法の再生 第5巻） 日本労働法学会 日本評論社 2017 9784535065154 社会科学 福祉

労働法のフロンティア （講座労働法の再生 第6巻） 日本労働法学会 日本評論社 2017 9784535065161 社会科学 福祉
New ビリオネア・インド ―大富豪が支配する社会の光と影―【スマホ・読上】 （※） ジェイムズ・クラブツリー 白水社 2020 9784560097823 社会科学 福祉

日本の社会階層とそのメカニズム ―不平等を問い直す― 盛山, 和夫 白桃書房 2011 9784561961246 社会科学 福祉

問題解決のコミュニケーション ―学際的アプローチ― 鈴木, 健人 白桃書房 2012 9784561951278 社会科学 福祉

サッカーボール型キャリア開発 ―グローバルキャリアに偏差値なし― 岩谷, 英昭 白桃書房 2016 9784561256762 社会科学 福祉

「意味マップ」のキャリア分析 ―「個人の意味」が「社会の意味」になるメカニズム― 神戸, 康弘 白桃書房 2016 9784561266723 社会科学 福祉

ろう理容師たちのライフストーリー 吉岡, 佳子 ひつじ書房 2019 9784894769557 社会科学 福祉

東日本大震災生かされて 高橋, 義光 ヒロエンタープライズ 2014 社会科学 福祉

東日本大震災3.11 ―ラジオから聞いた叫びの声― 渋谷, 知美 ヒロエンタープライズ 2014 社会科学 福祉

東日本大震災 ―涙の彼方に虹が有る― 伊達, 凛太郎 ヒロエンタープライズ 2014 社会科学 福祉
The Great East Japan Earthquake the diary of a disable ―survive to dream. realize the dream to survive perseverance will win in the end― 後藤, 新喜 ヒロエンタープライズ 2015 社会科学 福祉

The Great East Japan Earthquake ―my grateful gift of you― 相澤, 陽子 ヒロエンタープライズ 2015 社会科学 福祉
The Great East Japan Earthquake 3.11 ―東日本大震災 3.11 : thanks for the support the United States and world,thank you for Operation Tomodachi― 渋谷, 知美 ヒロエンタープライズ 2015 社会科学 福祉
The Great East Japan Earthquake “The life given to me again” ―thank you, dad, and to everybody in America, thank you for your support― 阿部, 恵久代 ヒロエンタープライズ 2015 社会科学 福祉

The Great East Japan Earthquake alive 高橋, 義光 ヒロエンタープライズ 2015 社会科学 福祉

The Great East Japan Earthquake ―the rainbow beyond tears― 伊達, 凛太郎 ヒロエンタープライズ 2015 社会科学 福祉

アイデンティティ経済学と共稼ぎ夫婦の家事労働行動 ―理論, 実証, 政策― 安藤, 潤 文眞堂 2017 9784830949241 社会科学 福祉

創造的経験 M・P・フォレット 文眞堂 2017 9784830949548 社会科学 福祉

アメリカ多文化社会論 ―「多からなる一」の系譜と現在― 南川, 文里 法律文化社 2016 9784589037282 社会科学 福祉

包摂都市を構想する ―東アジアにおける実践― 全, 泓奎 法律文化社 2016 9784589037350 社会科学 福祉

地域福祉のオルタナティブ ―「いのちの尊厳」と「草の根民主主義」からの再構築― 加藤, 博史 法律文化社 2016 9784589037930 社会科学 福祉

日本における社会改良主義の近現代像 ―生存への希求― 玉井, 金五 法律文化社 2016 9784589037985 社会科学 福祉

世界の診療報酬 加藤, 智章 法律文化社 2016 9784589038067 社会科学 福祉

教養としてのジェンダーと平和 風間　孝 法律文化社 2016 9784589037565 社会科学 福祉

生活保護の社会学 ―自立・世帯・扶養―（松山大学研究叢書 第91巻） 牧園, 清子 法律文化社 2017 9784589038203 社会科学 福祉

「自立支援」の社会保障を問う ―生活保護・最低賃金・ワーキングプア― 桜井, 啓太 法律文化社 2017 9784589038234 社会科学 福祉

年金保険法 ―基本理論と解釈・判例―第4版 堀, 勝洋 法律文化社 2017 9784589038128 社会科学 福祉

社会福祉研究のこころざし 權, 順浩 法律文化社 2017 9784589038364 社会科学 福祉

生活困窮者支援で社会を変える 五石, 敬路 法律文化社 2017 9784589038449 社会科学 福祉

障害とは何か ―戦力ならざる者の戦争と福祉― 藤井, 渉 法律文化社 2017 9784589038456 社会科学 福祉

「子どもの貧困」を問いなおす ―家族・ジェンダーの視点から― 松本, 伊智朗 法律文化社 2017 9784589038708 社会科学 福祉

生活分析から政策形成へ ―地域調査の設計と分析・活用― 河合, 克義 法律文化社 2017 9784589038760 社会科学 福祉

社会福祉の歴史 ―地域と世界から読み解く― 田中, 和男 法律文化社 2017 9784589038166 社会科学 福祉

入門・社会調査法 ―2ステップで基礎から学ぶ―第3版 轟, 亮 法律文化社 2017 9784589038173 社会科学 福祉

入門・社会統計学 ―2ステップで基礎から「Rで」学ぶ― 杉野, 勇 法律文化社 2017 9784589038463 社会科学 福祉



　※　2021.11　追加タイトル：Newの表示あり

ebook list <Maruzen eBook Library> 67/152

No. 書名 著編者名 出版社名 出版年 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分) 備考

司法福祉 ―罪を犯した人への支援の理論と実践―第2版 藤原, 正範 法律文化社 2017 9784589038548 社会科学 福祉

貧困の社会構造分析 ―なぜフィリピンは貧困を克服できないのか― 太田, 和宏 法律文化社 2018 9784589038845 社会科学 福祉

変化を生きながら変化を創る ―新しい社会変動論への試み― 北野, 雄士 法律文化社 2018 9784589039057 社会科学 福祉
住宅扶助と最低生活保障 ―住宅保障法理の展開とドイツ・ハルツ改革―（札幌学院大学選書） 嶋田, 佳広 法律文化社 2018 9784589039163 社会科学 福祉

国際的難民保護と負担分担 ―新たな難民政策の可能性を求めて― 杉木, 明子 法律文化社 2018 9784589039248 社会科学 福祉

新・初めての社会保障論 第2版 古橋, エツ子 法律文化社 2018 9784589038890 社会科学 福祉

個別的労働関係法 第3版（NJ叢書 . 労働法 2） 吉田, 美喜夫 法律文化社 2018 9784589039361 社会科学 福祉

18歳から考えるワークルール 第2版（From 18） 道幸, 哲也 法律文化社 2018 9784589038821 社会科学 福祉

日常のなかの「フツー」を問いなおす ―現代社会の差別・抑圧― 植上, 一希 法律文化社 2018 9784589039460 社会科学 福祉
New 幸せつむぐ障がい者支援 ―デンマークの生活支援に学ぶ― 小賀　久 法律文化社 2020 9784589041128 社会科学 福祉

メディアの議題設定機能 ―マスコミ効果研究における理論と実証―増補版 竹下, 俊郎 学文社 2008 9784762018763 社会科学 福祉

臨床社会福祉学の展開 足立, 叡 学文社 2015 9784762025426 社会科学 福祉

問われることに応える私たち （ケアの原点 2） 佐藤, 俊一 学文社 2015 9784762025525 社会科学 福祉

安全・安心革新戦略 ―地域リスクとレジリエンス―（地域デザイン学会叢書 3） 原田, 保 学文社 2015 9784762025587 社会科学 福祉

コミュニティメディアの新展開 ―東日本大震災で果たした役割をめぐって― 松本, 恭幸 学文社 2016 9784762025853 社会科学 福祉

デンマークに学ぶ介護専門職の養成 成清, 美治 学文社 2016 9784762026737 社会科学 福祉

クオリティを高める福祉サービス ―「苦情」から学ぶクオリティマネジメント― 倉田, 康路 学文社 2017 9784762027307 社会科学 福祉

地域再生の社会学 三浦, 典子 学文社 2017 9784762027130 社会科学 福祉
高齢者施設介護への視座 ―施設入居者の生活実態及び介護労働における歩行調査を手がかりに― 仲田, 勝美 学文社 2018 9784762028038 社会科学 福祉

数字と言葉 ―社会学方法論の研究― 水谷, 史男 学文社 2018 9784762028069 社会科学 福祉

世界の子どもの貧困対策と福祉関連QOL ―日本、韓国、イギリス、アメリカ、ドイツ― 中嶋, 和夫 学文社 2018 9784762028045 社会科学 福祉

近代日本の少年非行史 ―「不良少年」観に関する歴史社会学的研究― 作田, 誠一郎 学文社 2018 9784762027871 社会科学 福祉

西洋都市社会史 ―ドイツ・ヨーロッパ温故知新の旅― 斯波, 照雄 学文社 2018 9784762027604 社会科学 福祉

わかりやすいキャリア学 ―成長するためのキャリアデザイン― 古閑, 博美 学文社 2018 9784762027970 社会科学 福祉

現代福祉コミュニティ論 和田, 清美 学文社 2018 9784762027888 社会科学 福祉

最新現代社会福祉と子ども家庭福祉 （シリーズ社会福祉のすすめ 2） 和田　光一 学文社 2019 9784762029387 社会科学 福祉

地域福祉政策論 新川　達郎 学文社 2019 9784762029288 社会科学 福祉

海峡都市・下関市の生活世界 ―交流・連携, 在日コリアン, まちづくり― （※） 和田, 清美 学文社 2020 9784762029882 社会科学 福祉

異文化間コミュニケーション入門 ―日米間の相互理解のために― 西田, 司 丸善出版 2002 9784621070819 社会科学 福祉

交渉システム学入門 ―大学講義― 木嶋, 恭一 丸善出版 2005 9784621075463 社会科学 福祉

家族の倫理学 （現代社会の倫理を考える 14） 志水　紀代子 丸善出版 2007 9784621079119 社会科学 福祉

社会心理学事典 日本社会心理学会 丸善出版 2009 9784621081075 社会科学 福祉

合意形成の倫理学 （現代社会の倫理を考える 16） 加藤, 尚武 丸善出版 2009 9784621080696 社会科学 福祉

Excelではじめる社会調査データ分析 松原, 望 丸善出版 2011 9784621081655 社会科学 福祉

高齢者・難病患者・障害者の医療福祉 （シリーズ生命倫理学 8） シリーズ生命倫理学編集委員会 丸善出版 2012 9784621084854 社会科学 福祉

リスク危機マネジメントのすすめ 宮林, 正恭 丸善出版 2013 9784621085646 社会科学 福祉

社会調査事典 社会調査協会 丸善出版 2014 9784621087312 社会科学 福祉

社会福祉学事典 日本社会福祉学会事典編集委員会 丸善出版 2014 9784621088142 社会科学 福祉

社会学事典 日本社会学会 丸善出版 2015 9784621082546 社会科学 福祉

社会学理論応用事典 日本社会学会 丸善出版 2017 9784621300749 社会科学 福祉

タバコ広告でたどるアメリカ喫煙論争 （叢書インテグラーレ 016） 岡本, 勝 丸善出版 2017 9784621302323 社会科学 福祉

災害リスクの心理学 ―ダチョウのパラドックス― Robert Meyer 丸善出版 2018 9784621303306 社会科学 福祉

福島の除染と復興 川﨑, 興太 丸善出版 2018 9784621303214 社会科学 福祉

現代家族を読み解く12章 日本家政学会 丸善出版 2018 9784621303436 社会科学 福祉

社会福祉における場の究明 ―共感的共同からトポスへ至る現象学的考察― 牛津, 信忠 丸善プラネット 2012 9784863451483 社会科学 福祉
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フェミニズムの政治学 ―ケアの倫理をグローバル社会へ― 岡野, 八代 みすず書房 2012 9784622076391 社会科学 福祉

子どもたちの階級闘争 ―ブロークン・ブリテンの無料託児所から― ブレイディみかこ みすず書房 2017 9784622086031 社会科学 福祉

ハッパノミクス ―麻薬カルテルの経済学― トム・ウェインライト みすず書房 2017 9784622086635 社会科学 福祉

測りすぎ ―なぜパフォーマンス評価は失敗するのか?― ジェリー・Z・ミュラー みすず書房 2019 9784622087939 社会科学 福祉

みんなにお金を配ったら ―ベーシックインカムは世界でどう議論されているか?― アニー・ローリー みすず書房 2019 9784622088448 社会科学 福祉

なぜならそれは言葉にできるから ―証言することと正義について― カロリン・エムケ みすず書房 2019 9784622088530 社会科学 福祉

自己責任の時代 ―その先に構想する、支えあう福祉国家― ヤシャ・モンク みすず書房 2019 9784622088325 社会科学 福祉

目に見えない傷 ―ドメスティック・バイオレンスを知り、解決するために― レイチェル・ルイーズ・スナイダー みすず書房 2020 9784622088967 社会科学 福祉

介護福祉学事典 日本介護福祉学会事典編纂委員会 ミネルヴァ書房 2014 9784623071227 社会科学 福祉

よくわかる社会福祉 第11版（やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ） 山縣, 文治 ミネルヴァ書房 2016 9784623076765 社会科学 福祉

地域リハビリテーション論 Ver.7 大田, 仁史 三輪書店 2018 9784895906272 社会科学 福祉
New 防災リテラシー 第2版 太田, 敏一 森北出版 2021 9784627452923 社会科学 福祉

キャリア・マネジメントの未来図 ―ダイバーシティとインクルージョンの視点からの展望― 二神, 枝保 八千代出版 2017 9784842917122 社会科学 福祉

歴史にこだわる社会学 犬飼, 裕一 八千代出版 2018 9784842917337 社会科学 福祉

プロソーシャルワーク入門 ―実習指導必携― 中嶌, 洋 八千代出版 2018 9784842917344 社会科学 福祉

社会学の越境 ―社会秩序のなりたちをめぐって― 廣田　拓 八千代出版 2019 9784842917542 社会科学 福祉

変動する社会と生活 宮本 和彦 八千代出版 2020 9784842917627 社会科学 福祉

子ども家庭福祉論 ―子どもの平和的生存権を礎に― 吉田 明弘 八千代出版 2020 9784842917719 社会科学 福祉
New 産業・組織心理学TOMORROW 田中　健吾 八千代出版 2020 9784842917931 社会科学 福祉 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

ウォッチング労働法  第3版（法学教室Library） 土田, 道夫 有斐閣 2009 9784641144132 社会科学 福祉

消費者法判例百選 （別冊ジュリスト no. 200） 廣瀬, 久和 有斐閣 2010 9784641115002 社会科学 福祉

社会福祉政策 ―現代社会と福祉― 第3版（有斐閣アルマ Specialized） 坂田, 周一 有斐閣 2014 9784641220195 社会科学 福祉

現代日本の「社会の心」 ―計量社会意識論― 吉川, 徹 有斐閣 2014 9784641173989 社会科学 福祉

都市社会学・入門 （有斐閣アルマ Specialized） 松本, 康 有斐閣 2014 9784641220157 社会科学 福祉

社会福祉をつかむ 改訂版　◆新版配信中(第3版)（Textbooks tsukamu） 稲沢, 公一 有斐閣 2014 9784641177215 社会科学 福祉

社会福祉研究のフロンティア 岩崎, 晋也 有斐閣 2014 9784641173996 社会科学 福祉

社会という謎の系譜 （有斐閣アルマ . 社会学の歴史 ; 1 Basic） 奥村, 隆 有斐閣 2014 9784641220393 社会科学 福祉
地域におけるソーシャル・エクスクルージョン ―沖縄からの移住者コミュニティをめぐる地域福祉の課題― 加山, 弾 有斐閣 2014 9784641174030 社会科学 福祉

有期雇用法制ベーシックス 【スマホ・読上】（Jurist books） 荒木, 尚志 有斐閣 2014 9784641144644 社会科学 福祉

社会福祉と権利擁護 ―人権のための理論と実践―（有斐閣アルマ Specialized） 秋元, 美世 有斐閣 2015 9784641220515 社会科学 福祉

共生社会を切り開く ―障碍者福祉改革の羅針盤― 佐藤, 久夫 有斐閣 2015 9784641174092 社会科学 福祉

現代社会論 ―社会学で探る私たちの生き方―（有斐閣ストゥディア） 本田, 由紀 有斐閣 2015 9784641150188 社会科学 福祉

社会を数理で読み解く ―不平等とジレンマの構造― 盛山, 和夫 有斐閣 2015 9784641174085 社会科学 福祉

社会政策 ―福祉と労働の経済学―（有斐閣アルマ Specialized） 駒村, 康平 有斐閣 2015 9784641220584 社会科学 福祉

ジェンダーの政治経済学 ―福祉国家・市場・家族― 原, 伸子 有斐閣 2016 9784641174016 社会科学 福祉

福祉国家の制度と組織 ―日本的特質の形成と展開― 佐々木, 伯朗 有斐閣 2016 9784641164741 社会科学 福祉

障害者福祉の世界 第5版（有斐閣アルマ Basic） 佐藤, 久夫 有斐閣 2016 9784641220690 社会科学 福祉

福祉行政の基礎 （地方自治・実務入門シリーズ） 山口, 道昭 有斐閣 2016 9784641227095 社会科学 福祉

労働法 第3版 荒木, 尚志 有斐閣 2016 9784641144880 社会科学 福祉

ボランティアを生みだすもの ―利他の計量社会学― 三谷, はるよ 有斐閣 2016 9784641174276 社会科学 福祉
マクロ実践ソーシャルワークの新パラダイム ―エビデンスに基づく支援環境開発アプローチ : 精神保健福祉への適用例から― 大島, 巌 有斐閣 2016 9784641174153 社会科学 福祉

合理的配慮 ―対話を開く,対話が拓く― 川島　聡 有斐閣 2016 9784641174221 社会科学 福祉

地域福祉の学びをデザインする 上野谷　加代子 有斐閣 2016 9784641174191 社会科学 福祉

労働契約法 第2版 土田, 道夫 有斐閣 2016 9784641144866 社会科学 福祉

政治変動期の圧力団体 辻中, 豊 有斐閣 2016 9784641149182 社会科学 福祉
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雇用差別禁止法制の展望 浅倉, むつ子 有斐閣 2016 9784641144668 社会科学 福祉

排除と差別の社会学 新版（有斐閣選書 1671） 好井, 裕明 有斐閣 2016 9784641281400 社会科学 福祉

質的社会調査の方法 ―他者の合理性の理解社会学―（有斐閣ストゥディア） 岸, 政彦 有斐閣 2016 9784641150379 社会科学 福祉

労働判例百選 第9版（別冊ジュリスト no. 230(52巻4号)） 村中, 孝史 有斐閣 2016 9784641115316 社会科学 福祉

社会保障法入門 第3版 西村, 健一郎 有斐閣 2017 9784641144958 社会科学 福祉

労働法の世界 第12版　◆新版配信中(第13版) 中窪, 裕也 有斐閣 2017 9784641144996 社会科学 福祉

派遣労働という働き方 ―市場と組織の間隙― 島貫, 智行 有斐閣 2017 9784641164970 社会科学 福祉

はじめてのジェンダー論 （有斐閣ストゥディア） 加藤, 秀一 有斐閣 2017 9784641150393 社会科学 福祉

新しいマンション標準管理規約 ―2016年改正― 浅見, 泰司 有斐閣 2017 9784641137691 社会科学 福祉

社会学のエッセンス ―世の中のしくみを見ぬく―新版補訂版（有斐閣アルマ Interest） 友枝, 敏雄 有斐閣 2017 9784641220980 社会科学 福祉

援助関係論入門 ―「人と人との」関係性―（有斐閣アルマ Basic） 稲沢, 公一 有斐閣 2017 9784641221000 社会科学 福祉

事例演習労働法 第3版 水町, 勇一郎 有斐閣 2017 9784641144972 社会科学 福祉

労働法 第3版（Legal quest） 両角, 道代 有斐閣 2017 9784641179301 社会科学 福祉

判例労働法入門 第5版　◆新版配信中(第6版) 野田, 進 有斐閣 2017 9784641243002 社会科学 福祉

社会学入門 ―社会とのかかわり方―（有斐閣ストゥディア） 筒井, 淳也 有斐閣 2017 9784641150461 社会科学 福祉

日本の介護 ―経済分析に基づく実態把握と政策評価― 中村, 二朗 有斐閣 2017 9784641165144 社会科学 福祉

英語で学ぶ社会心理学 （有斐閣ブックス 699） 大坪, 庸介 有斐閣 2017 9784641184367 社会科学 福祉

労働経済学 ―理論と実証をつなぐ― 川口, 大司 有斐閣 2017 9784641165076 社会科学 福祉

日本の労働市場 ―経済学者の視点― 川口, 大司 有斐閣 2017 9784641165120 社会科学 福祉

「同一労働同一賃金」のすべて 　◆新版配信中(新版) 水町, 勇一郎 有斐閣 2018 9784641243071 社会科学 福祉

労働法 第7版 水町, 勇一郎 有斐閣 2018 9784641243095 社会科学 福祉
はじめての社会保障 ―福祉を学ぶ人へ―第15版　◆新版配信中(第16版)（有斐閣アルマ Basic） 椋野, 美智子 有斐閣 2018 9784641221123 社会科学 福祉

社会保障法 第2版 菊池, 馨実 有斐閣 2018 9784641243040 社会科学 福祉

解雇規制を問い直す ―金銭解決の制度設計― 大内, 伸哉 有斐閣 2018 9784641165212 社会科学 福祉

雇用システム論 佐口, 和郎 有斐閣 2018 9784641165298 社会科学 福祉

はじめてのケア論 （有斐閣ストゥディア） 三井, さよ 有斐閣 2018 9784641150607 社会科学 福祉

現代文化論 ―新しい人文知とは何か―（有斐閣アルマ Specialized） 吉見, 俊哉 有斐閣 2018 9784641220768 社会科学 福祉

福祉原理 ―社会はなぜ他者を援助する仕組みを作ってきたのか― 岩崎, 晋也 有斐閣 2018 9784641174429 社会科学 福祉

生活保護と貧困対策 ―その可能性と未来を拓く―（有斐閣ストゥディア） 岩永, 理恵 有斐閣 2018 9784641150614 社会科学 福祉

ベーシック労働法 第7版（有斐閣アルマ Basic） 浜村, 彰 有斐閣 2019 9784641221321 社会科学 福祉

社会保障法 第7版（有斐閣アルマ Specialized） 加藤, 智章 有斐閣 2019 9784641221307 社会科学 福祉

はじめての社会保障 ―福祉を学ぶ人へ―第16版（有斐閣アルマ Basic） 椋野, 美智子 有斐閣 2019 9784641221352 社会科学 福祉

労働法の世界 第13版 中窪, 裕也 有斐閣 2019 9784641243187 社会科学 福祉

判例労働法入門 第6版 野田, 進 有斐閣 2019 9784641243156 社会科学 福祉

労働法 第3版（有斐閣ストゥディア） 小畑, 史子 有斐閣 2019 9784641150645 社会科学 福祉

労働基準法 第5版（有斐閣法学叢書 8） 下井, 隆史 有斐閣 2019 9784641243057 社会科学 福祉

女性学・男性学 ―ジェンダー論入門―第3版（有斐閣アルマ Interest） 伊藤, 公雄 有斐閣 2019 9784641221222 社会科学 福祉

社会学入門 中級編 【スマホ・読上】 稲葉, 振一郎 有斐閣 2019 9784641174467 社会科学 福祉

潜在認知の次元 ―しなやかで頑健な社会をめざして― 下条, 信輔 有斐閣 2019 9784641174474 社会科学 福祉

社会心理学 補訂版（New liberal arts selection） 池田, 謙一 有斐閣 2019 9784641053878 社会科学 福祉

「同一労働同一賃金」のすべて 新版 水町, 勇一郎 有斐閣 2019 9784641243248 社会科学 福祉

21世紀家族へ 第4版（有斐閣選書 1613） 落合, 恵美子 有斐閣 2019 9784641281462 社会科学 福祉

社会福祉をつかむ 第3版（Textbooks tsukamu） 稲沢　公一 有斐閣 2019 9784641177277 社会科学 福祉

よくわかる社会保障法 第2版 西村　健一郎 有斐閣 2019 9784641243163 社会科学 福祉

労働法 第8版 水町, 勇一郎 有斐閣 2020 9784641243361 社会科学 福祉
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はじめての社会保障 ―福祉を学ぶ人へ―第17版（有斐閣アルマ Basic） 椋野, 美智子 有斐閣 2020 9784641221642 社会科学 福祉

ベーシック労働法 第8版（有斐閣アルマ Basic） 浜村, 彰 有斐閣 2020 9784641221550 社会科学 福祉

地域福祉マネジメント ―地域福祉と包括的支援体制― 平野, 隆之 有斐閣 2020 9784641174573 社会科学 福祉

社会福祉政策 ―原理と展開―第4版（有斐閣アルマ Specialized） 坂田, 周一 有斐閣 2020 9784641221598 社会科学 福祉

労働法 第6版（有斐閣アルマ　Specialized） 浅倉 むつ子 有斐閣 2020 9784641221581 社会科学 福祉

労働法の基軸 ―学者五十年の思惟― 菅野, 和夫 有斐閣 2020 9784641243224 社会科学 福祉
New 都市に聴け ―アーバン・スタディーズから読み解く東京― 町村, 敬志 有斐閣 2020 9784641174528 社会科学 福祉 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 産業・組織心理学 ―経営とワークライフに生かそう!―改訂版（有斐閣アルマ Specialized） （※） 山口　裕幸 有斐閣 2020 9784641221543 社会科学 福祉

New ストーリーで学ぶ地域福祉 （有斐閣ストゥディア） （※） 加山, 弾 有斐閣 2020 9784641150751 社会科学 福祉

New はじめての社会保障 ―福祉を学ぶ人へ―第18版（有斐閣アルマ Basic） （※） 椋野, 美智子 有斐閣 2021 9784641221758 社会科学 福祉

高齢者の「生きる場」を求めて ―福祉、心理、介護の現場から―（シリーズこころとからだの処方箋 6） 野村, 豊子 ゆまに書房 2006 9784843318188 社会科学 福祉

文明開化と差別 （歴史文化ライブラリー 127） 今西, 一 吉川弘文館 2001 9784642055277 社会科学 福祉

女性史と出会う （歴史文化ライブラリー 116） 総合女性史研究会 吉川弘文館 2001 9784642055161 社会科学 福祉

銃後の社会史 ―戦死者と遺族―（歴史文化ライブラリー 203） 一ノ瀬, 俊也 吉川弘文館 2005 9784642056038 社会科学 福祉

地震の社会史 ―安政大地震と民衆―（読みなおす日本史） 北原, 糸子 吉川弘文館 2013 9784642063920 社会科学 福祉

津波災害と近代日本 北原, 糸子 吉川弘文館 2014 9784642038324 社会科学 福祉

戦争孤児たちの戦後史 1 総論編 浅井, 春夫 吉川弘文館 2020 9784642068574 社会科学 福祉

戦争孤児たちの戦後史 2 西日本編 平井, 美津子 吉川弘文館 2020 9784642068581 社会科学 福祉
3.11津波で何が起きたか ―被害調査と減災戦略―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 4） 柴山, 知也 早稲田大学出版部 2011 9784657113047 社会科学 福祉
0泊3日の支援からの出発 ―早稲田大学ボランティアセンター・学生による復興支援活動―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 7） 加藤, 基樹 早稲田大学出版部 2011 9784657113092 社会科学 福祉
全契約社員の正社員化 ―私鉄広電支部・混迷から再生へ(1993年〜2009年)―（早稲田大学学術叢書 17） 河西, 宏祐 早稲田大学出版部 2011 9784657117106 社会科学 福祉
復興政策をめぐる《正》と《善》 ―震災復興の政治経済学を求めて ; 1―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 8） 鈴村, 興太郎 早稲田大学出版部 2012 9784657113078 社会科学 福祉
東日本大震災と憲法 ―この国への直言―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 9） 水島, 朝穂 早稲田大学出版部 2012 9784657113085 社会科学 福祉
学生のパワーを被災地へ! ―「早稲田型ボランティア」の舞台裏―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 10） 岩井, 雪乃 早稲田大学出版部 2012 9784657123015 社会科学 福祉
大規模災害に強い自治体間連携 ―現場からの報告と提言―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 14） 稲継, 裕昭 早稲田大学出版部 2012 9784657123046 社会科学 福祉
《当事者》としていかに危機に向き合うか ―震災復興の政治経済学を求めて ; 2―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 16） 河野, 勝 早稲田大学出版部 2012 9784657123077 社会科学 福祉
早く的確な救援のために ―初動体制ガイドラインの提案―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 17） 中村, 民雄 早稲田大学出版部 2012 9784657123107 社会科学 福祉
ともに生きた伝えた ―地域紙『石巻かほく』の1年―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 20） 三陸河北新報社 早稲田大学出版部 2012 9784657123145 社会科学 福祉
復興に女性たちの声を ―「3・11」とジェンダー―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 23） 村田, 晶子 早稲田大学出版部 2012 9784657123169 社会科学 福祉
あの日私たちは東北へ向かった ―国際協力NGOと3・11―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 24） 多賀, 秀敏 早稲田大学出版部 2012 9784657123176 社会科学 福祉
ジャーナリズムの「いま」を問う ―早稲田ジャーナリズム大賞パネルディスカッションより―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 25） 早稲田大学広報室 早稲田大学出版部 2012 9784657123183 社会科学 福祉
風化と闘う記者たち ―忘れない平成三陸大津波―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 26） 岩手日報社編集局 早稲田大学出版部 2012 9784657123190 社会科学 福祉
津波被災地の500日 ―大槌・石巻・釜石にみる暮らし復興への困難な歩み―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 29） 浦野, 正樹 早稲田大学出版部 2013 9784657133038 社会科学 福祉
ガジュマル的支援のすすめ ―東日本大震災と人間科学 ; 1　一人ひとりのこころに寄り添う―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 31） 辻内, 琢也 早稲田大学出版部 2013 9784657133052 社会科学 福祉
フクシマから日本の未来を創る ―復興のための新しい発想―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 035） 松岡, 俊二 早稲田大学出版部 2013 9784657133090 社会科学 福祉

震災後に考える ―東日本大震災と向きあう92の分析と提言― 早稲田大学・震災復興研究論集編集委員会 早稲田大学出版部 2015 9784657150035 社会科学 福祉

視覚障害教育の源流をたどる ―京都盲啞院モノがたり― 岸, 博実 明石書店 2019 9784750348681 社会科学 教育
学校を長期欠席する子どもたち ―不登校・ネグレクトから学校教育と児童福祉の連携を考える― 保坂, 亨 明石書店 2019 9784750348766 社会科学 教育
多文化社会に生きる子どもの教育 ―外国人の子ども、海外で学ぶ子どもの現状と課題― 佐藤, 郡衛 明石書店 2019 9784750348872 社会科学 教育

庭訓往来 ; 句双紙 （新日本古典文学大系 52） 山田, 俊雄 岩波書店 1996 9784002400525 社会科学 教育

幼児教育と対話 ―子どもとともに生きる遊びの世界― 榎沢, 良彦 岩波書店 2018 9784000254731 社会科学 教育

部活はそんなに悪者なのか!? ―脱ブラック部活!現役教師の挑戦― 猿橋　善宏 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2020 9784295008859 社会科学 教育

地域連携活動の実践 ―大学から発信する地方創生― 山田, 浩久 海青社 2019 9784860993535 社会科学 教育

大学生活マネジメント・ブック （大学生活+2選書） 旺文社 旺文社 2015 9784010527467 社会科学 教育

日本の民主教育　2019 ―教育研究全国集会2019報告集― みんなで21世紀の未来をひらく教育のつどい教育研究全国集会二〇一九実行委員会 大月書店 2020 9784272441044 社会科学 教育
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英語学を英語授業に活かす ―市河賞の精神を受け継いで― 池内　正幸 開拓社 2018 9784758922593 社会科学 教育

The Minimal English Test研究 牧　秀樹 開拓社 2018 9784758922630 社会科学 教育

東日本大震災と学校 ―その時どうしたか次にどう備えるか― 天笠, 茂 学事出版 2013 9784761919504 社会科学 教育
大人が見逃す子どもの危険信号 ―いじめ・自殺・不登校・非行・性・学業不振・友人関係― 松原, 達哉 学事出版 2014 9784761920098 社会科学 教育

入門学校教育相談 ―知っておくべき基礎基本と実際の対応― 嶋崎, 政男 学事出版 2014 9784761920685 社会科学 教育
いじめ・不登校を防止する人間関係プログラム ―アクティブラーニングで学校が劇的に変わる!― 松江市立第一中学校「こころ・ほっとタイム」研究会 学事出版 2016 9784761922450 社会科学 教育

アメリカ合衆国公立学校で宗教一般を教える際のガイドライン Diane L. Moore 学事出版 2018 9784761924959 社会科学 教育

参加型アクティビティ入門 ―AL型授業が活性化する― 渡部, 淳 学事出版 2018 9784761924980 社会科学 教育
「社会に開かれた教育課程」を実現する学校づくり ―具体化のためのテーマ別実践事例15― 稲井, 達也 学事出版 2018 9784761925215 社会科学 教育
新学習指導要領を推進する学校マネジメント ―スクールリーダーが取り組むべき8つの重要課題― 現代学級経営研究会 学事出版 2018 9784761925222 社会科学 教育

探究の力を育む課題研究 ―中等教育における新しい学びの実践― 林, 創 学事出版 2019 9784761925437 社会科学 教育

日本語でできる外国人児童生徒とのコミュニケーション ―場面別学校生活支援ガイド― 高嶋, 幸太 学事出版 2019 9784761925734 社会科学 教育

理不尽な保護者への対応術 ―関係を悪化させず教師が疲弊しないためのガイド― 斎藤, 浩 学事出版 2019 9784761925512 社会科学 教育
荒れへの不安がにわか指導につながる ―新任・若手が身につけるべき生徒指導の考え方と力― 吉田, 順 学事出版 2019 9784761925635 社会科学 教育

図説・例解生徒指導史 ―少年非行・いじめ・不登校等の歴史から学ぶ生徒指導― 嶋﨑, 政男 学事出版 2019 9784761925628 社会科学 教育

学校現場の課題から学ぶ教育学入門 坂田, 仰 学事出版 2019 9784761924942 社会科学 教育
保育士・幼稚園教諭のための保護者支援 ―保育ソーシャルワークで学ぶ相談支援―新版（これからの保育シリーズ） 永野, 典詞 風鳴舎 2016 9784907537005 社会科学 教育

1946年ロンドン講義録 （国際モンテッソーリ協会(AMI)公認シリーズ 02） マリア・モンテッソーリ 風鳴舎 2016 9784907537029 社会科学 教育

気になる子の本当の発達支援 新版（これからの保育シリーズ 3） 市川, 奈緒子 風鳴舎 2017 9784907537111 社会科学 教育

絵本から広がる遊びの世界 ―読みあう絵本―（これからの保育シリーズ 4） 樋口, 正春 風鳴舎 2017 9784907537050 社会科学 教育
好奇心が育む学びの世界 ―発見!実験!遊びの中のサイエンス―（これからの保育シリーズ 5） 利根川, 彰博 風鳴舎 2017 9784907537067 社会科学 教育
子どもから始まる新しい教育 ―モンテッソーリ・メソッド確立の原点―（国際モンテッソーリ協会(AMI)公認シリーズ 03） マリア・モンテッソーリ 風鳴舎 2017 9784907537081 社会科学 教育

"体験"が感性を育む造形あそび （これからの保育シリーズ 6） 深谷, ベルタ 風鳴舎 2018 9784907537074 社会科学 教育
人間の傾向性とモンテッソーリ教育 ―普遍的な人間の特質とは何か?―新版（国際モンテッソーリ協会(AMI)公認シリーズ 01） マリオ・M・モンテッソーリ 風鳴舎 2018 9784907537012 社会科学 教育
忘れられた市民子ども ―モンテッソーリが訴える永遠の問題―（国際モンテッソーリ協会(AMI)公認シリーズ 04） マリア・モンテッソーリ 風鳴舎 2018 9784907537098 社会科学 教育

10の姿で保育の質を高める本 （これからの保育シリーズ 7） 汐見, 稔幸 風鳴舎 2019 9784907537173 社会科学 教育

教師のためのカウンセリングワークブック 菅野, 純 金子書房 2001 9784760822942 社会科学 教育
New 発達障害支援につなげる包括的アセスメント 【スマホ・読上】 （※） 萩原, 拓 金子書房 2021 9784760832835 社会科学 教育

障害児保育は「子ども理解」の場づくり 湯浅, 恭正 かもがわ出版 2014 9784780307047 社会科学 教育

地域を変える高校生たち ―市民とのフォーラムからボランティア、まちづくりへ― 宮下, 与兵衛 かもがわ出版 2014 9784780306958 社会科学 教育

持続可能な社会をつくる日本の保育 ―乳幼児期におけるESD― 冨田, 久枝 かもがわ出版 2018 9784780309614 社会科学 教育

保育をゆたかに絵本でコミュニケーション 村中, 李衣 かもがわ出版 2018 9784780309553 社会科学 教育

多文化社会を生きる子どもとスクールソーシャルワーク 鈴木, 庸裕 かもがわ出版 2018 9784780309706 社会科学 教育

説明文理解の心理学 岸　学 北大路書房 2004 9784762824135 社会科学 教育

自己調整学習 ―理論と実践の新たな展開へ― 自己調整学習研究会 北大路書房 2012 9784762827747 社会科学 教育

大学生のためのキャリアガイドブック Ver. 2 寿山, 泰二 北大路書房 2016 9784762829161 社会科学 教育

メタ認知の促進と育成 ―概念的理解のメカニズムと支援― 深谷, 達史 北大路書房 2016 9784762829253 社会科学 教育

18歳からの「大人の学び」基礎講座 ―学ぶ,書く,リサーチする,生きる― 向後 千春 北大路書房 2016 9784762829543 社会科学 教育

学習設計マニュアル ―「おとな」になるためのインストラクショナルデザイン― 鈴木, 克明 北大路書房 2018 9784762830136 社会科学 教育

メタ認知で「学ぶ力」を高める ―認知心理学が解き明かす効果的学習法― 三宮, 真智子 北大路書房 2018 9784762830372 社会科学 教育

教育の方法と技術 ―主体的・対話的で深い学びをつくるインストラクショナルデザイン― 稲垣, 忠 北大路書房 2019 9784762830600 社会科学 教育

学習科学ガイドブック ―主体的・対話的で深い学びに導く― 大島　純 北大路書房 2019 9784762830808 社会科学 教育
New 教育デザイン研究の理論と実践 スーザン・マッケニー 北大路書房 2021 9784762831409 社会科学 教育 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New メディア・リテラシーの教育論 ―知の継承と探究への誘い― 中橋 雄 北大路書房 2021 9784762831416 社会科学 教育 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

遊びを育てる ―出会いと動きがひらく子どもの世界― 野村, 寿子 協同医書出版社 1999 9784763920881 社会科学 教育
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文法教育の革新 三上, 章 くろしお出版 1963 9784874242650 社会科学 教育
外国人児童生徒の学びを創る授業実践 ―「ことばと教科の力」を育む浜松の取り組み― 齋藤, ひろみ くろしお出版 2015 9784874246627 社会科学 教育

日本手話で学ぶ手話言語学の基礎 松岡, 和美 くろしお出版 2015 9784874246702 社会科学 教育

英語学習ポートフォリオの理論と実践 ―自立した学習者をめざして― 清田, 洋一 くろしお出版 2017 9784874247389 社会科学 教育

英語教育におけるGraded Readersの文化的・教育的価値の考察 水野 邦太郎 くろしお出版 2020 9784874248249 社会科学 教育
New 探究型アプローチの大学教育実践 ―早大生が「複言語で育つ子ども」を考える授業― 川上　郁雄 くろしお出版 2020 9784874248447 社会科学 教育 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 個に応じた英語指導をめざして ―ユニバーサルデザインの授業づくり― 村上, 加代子 くろしお出版 2021 9784874248560 社会科学 教育 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

障害児と教育その心 ―肢体不自由教育を考える― 村田, 茂 慶應義塾大学出版会 1994 9784766405583 社会科学 教育

日本の肢体不自由教育 ―その歴史的発展と展望― 新版 村田, 茂 慶應義塾大学出版会 1997 9784766406573 社会科学 教育

子どもたちのメンタリティ危機 須永, 和宏 慶應義塾大学出版会 2005 9784766411966 社会科学 教育

福澤諭吉家庭教育のすすめ 渡辺, 徳三郎 慶應義塾大学出版会 2010 9784766417593 社会科学 教育

仁斎学の教育思想史的研究 ―近世教育思想の思惟構造とその思想史的展開― 山本, 正身 慶應義塾大学出版会 2010 9784766417777 社会科学 教育

回想慶應義塾 鳥居, 泰彦 慶應義塾大学出版会 2013 9784766419931 社会科学 教育

大学改革を問い直す 天野, 郁夫 慶應義塾大学出版会 2013 9784766420531 社会科学 教育
慢性疾患の子どもの学校生活 ―学校の先生にも知ってほしい―（子どものこころと体シリーズ） 満留, 昭久 慶應義塾大学出版会 2014 9784766420944 社会科学 教育

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 慶應義塾大学出版会 2016 9784766423235 社会科学 教育

視覚に障害のある乳幼児の育ちを支える 猪平, 眞理 慶應義塾大学出版会 2018 9784766424973 社会科学 教育
障害の重い子どもの発達理解ガイド ―教科指導のための「段階意義の系統図」の活用― 徳永, 豊 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426083 社会科学 教育

大学1年生からのプロジェクト学習の始めかた 常盤, 拓司 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426366 社会科学 教育
思考を鍛える大学の学び入門 ―論理的な考え方・書き方からキャリアデザインまで―第2版 井下, 千以子 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426519 社会科学 教育

大学生のための知的技法入門 第3版（アカデミック・スキルズ） 佐藤, 望 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426564 社会科学 教育
重度・重複障害教育におけるカリキュラム評価 ―自立活動の課題とカリキュラム・マネジメント― 一木, 薫 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426977 社会科学 教育

New 障害の重い子どもの目標設定ガイド ―授業における「Sスケール」の活用―第2版 徳永, 豊 慶應義塾大学出版会 2021 9784766427325 社会科学 教育 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New インクルーシブ教育を支えるセンター的機能の充実 ―特別支援学校と小・中学校等との連携― 香川, 邦生 慶應義塾大学出版会 2021 9784766427424 社会科学 教育 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New ワークショップデザイン論 ―創ることで学ぶ―第2版 【スマホ・読上】 （※） 山内, 祐平 慶應義塾大学出版会 2021 9784766427202 社会科学 教育

教育力としての言語 ―シュタイナー教育の原点― 広瀬, 俊雄 勁草書房 2002 9784326298716 社会科学 教育

特別支援教育の新たな展開 （学習者の多様なニーズと教育政策 続） 柘植, 雅義 勁草書房 2008 9784326298891 社会科学 教育

なぜ「教育が主戦場」となったのか ―「統治の失敗」という見過ごされた論点― 栗田, 哲也 勁草書房 2008 9784326653355 社会科学 教育

最新教育原理 安彦, 忠彦 勁草書房 2010 9784326250677 社会科学 教育

憲法と公教育 ―「教育権の独立」を求めて― 杉原, 泰雄 勁草書房 2011 9784326402717 社会科学 教育

シュタイナーの教育思想 ―その人間観と芸術論― 柴山　英樹 勁草書房 2011 9784326250714 社会科学 教育

高校・大学の未就職者への支援 (support) 小杉, 礼子 勁草書房 2013 9784326653836 社会科学 教育

多文化教育をデザインする ―移民時代のモデル構築― 松尾, 知明 勁草書房 2013 9784326250905 社会科学 教育

子どものいない校庭 ―都市戦略にゆらぐ学校空間― 高久, 聡司 勁草書房 2014 9784326602612 社会科学 教育

なぜ日本の公教育費は少ないのか ―教育の公的役割を問いなおす― 中澤　渉 勁草書房 2014 9784326653881 社会科学 教育

戦後日本の教育学 ―史的唯物論と教育科学― 井深, 雄二 勁草書房 2016 9784326251186 社会科学 教育

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 勁草書房 2017 9784326251209 社会科学 教育

学習者中心の教育 ―アクティブラーニングを活かす大学授業― メルリン・ワイマー 勁草書房 2017 9784326251193 社会科学 教育

女性校長はなぜ増えないのか ―管理職養成システム改革の課題― 河野, 銀子 勁草書房 2017 9784326654116 社会科学 教育

市民を育てる学校 ―アメリカ進歩主義教育の実験― 佐藤, 隆之 勁草書房 2018 9784326299287 社会科学 教育

歴史学者と読む高校世界史 ―教科書記述の舞台裏― 長谷川, 修一 勁草書房 2018 9784326248483 社会科学 教育

深い学びを紡ぎだす ―教科と子どもの視点から― グループ・ディダクティカ 勁草書房 2019 9784326251322 社会科学 教育

震災と学校のエスノグラフィー ―近代教育システムの慣性と摩擦― 清水, 睦美 勁草書房 2020 9784326251407 社会科学 教育

子どもの学びと成長を追う ―2万組の親子パネル調査から― 東京大学社会科学研究所 勁草書房 2020 9784326251452 社会科学 教育

京都学派とマルクス主義 （日本教育学の系譜 続） 小笠原, 道雄 勁草書房 2020 9784326251445 社会科学 教育
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New 学力格差への処方箋 ―[分析]全国学力・学習状況調査― 耳塚, 寛明 勁草書房 2021 9784326251513 社会科学 教育

New 対話型論証による学びのデザイン ―学校で身につけてほしいたった一つのこと― 松下, 佳代 勁草書房 2021 9784326251490 社会科学 教育

最新英語科教育法入門 （英語・英米文学入門シリーズ） 土屋　澄男 研究社 2019 9784327375133 社会科学 教育
理系のための論理が伝わる文章術 ―実例で学ぶ読解・作成の手順―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-1965） 成清, 弘和 講談社 2016 9784062579650 社会科学 教育

大学論の誤解と幻想 （※） 岩井, 洋 弘文堂 2020 9784335552014 社会科学 教育

グローバル化時代の宗教文化教育 （※） 井上, 順孝 弘文堂 2020 9784335160998 社会科学 教育
プロジェクト学習で始めるアクティブラーニング入門 ―テーマ決定からプレゼンテーションまで―改訂 （※） 稲葉, 竹俊 コロナ社 2019 9784339078237 社会科学 教育
大学生のこころのケア・ガイドブック ―精神科と学生相談からの17章―新版 【スマホ・読上】 福田, 真也 金剛出版 2017 9784772415996 社会科学 教育

放課後の教育論 ―巷の理論と現場の教師たち― 手島　純 彩流社 1997 9784882024705 社会科学 教育
New 学校アップデート ―情報化に対応した整備のための手引き― 堀田, 龍也 さくら社 2020 9784908983436 社会科学 教育

New GIGAスクールはじめて日記 ―Chromebookと子どもと先生の4カ月― 棚橋 俊介 さくら社 2021 9784908983504 社会科学 教育

学びの心理学 ―授業をデザインする―（放送大学叢書 020） 秋田, 喜代美 左右社 2012 9784903500850 社会科学 教育

道徳教育の方法 ―理論と実践―（放送大学叢書 042） 林, 泰成 左右社 2018 9784865281927 社会科学 教育

発信力をつける新しい英語語彙指導 ―プロセス可視化とチャンク学習― 投野, 由紀夫 三省堂 2015 9784385366036 社会科学 教育

ピアジェの教育学 ―子どもの活動と教師の役割― ジャン・ピアジェ 三和書籍 2005 9784916037893 社会科学 教育

野外文化教育としての体験活動 ―野外文化人のすすめ― 森田, 勇造 三和書籍 2010 9784862510754 社会科学 教育

国立大学法人法コンメンタール 改訂版 国立大学法人法制研究会 ジアース教育新社 2017 9784863714007 社会科学 教育

よくわかる!大学における障害学生支援 ―こんなときどうする?―【スマホ・読上】 竹田　一則 ジアース教育新社 2018 9784863714694 社会科学 教育

標準「病弱児の教育」テキスト 日本育療学会 ジアース教育新社 2019 9784863714939 社会科学 教育

韓国における大学倒産時代の到来と私立大学の生存戦略 【スマホ・読上】 尹　敬勲 ジアース教育新社 2019 9784863714915 社会科学 教育

激動の高等教育　上 山本眞一 ジアース教育新社 2020 9784863715455 社会科学 教育

激動の高等教育　下 山本眞一 ジアース教育新社 2020 9784863715462 社会科学 教育

新教職論 ―教職必修―3訂版 教職課程研究会 実教出版 2018 9784407347777 社会科学 教育

教育の方法と技術 ―教職必修―改訂版 教職課程研究会 実教出版 2018 9784407347760 社会科学 教育

保健体育のおさらい ―性教育 ―（おとなの楽習 22） 早乙女, 智子 自由国民社 2011 9784426110857 社会科学 教育

発達の気になる子の「できた!」が増えるトレーニング ―誤学習・未学習を防ぐ!― 橋本, 美恵 翔泳社 2018 9784798153698 社会科学 教育

小学校プログラミング教育の研修ガイドブック 小林　祐紀 翔泳社 2019 9784798159461 社会科学 教育

先輩保育者が教えてくれる!連絡帳の書き方のきほん 浅井　拓久也 翔泳社 2019 9784798158549 社会科学 教育

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 2010 9784788512016 社会科学 教育

食をつなげる、食でつながる ―八国山保育園の食― 外山, 紀子 新曜社 2014 9784788513808 社会科学 教育

遊びのリアリティー ―事例から読み解く子どもの豊かさと奥深さ― 中田, 基昭 新曜社 2016 9784788514546 社会科学 教育

自閉症と感覚過敏 ―特有な世界はなぜ生まれ、どう支援すべきか?― 熊谷, 高幸 新曜社 2017 9784788515079 社会科学 教育

展示される大和魂 ―「国民精神」の系譜― 森, 正人 新曜社 2017 9784788515192 社会科学 教育
学校における自殺予防教育プログラムGRIP ―5時間の授業で支えあえるクラスをめざす― 川野　健治 新曜社 2018 9784788515963 社会科学 教育
「心の理論」テストはほんとうは何を測っているのか? ―子どもが行動シナリオに気づくとき― 熊谷　高幸 新曜社 2018 9784788515970 社会科学 教育

New 海外ルーツの子ども支援 【スマホ・読上】 （※） 田中, 宝紀 青弓社 2021 9784787234889 社会科学 教育

New ハーバード式Zoom授業入門 【スマホ・読上】 （※） ダン・レヴィ 青弓社 2021 9784787234858 社会科学 教育

大学生学びのハンドブック ―勉強法がよくわかる!―改訂版 世界思想社編集部 世界思想社 2011 9784790715405 社会科学 教育
New 大学生　学びのハンドブック［5訂版］ 世界思想社編集部 編 世界思想社 202100 9784790717492 社会科学 教育

自己形成の心理学 ―他者の森をかけ抜けて自己になる―（Sekaishiso seminar） 溝上, 慎一 世界思想社教学社 2008 9784790713708 社会科学 教育

ポストモラトリアム時代の若者たち ―社会的排除を超えて― 村澤, 和多里 世界思想社教学社 2012 9784790715719 社会科学 教育

遊びからはじまる 【スマホ・読上】（こどものみらい叢書 4） （※） 松崎　行代 世界思想社教学社 2020 9784790717461 社会科学 教育

あきらめの英語 ―あるがままの国際理解教育― 島田, 将夫 大学教育出版 2001 9784887304512 社会科学 教育

高校で教えるネイティブたちの英語 ―学校で生きた英語を身につけるために― 渡辺, 晶夫 大学教育出版 2008 9784887308145 社会科学 教育

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 2008 9784887308350 社会科学 教育
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『学び合い』入門 ―これで、分からない子が誰もいなくなる!― 三崎, 隆 大学教育出版 2010 9784887309524 社会科学 教育

高等教育とESD ―持続可能な社会のための高等教育― 荻原, 彰 大学教育出版 2011 9784864290678 社会科学 教育
身近な環境への気づきを高める環境教育手法 ―「環境経験学習」から「指示書方式」への展開― 市川, 智史 大学教育出版 2011 9784864290111 社会科学 教育

現代子どもの教育と福祉の法規事典 中島, 正明 大学教育出版 2014 9784864292801 社会科学 教育

社会教育福祉の諸相と課題 ―欧米とアジアの比較研究― 松田, 武雄 大学教育出版 2015 9784864293242 社会科学 教育

心おどる造形活動 ―幼稚園・保育園の保育者に求められるもの― 成田, 孝 大学教育出版 2017 9784864294317 社会科学 教育

子どもの健康福祉指導ガイド 前橋, 明 大学教育出版 2017 9784864294225 社会科学 教育

授業の科学と評価 ―連想調査法を用いた教え方・学び方― 新田, 照夫 大学教育出版 2017 9784864294560 社会科学 教育

子どもの健康福祉指導ガイド 2 前橋, 明 大学教育出版 2017 9784864294591 社会科学 教育

教育実践学 ―実践を支える理論― 教育実践学会 大学教育出版 2017 9784864294720 社会科学 教育

AI時代の情報教育 加納, 寛子 大学教育出版 2017 9784864294805 社会科学 教育

幼児体育指導ガイド 前橋, 明 大学教育出版 2018 9784864294973 社会科学 教育
New 最新特別活動論 第3版（基礎基本シリーズ 3） 原田　恵理子 大学教育出版 2021 9784866921082 社会科学 教育

New 英語×「主体的・対話的で深い学び」 ―中学校・高校新学習指導要領対応― 高橋昌由 大学教育出版 2021 9784866921143 社会科学 教育

New 若い英語教師のための教材研究入門 小橋　雅彦 大学教育出版 2021 9784866921297 社会科学 教育

New 幼児体育指導ガイド 4 ―新型コロナ感染症(COVID-19)対応 いま、私たちにできること― 前橋　明 大学教育出版 2021 9784866921136 社会科学 教育

New アクティブラーニングとディープラーニング ―学ぶ心に火がともる― 森　邦昭 大学教育出版 2021 9784866921129 社会科学 教育

コミュニケーションのための英文法 （英語教育21世紀叢書 002） 萩野, 俊哉 大修館書店 2000 9784469244526 社会科学 教育
英語力はどのように伸びてゆくか ―中学生の英語習得過程を追う―（英語教育21世紀叢書 010） 太田, 洋 大修館書店 2003 9784469244823 社会科学 教育

英文法指導Q&A ―こんなふうに教えてみよう―（英語教育21世紀叢書 018） 萩野, 俊哉 大修館書店 2008 9784469245356 社会科学 教育

論理的な英語が書ける本 崎村, 耕二 大修館書店 2009 9784469245448 社会科学 教育

体育の教材を創る ―運動の面白さに誘い込む授業づくりを求めて― 岩田, 靖 大修館書店 2012 9784469267280 社会科学 教育

体育授業のためのやさしい教授学 桑原, 昭徳 大修館書店 2012 9784469267358 社会科学 教育

保健体育教師になろう! ―不安に応える現役教師からのアドバイス― 伊藤, 博子 大修館書店 2014 9784469267563 社会科学 教育

アクティブラーニング （シリーズ大学の教授法 3） 中井, 俊樹 玉川大学出版部 2015 9784472405334 社会科学 教育

読みの交流と言語活動 ―国語科学習デザインと実践― 松本, 修 玉川大学出版部 2015 9784472405280 社会科学 教育

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 2020 9784502328411 社会科学 教育

自閉症と受容的交流療法 石井, 哲夫 中央法規出版 1995 9784805813959 社会科学 教育

発達障害の子どもたち ―いきいきとしたその世界― 細川, 徹 中央法規出版 2003 9784805823590 社会科学 教育

ことばでつまずく子どもたち ―話す・読む・書くの脳科学― 竹下, 研三 中央法規出版 2011 9784805835333 社会科学 教育

発達障害のある子の育ちの支援 ―家族と子どもを支える― 辻井, 正次 中央法規出版 2016 9784805854099 社会科学 教育

こうすればうまくいく!ADHDのある子どもの保育 ―イラストですぐにわかる対応法― 水野, 智美 中央法規出版 2017 9784805854945 社会科学 教育

保育の視点がわかる!観察にもとづく記録の書き方 （保育わかばbooks） 岸井, 慶子 中央法規出版 2017 9784805855539 社会科学 教育

根拠がわかる!私の保育総点検 （保育わかばbooks） 横山, 洋子 中央法規出版 2017 9784805855522 社会科学 教育

写真で学ぶ!保育現場のリスクマネジメント （保育わかばbooks） 田中, 浩二 中央法規出版 2017 9784805855546 社会科学 教育

個性がキラリ3・4・5歳児の指導計画の立て方 （保育わかばbooks） 開, 仁志 中央法規出版 2017 9784805855560 社会科学 教育

個性がキラリ0・1・2歳児の指導計画の立て方 （保育わかばbooks） 開, 仁志 中央法規出版 2017 9784805855553 社会科学 教育
こうすればうまくいく!医療的配慮の必要な子どもの保育 ―30の病気の対応ポイントがわかる!― 西村, 実穂 中央法規出版 2017 9784805855232 社会科学 教育
こうすればうまくいく!自閉症スペクトラムの子どもの保育 ―イラストですぐにわかる対応法― 水野, 智美 中央法規出版 2017 9784805855775 社会科学 教育
気になる子の保育「伝わる言葉」「伝わらない言葉」 ―保育者が身につけたい配慮とコミュニケーション― 守, 巧 中央法規出版 2018 9784805857533 社会科学 教育
身近な自然を活かした保育実践とカリキュラム ―環境・人とつながって育つ子どもたち― 松本, 信吾 中央法規出版 2018 9784805857595 社会科学 教育

先輩に学ぶ乳児保育の困りごと解決BOOK 0歳児クラス編 波多野, 名奈 中央法規出版 2019 9784805858585 社会科学 教育

先輩に学ぶ乳児保育の困りごと解決BOOK 1歳児クラス編 波多野, 名奈 中央法規出版 2019 9784805858592 社会科学 教育

先輩に学ぶ乳児保育の困りごと解決BOOK 2歳児クラス編 波多野, 名奈 中央法規出版 2019 9784805858608 社会科学 教育

保育・教育施設における事故予防の実践 ―事故データベースを活かした環境改善― 西田, 佳史 中央法規出版 2019 9784805858547 社会科学 教育
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学力テストで測れない非認知能力が子どもを伸ばす 中山 芳一 東京書籍 2018 9784487811540 社会科学 教育

小学校英語の文字指導 ―リタラシー指導の理論と実践― アレン玉井光江 東京書籍 2019 9784487812066 社会科学 教育

小・中学校で英語を教えるための必携テキスト ―コア・カリキュラム対応― 中村　典生 東京書籍 2019 9784487811465 社会科学 教育

おもしろ理科授業の極意 ―未知への探究で好奇心をかき立てる感動の理科授業― 左巻健男 東京書籍 2019 9784487810543 社会科学 教育

大阪芸大 ―破壊者は西からやってくる―【スマホ・読上】 （※） 向井 康介 東京書籍 2019 9784487811380 社会科学 教育
New 大学生のための教科書 大学生のための教科書編集委員会 東京書籍 2021 9784487814879 社会科学 教育 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

現代日本の教育 （UP選書 17） 清水, 義弘 東京大学出版会 1968 9784130050173 社会科学 教育

歴史教育の歴史 （UP選書 21） 海後, 宗臣 東京大学出版会 1969 9784130050210 社会科学 教育

大学の効用 （UP選書 33） C.カー 東京大学出版会 1969 9784130050333 社会科学 教育

近代化と教育 （UP選書 39） 永井, 道雄 東京大学出版会 1969 9784130050395 社会科学 教育

学歴病患者たち （UP選書 42） J.キーツ 東京大学出版会 1970 9784130050425 社会科学 教育

教育改革の展望 （UP選書 54） 清水, 義弘 東京大学出版会 1970 9784130050548 社会科学 教育

アメリカの大学 ―巨大化の苦悩―（UP選書 66） P.ウッドリング 東京大学出版会 1971 9784130050661 社会科学 教育

政治のなかの学生 ―国際比較の視点から―（UP選書 70） P.G.アルトバック 東京大学出版会 1971 9784130050708 社会科学 教育

市民の大学 （UP選書 71） 井門, 富二夫 東京大学出版会 1971 9784130050715 社会科学 教育

教育入門 ―本と人と問題と―（UP選書 108） 山住, 正己 東京大学出版会 1972 9784130060080 社会科学 教育

教育の探求 （UP選書 122） 大田, 尭 東京大学出版会 1973 9784130060226 社会科学 教育

大学について （UP選書 123） 矢内原, 忠雄 東京大学出版会 1973 9784130060233 社会科学 教育

政治と人間 （UP選書 124） 矢内原, 忠雄 東京大学出版会 1973 9784130060240 社会科学 教育

教育と人間 （UP選書 125） 矢内原, 忠雄 東京大学出版会 1973 9784130060257 社会科学 教育

教育と社会の間 ―70年代の教育を考える―（UP選書 127） 清水, 義弘 東京大学出版会 1973 9784130060271 社会科学 教育

大学の未来像 第2版（UP選書 6） J.A.パーキンス 東京大学出版会 1975 9784130050067 社会科学 教育

高学歴社会の大学 ―エリートからマスへ―（UP選書 159） マーチン・トロウ 東京大学出版会 1976 9784130060592 社会科学 教育

現代教育の課題 ―高校改革と大学改革―（UP選書 169） 清水, 義弘 東京大学出版会 1977 9784130060691 社会科学 教育

学歴社会の転換 （UP選書 181） 潮木, 守一 東京大学出版会 1978 9784130060813 社会科学 教育

子どもの発達と環境 （UP選書 193） 井上, 健治 東京大学出版会 1979 9784130060936 社会科学 教育

非行少女 ―学校カウンセリングと地域―（UP選書 194） R. ブラックラー 東京大学出版会 1979 9784130060943 社会科学 教育

自己学習能力を育てる ―学校の新しい役割―（UP選書 207） 波多野, 誼余夫 東京大学出版会 1980 9784130020077 社会科学 教育

大学はバベルの塔か （UP選書 220） 隅谷, 三喜男 東京大学出版会 1981 9784130020206 社会科学 教育

子どものしつけと学校生活 （UP選書 230） 清水, 義弘 東京大学出版会 1983 9784130020305 社会科学 教育

子どものための学校 ―イギリスの小学校から―（UP選書 232） 稲垣, 忠彦 東京大学出版会 1984 9784130020329 社会科学 教育

教育改革を考える （UP選書 239） 天野, 郁夫 東京大学出版会 1985 9784130020398 社会科学 教育

学問と人間形成の間 （UP選書 244） 福田, 歓一 東京大学出版会 1986 9784130020442 社会科学 教育

子どもと学級 ―生きる力を育てる―（UP選書 245） 若狭, 蔵之助 東京大学出版会 1986 9784130020459 社会科学 教育

子どもの自己概念と教育 増補（UP選書 237） 梶田, 叡一 東京大学出版会 1987 9784130020374 社会科学 教育

子どもの自分くずしと自分つくり （UP選書 256） 竹内, 常一 東京大学出版会 1987 9784130020565 社会科学 教育

大学 ―試練の時代―（UP選書 260） 天野, 郁夫 東京大学出版会 1988 9784130020602 社会科学 教育

すぐれた授業とはなにか ―授業の認知科学―（UP選書 261） 佐伯, 胖 東京大学出版会 1989 9784130020619 社会科学 教育

子ども・学校・社会 ―「豊かさ」のアイロニーのなかで―（UP選書 266） 藤田, 英典 東京大学出版会 1991 9784130020664 社会科学 教育

大学 ―変革の時代―（UP選書 267） 天野, 郁夫 東京大学出版会 1994 9784130020671 社会科学 教育

教育改革のゆくえ ―自由化と個性化を求めて―（UP選書 271） 天野, 郁夫 東京大学出版会 1995 9784130020718 社会科学 教育

子どもの社会的発達 井上, 健治 東京大学出版会 1997 9784130120319 社会科学 教育

発達と臨床援助の心理学 （教育心理学 2） 下山, 晴彦 東京大学出版会 1998 9784130520744 社会科学 教育

大学 ―挑戦の時代―（UP選書 276） 天野, 郁夫 東京大学出版会 1999 9784130020763 社会科学 教育

学校を欠席する子どもたち ―長期欠席・不登校から学校教育を考える― 保坂, 享 東京大学出版会 2000 9784130513036 社会科学 教育
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民俗学運動と学校教育 ―民俗の発見とその国民化― 小国, 喜弘 東京大学出版会 2001 9784130562034 社会科学 教育

子どもの能力と教育評価 第2版（UP選書 198） 東, 洋 東京大学出版会 2001 9784130022040 社会科学 教育

教育社会の設計 （UP選書 279） 矢野, 真和 東京大学出版会 2001 9784130020794 社会科学 教育

幼児教育へのいざない ―円熟した保育者になるために―（UP選書 280） 佐伯, 胖 東京大学出版会 2001 9784130020800 社会科学 教育

東京の近代小学校 ―「国民」教育制度の成立過程― 土方, 苑子 東京大学出版会 2002 9784130513050 社会科学 教育

戦前期女子高等教育の量的拡大過程 ―政府・生徒・学校のダイナミクス― 佐々木, 啓子 東京大学出版会 2002 9784130562041 社会科学 教育

学校文化の比較社会学 ―日本とイギリスの中等教育― 志水, 宏吉 東京大学出版会 2002 9784130562058 社会科学 教育

教育臨床心理学 ―愛・いやし・人権そして恢復― 横湯, 園子 東京大学出版会 2002 9784130520751 社会科学 教育

日本の高等教育システム ―変革と創造― 天野, 郁夫 東京大学出版会 2003 9784130513067 社会科学 教育

大学改革 ―秩序の崩壊と再編― 天野, 郁夫 東京大学出版会 2004 9784130530774 社会科学 教育

ポリスとしての教育 ―教育的統治のアルケオロジー― 白水, 浩信 東京大学出版会 2004 9784130562089 社会科学 教育

教育人間学のために 西平, 直 東京大学出版会 2005 9784130513104 社会科学 教育

教育研究のメソドロジー ―学校参加型マインドへのいざない― 秋田, 喜代美 東京大学出版会 2005 9784130520768 社会科学 教育

知識基盤社会と大学の挑戦 ―国立大学法人化を超えて― 佐々木, 毅 東京大学出版会 2006 9784130033251 社会科学 教育

教育と社会階層 ―ESSM全国調査からみた学歴・学校・格差― 中村, 高康 東京大学出版会 2018 9784130501934 社会科学 教育

遊びと学びのメディア史 ―錦絵・幻燈・活動写真― 青山, 貴子 東京大学出版会 2019 9784130562270 社会科学 教育

乳児期における社会的学習 ―誰からどのように学ぶのか― 奥村　優子 東京大学出版会 2020 9784130161220 社会科学 教育

Education and Social Stratification in South Korea 有田　伸 東京大学出版会 2020 9784130572019 社会科学 教育

市場化時代の大学経営分析 ―私立大学の財務分析を中心として― 川崎　成一 東京大学出版会 2020 9784130562300 社会科学 教育

日本近代大学史 寺﨑　昌男 東京大学出版会 2020 9784130513494 社会科学 教育

人生行動科学としての思春期学 笠井, 清登 東京大学出版会 2020 9784130111485 社会科学 教育
New 東京大学のアクティブラーニング ―教室・オンラインでの授業実施と支援― 東京大学教養教育高度化機構アクティブラーニング部門 東京大学出版会 2021 9784130530934 社会科学 教育 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 新しい経営体としての東京大学 ―未来社会協創への挑戦― 五神, 真 東京大学出版会 2021 9784130530958 社会科学 教育 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

高野辰之と唱歌の時代 ―日本の音楽文化と教育の接点をもとめて― 権藤, 敦子 東京堂出版 2015 9784490209136 社会科学 教育

アクティブ・ラーニングによるキャリア教育入門 【スマホ・読上】 （※） 西川　純 東洋館出版社 2016 9784491031880 社会科学 教育

週イチでできる!アクティブ・ラーニングの始め方 【スマホ・読上】 （※） 西川　純 東洋館出版社 2016 9784491032115 社会科学 教育

「公民的資質」とは何か ―社会科の過去・現在・未来を探る―【スマホ・読上】 （※） 唐木　清志 東洋館出版社 2016 9784491032832 社会科学 教育

「アクティブ・ラーニング」を考える 【スマホ・読上】 （※） 教育課程研究会 東洋館出版社 2016 9784491031859 社会科学 教育

小学校新学習指導要領ポイント総整理　平成29年版 東洋館出版社編集部 東洋館出版社 2017 9784491033587 社会科学 教育

見方・考え方　社会科編 ―「見方・考え方」を働かせる真の授業の姿とは?― 澤井　陽介 東洋館出版社 2017 9784491034232 社会科学 教育
「発問」する技術 ―発問の基本ルールASKの法則で、子どもの反応が驚くほど変わる!―【スマホ・読上】 （※） 栗田　正行 東洋館出版社 2017 9784491033280 社会科学 教育

学級経営の教科書 【スマホ・読上】 白松　賢 東洋館出版社 2017 9784491033419 社会科学 教育

生活・総合「深い学び」のカリキュラム・デザイン 田村　学 東洋館出版社 2017 9784491033792 社会科学 教育

通常学級のユニバーサルデザインスタートダッシュQ&A55 阿部　利彦 東洋館出版社 2017 9784491034195 社会科学 教育

すべての子どもを算数好きにする「しかけ」と「しこみ」 山本　良和 東洋館出版社 2017 9784491033808 社会科学 教育

中学校新学習指導要領ポイント総整理　平成29年版 東洋館出版社編集部 東洋館出版社 2017 9784491033686 社会科学 教育

平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 体育 ―まるごと早わかり― 岡出　美則 東洋館出版社 2017 9784491034058 社会科学 教育

平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 国語 ―まるごと早わかり― 吉田　裕久 東洋館出版社 2017 9784491033976 社会科学 教育

平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 特別活動 ―まるごと早わかり― 杉田　洋 東洋館出版社 2017 9784491034096 社会科学 教育

平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 図画工作 ―まるごと早わかり― 阿部　宏行 東洋館出版社 2017 9784491034034 社会科学 教育

平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 算数 ―まるごと早わかり― 清水　美憲 東洋館出版社 2017 9784491033990 社会科学 教育
平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 特別の教科道徳 ―まるごと早わかり― 永田　繁雄 東洋館出版社 2017 9784491034072 社会科学 教育
平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 総合的な学習の時間 ―まるごと早わかり― 黒上　晴夫 東洋館出版社 2017 9784491034089 社会科学 教育

平成29年版小学校新学習指導要領ポイント総整理 外国語 ―まるごと早わかり― 大城　賢 東洋館出版社 2017 9784491034065 社会科学 教育

知的障害教育におけるアクティブ・ラーニング 武富　博文 東洋館出版社 2017 9784491033099 社会科学 教育
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学校における安全教育・危機管理ガイド ―あらゆる危険から子供たちを守るために― 大阪教育大学附属池田小学校 東洋館出版社 2017 9784491034263 社会科学 教育
理科授業をデザインする理論とその展開 ―自律的に学ぶ子どもを育てる―【スマホ・読上】 （※） 森本　信也 東洋館出版社 2017 9784491033303 社会科学 教育

成長する授業 ―子供と教師をつなぐ図画工作―【スマホ・読上】 （※） 岡田　京子 東洋館出版社 2017 9784491032962 社会科学 教育

国語授業における「深い学び」を考える ―授業者からの提案―【スマホ・読上】 （※） 全国国語授業研究会 東洋館出版社 2017 9784491033884 社会科学 教育

見方・考え方　国語科編 ―「見方・考え方」を働かせる真の授業の姿とは?― 中村　和弘 東洋館出版社 2018 9784491034768 社会科学 教育

加藤宣行の道徳授業実況中継 ―この一冊でぜんぶわかる!― 加藤　宣行 東洋館出版社 2018 9784491034836 社会科学 教育

福井発プロジェクト型学習 ―未来を創る子どもたち―【スマホ・読上】 （※） 秋田　喜代美 東洋館出版社 2018 9784491036168 社会科学 教育
特別支援学校新学習指導要領ポイント総整理 特別支援教育　平成29年版 ―まるごと早わかり―【スマホ・読上】 （※） 全日本特別支援教育研究連盟 東洋館出版社 2018 9784491035796 社会科学 教育
授業改善8つのアクション ―学び合えるチームが最高の授業をつくる!―【スマホ・読上】 （※） 石井　英真 東洋館出版社 2018 9784491035475 社会科学 教育
教師にも瞬発力・対応力が必要です ―学級・授業づくりと芸人さんの話から学ぶ―【スマホ・読上】 （※） 田中　博史 東洋館出版社 2018 9784491035802 社会科学 教育

道徳の評価で大切なこと 【スマホ・読上】 （※） 赤堀　博行 東洋館出版社 2018 9784491035789 社会科学 教育

スクールリーダーが知っておきたい60の心得 【スマホ・読上】 （※） 田中　博史 東洋館出版社 2018 9784491035758 社会科学 教育

思考ツールで国語の「深い学び」 山本　茂喜 東洋館出版社 2018 9784491034409 社会科学 教育

「見方・考え方」を鍛える小学校国語科の「思考スキル」 伊崎　一夫 東洋館出版社 2018 9784491034430 社会科学 教育

すべての子どもを算数好きにする「データの活用」の「しかけ」と「しこみ」 山本　良和 東洋館出版社 2018 9784491035529 社会科学 教育

「見方・考え方」を働かせる算数授業 ―領域を貫く10の数学的な見方・考え方の提案― 瀧ケ平　悠史 東洋館出版社 2018 9784491035505 社会科学 教育

小学校考え、議論する道徳科授業の新展開　低学年 赤堀　博行 東洋館出版社 2018 9784491034720 社会科学 教育

小学校考え、議論する道徳科授業の新展開　中学年 赤堀　博行 東洋館出版社 2018 9784491034737 社会科学 教育

小学校考え、議論する道徳科授業の新展開　高学年 赤堀　博行 東洋館出版社 2018 9784491034744 社会科学 教育

鎌倉発「深い学び」のカリキュラム・デザイン 澤井　陽介 東洋館出版社 2018 9784491035451 社会科学 教育

自分の学びに自信がもてる子ども 東京学芸大学附属世田谷小学校 東洋館出版社 2018 9784491035543 社会科学 教育

小学校社会科学習指導案文例集 澤井　陽介 東洋館出版社 2018 9784491035093 社会科学 教育

「みんな」の学級経営　1年生 ―伸びるつながる― 安部　恭子 東洋館出版社 2018 9784491034959 社会科学 教育

「みんな」の学級経営　2年生 ―伸びるつながる― 安部　恭子 東洋館出版社 2018 9784491034966 社会科学 教育

「みんな」の学級経営　3年生 ―伸びるつながる― 安部　恭子 東洋館出版社 2018 9784491034973 社会科学 教育

「みんな」の学級経営　4年生 ―伸びるつながる― 安部　恭子 東洋館出版社 2018 9784491034980 社会科学 教育

「みんな」の学級経営　5年生 ―伸びるつながる― 安部　恭子 東洋館出版社 2018 9784491034997 社会科学 教育

「みんな」の学級経営　6年生 ―伸びるつながる― 安部　恭子 東洋館出版社 2018 9784491035000 社会科学 教育

「くちばし」「じどう車くらべ」「どうぶつの赤ちゃん」全時間・全板書 ―青山由紀の授業― 青山　由紀 東洋館出版社 2018 9784491035291 社会科学 教育

成功する校内研修の進め方 ―平成29年版小学校学習指導要領対応― 赤井　利行 東洋館出版社 2018 9784491034904 社会科学 教育
体育授業に大切な3つの力 ―主体的・対話的で深い学びを実現する教師像―【スマホ・読上】 （※） 平川　譲 東洋館出版社 2018 9784491034874 社会科学 教育
生活科で子どもは何を学ぶか ―キーワードはカリキュラム・マネジメント―【スマホ・読上】 （※） 須本　良夫 東洋館出版社 2018 9784491035031 社会科学 教育
教育社会学の20人 ―オーラル・ヒストリーでたどる日本の教育社会学―【スマホ・読上】 （※） 日本教育社会学会 東洋館出版社 2018 9784491035833 社会科学 教育

文学 ―主体的・対話的に読み深める―【スマホ・読上】 （※） 日本国語教育学会 東洋館出版社 2018 9784491035284 社会科学 教育
『データの活用』の授業 ―小中高の体系的指導で育てる統計的問題解決力―【スマホ・読上】 （※） お茶の水女子大学附属学校園連携研究算数・数学部会 東洋館出版社 2018 9784491034584 社会科学 教育

「分けて比べる」道徳科授業 【スマホ・読上】 （※） 坂本　哲彦 東洋館出版社 2018 9784491034324 社会科学 教育

学びの哲学 ―「学び合い」が実現する究極の授業―【スマホ・読上】 （※） 嶋野　道弘 東洋館出版社 2018 9784491034331 社会科学 教育

授業改革の二大論点 ―算数の活動・算数の活用―【スマホ・読上】 （※） 全国算数授業研究会 東洋館出版社 2018 9784491035697 社会科学 教育
簡単!時短!理科授業の効率アップ術 ―観察・実験を楽々こなす方法―【スマホ・読上】 （※） 楠木　宏 東洋館出版社 2018 9784491035062 社会科学 教育

理科教育入門書 ―平成29年版学習指導要領対応―新訂版　【スマホ・読上】 （※） 松森　靖夫 東洋館出版社 2018 9784491034881 社会科学 教育

学びの資質・能力 ―ラーニング・トゥ・ラーン―【スマホ・読上】 （※） 北川　達夫 東洋館出版社 2018 9784491035130 社会科学 教育

思考過程を大切にする愉しい算数発問・指示づくり 【スマホ・読上】 （※） 中村　光晴 東洋館出版社 2018 9784491034591 社会科学 教育
できる教師のPDCA思考 ―クラスをまとめる「黄金のサイクル」を身に付ける―【スマホ・読上】 （※） 栗田　正行 東洋館出版社 2018 9784491034805 社会科学 教育

若い先生のための理科教育概論 4訂　【スマホ・読上】 （※） 畑中　忠雄 東洋館出版社 2018 9784491035666 社会科学 教育

わかる算数科指導法 改訂版　【スマホ・読上】 （※） 赤井　利行 東洋館出版社 2018 9784491035048 社会科学 教育
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子どもの学びを深める新しい算数科教育法 【スマホ・読上】 （※） 齋藤　昇 東洋館出版社 2018 9784491034560 社会科学 教育

イラスト図解ですっきりわかる理科 鳴川　哲也 東洋館出版社 2019 9784491036373 社会科学 教育

「かかわり言葉」でつなぐ学級づくり 【スマホ・読上】 （※） 青山　由紀 東洋館出版社 2019 9784491035413 社会科学 教育

世界基準の教師の育て方 ―新任教師を成功させる育成プログラム― アネット・ブロー 東洋館出版社 2019 9784491036588 社会科学 教育

学級づくりこれだけ! ―面倒なことは一切なし!―【スマホ・読上】 （※） 楠木　宏 東洋館出版社 2019 9784491036595 社会科学 教育

授業のビジョン 【スマホ・読上】 （※） 小川　雅裕 東洋館出版社 2019 9784491036991 社会科学 教育
高校授業「学び」のつくり方 ―大学入学共通テストが求める「探究学力」の育成―【スマホ・読上】 （※） 稲井　達也 東洋館出版社 2019 9784491036342 社会科学 教育

「いじめ」をなくす! ―「BE A HERO」プロジェクトの挑戦― IWA JAPAN 東洋館出版社 2019 9784491037547 社会科学 教育

数学的に考える資質・能力を育成する算数の授業 ―Before・Afterで分かる!― 横浜市小学校算数教育研究会 東洋館出版社 2019 9784491039510 社会科学 教育

学校でできる!性の問題行動へのケア ―子どものワーク&支援者のためのツール― 宮口　幸治 東洋館出版社 2019 9784491039459 社会科学 教育

教科書+α絶対楽しい家庭科授業 横山　みどり 東洋館出版社 2019 9784491037585 社会科学 教育
体育授業のユニバーサルデザイン ―子どもたち全員が「かかわりながら、わかってできる」体育授業のつくり方―【スマホ・読上】 （※） 清水　由 東洋館出版社 2019 9784491039411 社会科学 教育

実践!社会科授業のユニバーサルデザイン ―展開と技法―【スマホ・読上】 （※） 村田　辰明 東洋館出版社 2019 9784491039473 社会科学 教育

「自力読み」ベースの国語授業リノベーション ―新・読解力向上―【スマホ・読上】 （※） 谷内　卓生 東洋館出版社 2019 9784491036496 社会科学 教育
人的環境のユニバーサルデザイン ―子どもたちが安心できる学級づくり―【スマホ・読上】 （※） 阿部　利彦 東洋館出版社 2019 9784491039466 社会科学 教育
問いで紡ぐ小学校道徳科授業づくり ―学びのストーリーで「自分ごと」の道徳学びを生み出す― 田沼　茂紀 東洋館出版社 2020 9784491042589 社会科学 教育

心理テクニックを使った!戦略的な学級経営 阿部　真也 東洋館出版社 2020 9784491040356 社会科学 教育

「脚のつけ根軸」でコントロール!みんなができる!器械運動の指導 中村　賢 東洋館出版社 2020 9784491040523 社会科学 教育

図解授業づくりの設計図 澤井　陽介 東洋館出版社 2020 9784491042572 社会科学 教育

3つの“感”でつくる算数授業 ―安心感 期待感 納得感―【スマホ・読上】 （※） 森　寛暁 東洋館出版社 2020 9784491037028 社会科学 教育

子どもがつまずかない教師の教え方10の「原理・原則」 【スマホ・読上】 （※） 伊藤　敏雄 東洋館出版社 2020 9784491039770 社会科学 教育

教師の仕事ここまで! 【スマホ・読上】 （※） 楠木　宏 東洋館出版社 2020 9784491039800 社会科学 教育

博報堂流対話型授業のつくり方 【スマホ・読上】 （※） 大木浩士 東洋館出版社 2020 9784491040363 社会科学 教育
こだわりの道徳授業レシピ ―あなたはどんな授業がお好みですか?―【スマホ・読上】 （※） 浅見　哲也 東洋館出版社 2020 9784491040400 社会科学 教育

教師の言葉かけ大全 【スマホ・読上】 （※） 三好　真史 東洋館出版社 2020 9784491040493 社会科学 教育

子どもたちをどう理解するか。 ―教師も楽になる新しい見方―【スマホ・読上】 （※） 金大竜 東洋館出版社 2020 9784491040516 社会科学 教育

理科の授業を形づくるもの 【スマホ・読上】 （※） 鳴川哲也 東洋館出版社 2020 9784491040554 社会科学 教育

対話力 ―仲間との対話から学ぶ授業をデザインする!―【スマホ・読上】 （※） 白水　始 東洋館出版社 2020 9784491036724 社会科学 教育

ポスト・コロナショックの学校で教師が考えておきたいこと 【スマホ・読上】 （※） 東洋館出版社 東洋館出版社 2020 9784491041537 社会科学 教育

社会科教師の授業・学級づくり「仕掛け学」 【スマホ・読上】 （※） 小倉　勝登 東洋館出版社 2020 9784491040547 社会科学 教育

学校が危ない （週刊東洋経済eビジネス新書 No.95） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2014 社会科学 教育

「教育」の経済学 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.144） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2015 社会科学 教育

幼児教育の経済学 ジェームズ・J.ヘックマン 東洋経済新報社 2015 9784492314630 社会科学 教育

高校力 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.196） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2016 社会科学 教育

学校が壊れる （週刊東洋経済eビジネス新書 No.237） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2017 社会科学 教育

大学が壊れる （週刊東洋経済eビジネス新書 No.252） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2018 社会科学 教育

算数科授業づくりの基礎・基本 坪田　耕三 東洋館出版社 2014 9784491029887 社会科学 教育
授業のユニバーサルデザイン入門 ―どの子も楽しく「わかる・できる」授業のつくり方―【スマホ・読上】（授業のUD Books） 小貫　悟 東洋館出版社 2014 9784491030111 社会科学 教育

算数・数学教育と数学的な考え方　復刻版 ―その進展のための考察― 中島　健三 東洋館出版社 2015 9784491031309 社会科学 教育
Round Study教師の学びをアクティブにする授業研究 ―授業力を磨く!アクティブ・ラーニング研修法― 石井　英真 東洋館出版社 2017 9784491032948 社会科学 教育
カリキュラム・マネジメント入門 ―「深い学び」の授業デザイン。学びをつなぐ7つのミッション。―【スマホ・読上】 田村　学 東洋館出版社 2017 9784491033204 社会科学 教育

「特別の教科道徳」で大切なこと 【スマホ・読上】 赤堀　博行 東洋館出版社 2017 9784491034270 社会科学 教育
「深い学び」を目指す授業UD 学びの過程における困難さへの対応 （授業のユニバーサルデザイン Vol.11） 桂　聖 東洋館出版社 2018 9784491035918 社会科学 教育

知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメント 丹野　哲也 東洋館出版社 2018 9784491035109 社会科学 教育

定番教材で考える「深い学び」をうむ国語授業 全国国語授業研究会 東洋館出版社 2018 9784491035680 社会科学 教育
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幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿 【スマホ・読上】 無藤　隆 東洋館出版社 2018 9784491035147 社会科学 教育
知的障害特別支援学校における深い学びへのアプローチ ―「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業実践― 全国特別支援学校知的障害教育校長会 東洋館出版社 2019 9784491036120 社会科学 教育

教師の学び方 【スマホ・読上】 澤井　陽介 東洋館出版社 2019 9784491036717 社会科学 教育

データで読み解く発達障害 平岩, 幹男 中山書店 2016 9784521743714 社会科学 教育
New 特別支援教育 （※） 齋藤, 雅英 中山書店 2021 9784521748900 社会科学 教育 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

大学史および大学史活動の研究 鈴木　秀幸 日本経済評論社 2010 9784818821095 社会科学 教育

特別支援教育はいま （こころの科学 163） 田中, 康雄 日本評論社 2012 9784535140639 社会科学 教育

子どもの感情コントロールと心理臨床 【スマホ・読上】 （※） 大河原　美以 日本評論社 2015 9784535563216 社会科学 教育

スクールロイヤーにできること 【スマホ・読上】 （※） ストップいじめ!ナビスクールロイヤーチーム 日本評論社 2019 9784535563742 社会科学 教育
子どもの「遊びこむ」姿を求めて ―保育実践を支えるリアリティとファンタジーの多層構造―（敬愛大学学術叢書 14） 阿部, 学 白桃書房 2017 9784561560968 社会科学 教育

日本の外国語教育政策史 江利川, 春雄 ひつじ書房 2018 9784894769335 社会科学 教育

大学事典 児玉, 善仁 平凡社 2018 9784582121025 社会科学 教育

教育の原理 ―Q&A教育学―第3版 林　勲 法律文化社 2014 9784589035974 社会科学 教育

アメリカの大学におけるソ連研究の編制過程 藤岡, 真樹 法律文化社 2017 9784589038142 社会科学 教育

学校事故の責任法理 2 奥野, 久雄 法律文化社 2017 9784589038562 社会科学 教育

生涯学習論入門 改訂版 今西, 幸藏 法律文化社 2017 9784589038425 社会科学 教育

協働型社会と地域生涯学習支援 今西, 幸藏 法律文化社 2018 9784589039064 社会科学 教育

「大学における教員養成」の歴史的研究 ―戦後「教育学部」史研究― TEES研究会 学文社 2001 9784762010057 社会科学 教育

発達障害児とその家族を支える ―香川県丸亀市の挑戦― あいざわ, いさお 学文社 2015 9784762025556 社会科学 教育

多文化間共修 ―多様な文化背景をもつ大学生の学び合いを支援する― 坂本, 利子 学文社 2017 9784762027086 社会科学 教育

多文化共生社会における協働学習 杉原, 麻美 学文社 2018 9784762027895 社会科学 教育
スクールソーシャルワークにおけるスーパービジョン実践モデルの生成 ―参加型評価を活用したエンパワメントに着目して― 大友, 秀治 学文社 2019 9784762029400 社会科学 教育

学生時代、学ばなかった君へ ―学びの法則― 鷲田, 小彌太 丸善出版 2003 9784621073537 社会科学 教育

福祉の国は教育大国 ―デンマークに学ぶ生涯教育―（丸善ブックス） 小島ブンゴード, 孝子 丸善出版 2004 9784621061022 社会科学 教育

教育の倫理学 （現代社会の倫理を考える 7） 加藤, 尚武 丸善出版 2006 9784621071182 社会科学 教育

理系のためのキャリアデザイン ―戦略的就活術― 増沢, 隆太 丸善出版 2014 9784621088258 社会科学 教育

情報科教育法 第2版 岡本, 敏雄 丸善出版 2015 9784621089071 社会科学 教育

発達障害事典 日本LD学会 丸善出版 2016 9784621300466 社会科学 教育

教育社会学事典 日本教育社会学会 丸善出版 2018 9784621302330 社会科学 教育

園づくりのことば ―保育をつなぐミドルリーダーの秘訣― （※） 井庭, 崇 丸善出版 2019 9784621304105 社会科学 教育

ケースで学ぶ自閉症スペクトラム障害と性ガイダンス 田宮, 聡 みすず書房 2019 9784622087809 社会科学 教育

大人から見た子ども モーリス・メルロ=ポンティ みすず書房 2019 9784622087830 社会科学 教育

大学なんか行っても意味はない? ―教育反対の経済学― ブライアン・カプラン みすず書房 2019 9784622088196 社会科学 教育

ハーレム・チルドレンズ・ゾーンの挑戦 ―貧乏人は教育で抜け出せるのか?― ポール・タフ みすず書房 2020 9784622088981 社会科学 教育

よくわかる学びの技法 第2版（やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ） 田中, 共子 ミネルヴァ書房 2009 9784623056491 社会科学 教育

大学生のためのリサーチリテラシー入門 ―研究のための8つの力― 山田, 剛史 ミネルヴァ書房 2011 9784623060450 社会科学 教育

新しい教職概論 ―教師と子どもの社会― 南本, 長穂 ミネルヴァ書房 2016 9784623070329 社会科学 教育

道徳科教育講義 高橋, 陽一 武蔵野美術大学出版局 2017 9784864630597 社会科学 教育

教職のための道徳教育 内海﨑, 貴子 八千代出版 2017 9784842917115 社会科学 教育

これからの保育と教育 ―未来を見すえた人間形成― 吾田, 富士子 八千代出版 2018 9784842917269 社会科学 教育

心理臨床の育み 宮前　理 八千代出版 2020 9784842917726 社会科学 教育

実践につながる教育心理学 谷口 篤 八千代出版 2020 9784842917788 社会科学 教育
New 教育相談の最前線 ―歴史・理論・実践―第2版 斎藤　富由起 八千代出版 2021 9784842918044 社会科学 教育 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

教育心理学 第3版（ベーシック現代心理学 6） 子安, 増生 有斐閣 2015 9784641072459 社会科学 教育

学力・心理・家庭環境の経済分析 ―全国小中学生の追跡調査から見えてきたもの― 赤林, 英夫 有斐閣 2016 9784641164734 社会科学 教育
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殻を突き破るキャリアデザイン ―就活・将来の思い込みを解いて自由に生きる = Career design for break through― 筒井, 美紀 有斐閣 2016 9784641174252 社会科学 教育

アカデミック・スキル入門 ―大学での学びをアクティブにする―（有斐閣ブックス） 伊藤　奈賀子 有斐閣 2016 9784641184305 社会科学 教育

やさしい教育原理 第3版（有斐閣アルマ Interest） 田嶋, 一 有斐閣 2016 9784641220812 社会科学 教育

教育をよみとく ―教育学的探究のすすめ― 田中, 耕治 有斐閣 2017 9784641174290 社会科学 教育

はじめての子ども教育原理 （有斐閣ストゥディア） 福元, 真由美 有斐閣 2017 9784641150362 社会科学 教育

ベストをつくす教育実習 ―強みを活かし実力を伸ばす― 筒井, 美紀 有斐閣 2017 9784641174320 社会科学 教育

新しい時代の生涯学習 第3版（有斐閣アルマ Interest） 関口, 礼子 有斐閣 2018 9784641221062 社会科学 教育

新しい時代の教育課程 第4版（有斐閣アルマ Interest） 田中, 耕治 有斐閣 2018 9784641221079 社会科学 教育

やさしい教育心理学 第5版（有斐閣アルマ　Interest） 鎌原　雅彦 有斐閣 2019 9784641221468 社会科学 教育

新・育ちあう乳幼児心理学 ―保育実践とともに未来へ―（有斐閣コンパクト） 心理科学研究会 有斐閣 2019 9784641174511 社会科学 教育

アカデミック・スキル入門 ―大学での学びをアクティブにする―新版（有斐閣ブックス） 伊藤　奈賀子 有斐閣 2019 9784641184459 社会科学 教育

大学生のストレスマネジメント ―自助の力と援助の力― 斎藤, 憲司 有斐閣 2020 9784641174566 社会科学 教育
New 教育政策・行政の考え方 （有斐閣ストゥディア） （※） 村上, 祐介 有斐閣 2020 9784641150713 社会科学 教育

New 考える力を高めるキャリアデザイン入門 ―なぜ大学で学ぶのか― （※） 藤村, 博之 有斐閣 2021 9784641165762 社会科学 教育

子どもたちの近代 ―学校教育と家庭教育―（歴史文化ライブラリー 143） 小山, 静子 吉川弘文館 2002 9784642755436 社会科学 教育

戦後日本の教科書問題 石田, 雅春 吉川弘文館 2019 9784642038874 社会科学 教育

自由学校の設計 新装版 ―きのくに子どもの村の生活と学習―増補 堀, 真一郎 黎明書房 2019 9784654023110 社会科学 教育

幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿を育む保育実践32 増田, 修治 黎明書房 2019 9784654061020 社会科学 教育

子ども問題の本棚から ―子ども理解の名著25冊を読み解く― 深谷, 昌志 黎明書房 2019 9784654023127 社会科学 教育
教科等横断的な教育課程編成の考え方・進め方 ―資質・能力 (コンピテンシー) の育成を目指して― 加藤, 幸次 黎明書房 2019 9784654023158 社会科学 教育

障がいの重い子のための「ふれあい体操」 3訂版 【音声付】 丹羽, 陽一 黎明書房 2019 9784654023165 社会科学 教育

教育史研究の最前線　Ⅱ ―創立60周年記念― 教育史学会 六花出版 2018 9784866170428 社会科学 教育
ジョン・デューイの経験主義哲学における思考論 ―知性的な思考の構造的解明―（早稲田大学学術叢書 5） 藤井, 千春 早稲田大学出版部 2010 9784657102096 社会科学 教育
災害時にこそ問われる学級経営力 岩手・三陸編 （早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 1） 河村, 茂雄 早稲田大学出版部 2011 9784657113016 社会科学 教育
被災地の子どもの心に寄り添う ―臨床心理学からのアドバイス―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 12） 本田, 恵子 早稲田大学出版部 2012 9784657123022 社会科学 教育

英国のシティズンシップ教育 ―社会的包摂の試み―（早稲田大学学術叢書 34） 北山, 夕華 早稲田大学出版部 2014 9784657147042 社会科学 教育

アルコールと酔っぱらいの地理学 ―秩序ある/なき空間を読み解く― マーク・ジェイン 明石書店 2019 9784750348667 社会科学 風俗習慣

佐賀・酒と魚の文化地理 ―文化を核とする地域おこしへの提言― 中村, 周作 海青社 2018 9784860993399 社会科学 風俗習慣
中国料理と近現代日本 ―食と嗜好の文化交流史―（慶應義塾大学東アジア研究所叢書） 岩間, 一弘 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426434 社会科学 風俗習慣

New 民俗学の思考法 ―「いま・ここ」の日常と文化を捉える― 岩本, 通弥 慶應義塾大学出版会 2021 9784766427318 社会科学 風俗習慣

「くらし」の時代 ―ファッションからライフスタイルへ― 米澤, 泉 勁草書房 2018 9784326654130 社会科学 風俗習慣

メイド服とレインコート ―ブリティッシュ・ファッションの誕生― 坂井, 妙子 勁草書房 2019 9784326654208 社会科学 風俗習慣

五カ国語共通のことわざ辞典 ―日本語・台湾語・英語・中国語・韓国語対照― 張, 福武 慧文社 2007 9784905849865 社会科学 風俗習慣

三省堂年中行事事典  改訂版 田中, 宣一 三省堂 2012 9784385150734 社会科学 風俗習慣

消えゆくアジアの水上居住文化 畔柳, 昭雄 鹿島出版会 2018 9784306073456 社会科学 風俗習慣

すまいの火と水 ―台所・浴室・便所の歴史―（建築の絵本） 光藤, 俊夫 彰国社 1984 9784395270231 社会科学 風俗習慣

所有と分配の人類学 ―エチオピア農村社会の土地と富をめぐる力学―【スマホ・読上】 松村　圭一郎 世界思想社教学社 2008 9784790712947 社会科学 風俗習慣

現実批判の人類学 ―新世代のエスノグラフィへ―【スマホ・読上】 春日　直樹 世界思想社教学社 2011 9784790715498 社会科学 風俗習慣

現代フランスを生きるジプシー ―旅に住まうマヌーシュと共同性の人類学― 左地, 亮子 世界思想社教学社 2017 9784790716945 社会科学 風俗習慣

文化人類学の思考法 【スマホ・読上】 松村　圭一郎 世界思想社教学社 2019 9784790717331 社会科学 風俗習慣

エイサー物語 ―移動する人、伝播する芸能―【スマホ・読上】 塚田　健一 世界思想社教学社 2019 9784790717294 社会科学 風俗習慣

知的所有権の人類学 ―現代インドの生物資源をめぐる科学と在来知―【スマホ・読上】 中空　萌 世界思想社教学社 2019 9784790717270 社会科学 風俗習慣

結婚のない国を歩く ―中国西南のモソ人の母系社会― 金, 龍哲 大学教育出版 2011 9784864290562 社会科学 風俗習慣

東方女人国の教育 ―モソ人の母系社会における伝統文化の行方― 金, 龍哲 大学教育出版 2011 9784864290838 社会科学 風俗習慣

人類と文明 （UP選書 88） 泉, 靖一 東京大学出版会 1972 9784130050883 社会科学 風俗習慣
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文化の翻訳 （UP選書 183） 青木, 保 東京大学出版会 1978 9784130060837 社会科学 風俗習慣

地球時代の文化論 ―文化とコミットメント―（UP選書 214） M.ミード 東京大学出版会 1981 9784130020145 社会科学 風俗習慣

宗教民俗学 宮家, 準 東京大学出版会 1989 9784130100588 社会科学 風俗習慣

文化の自然誌 煎本, 孝 東京大学出版会 1996 9784130633116 社会科学 風俗習慣

食の考古学 （UP選書 274） 佐原, 真 東京大学出版会 1996 9784130020749 社会科学 風俗習慣

民俗宗教と日本社会 宮家, 準 東京大学出版会 2002 9784130104050 社会科学 風俗習慣

狩猟採集民からみた地球環境史 ―自然・隣人・文明との共生― 池谷, 和信 東京大学出版会 2017 9784130603171 社会科学 風俗習慣

江戸の風俗事典 石井　明 東京堂出版 2016 9784490108828 社会科学 風俗習慣

世界の祝祭日の事典 中野　展子 東京堂出版 2016 9784490108774 社会科学 風俗習慣

位牌の成立 ―儒教儀礼から仏教民族へ― 菊地, 章太 東洋大学出版会 2018 9784908590047 社会科学 風俗習慣

稲魂と富の起源 ―稲積み・年玉・贈与交換― 金田, 久璋 白水社 2002 9784560022047 社会科学 風俗習慣

中国服装史 ―五千年の歴史を検証する―2刷 華, 梅 白帝社 2003 9784891745882 社会科学 風俗習慣

祭りの年輪 （未発選書 第25巻） 大石, 泰夫 ひつじ書房 2016 9784894768147 社会科学 風俗習慣

祭魚洞雑録 ; 祭魚洞襍考 （澁澤敬三著作集 第1巻） 渋沢, 敬三 平凡社 1992 9784582429411 社会科学 風俗習慣

日本魚名の研究 ; 日本釣漁技術史小考 （澁澤敬三著作集 第2巻） 渋沢, 敬三 平凡社 1992 9784582429428 社会科学 風俗習慣

犬歩当棒録 ; 東北犬歩当棒録 （澁澤敬三著作集 第3巻） 渋沢, 敬三 平凡社 1992 9784582429435 社会科学 風俗習慣

南米通信 ; 雁信集・旅譜と片影 （澁澤敬三著作集 第4巻） 渋沢, 敬三 平凡社 1993 9784582429442 社会科学 風俗習慣

未公刊論文・随想 ; 年譜・総索引 （澁澤敬三著作集 第5巻） 渋沢, 敬三 平凡社 1993 9784582429459 社会科学 風俗習慣

かたちの謎を解く （魔よけ百科） 岡田, 保造 丸善出版 2007 9784621078761 社会科学 風俗習慣

呪物のかたちと謎 （魔よけ百科 世界編） 岡田, 保造 丸善出版 2008 9784621080269 社会科学 風俗習慣

47都道府県・伝統食百科 成瀬, 宇平 丸善出版 2009 9784621080658 社会科学 風俗習慣

47都道府県・魚食文化百科 成瀬, 宇平 丸善出版 2011 9784621084069 社会科学 風俗習慣

47都道府県・伝統行事百科 神崎, 宣武 丸善出版 2012 9784621085431 社会科学 風俗習慣

食べられる生きものたち ―世界の民族と食文化48― 「月刊みんぱく」編集部 丸善出版 2012 9784621085660 社会科学 風俗習慣

47都道府県・こなもの食文化百科 成瀬, 宇平 丸善出版 2012 9784621085530 社会科学 風俗習慣

47都道府県・伝統調味料百科 成瀬, 宇平 丸善出版 2013 9784621086810 社会科学 風俗習慣

世界民族百科事典 国立民族学博物館 丸善出版 2014 9784621088234 社会科学 風俗習慣

民俗学事典 民俗学事典編集委員会 丸善出版 2014 9784621087732 社会科学 風俗習慣

47都道府県・肉食文化百科 成瀬, 宇平 丸善出版 2015 9784621088265 社会科学 風俗習慣

47都道府県・汁物百科 野崎, 洋光 丸善出版 2015 9784621089477 社会科学 風俗習慣

和食の常識Q&A百科 堀, 知佐子 丸善出版 2015 9784621300060 社会科学 風俗習慣

47都道府県・和菓子/郷土菓子百科 亀井, 千歩子 丸善出版 2016 9784621089750 社会科学 風俗習慣

47都道府県・乾物/干物百科 星名, 桂治 丸善出版 2017 9784621300473 社会科学 風俗習慣

多文化理解のためのアメリカ文化入門 ―社会・地域・伝承― ウェルズ, 恵子 丸善出版 2017 9784621301524 社会科学 風俗習慣

47都道府県・妖怪伝承百科 香川, 雅信 丸善出版 2017 9784621301586 社会科学 風俗習慣

人種と歴史 ; 人種と文化 クロード・レヴィ=ストロース みすず書房 2019 9784622088509 社会科学 風俗習慣

さらに不思議なイングリッシュネス （英国人のふるまいのルール 2） ケイト・フォックス みすず書房 2020 9784622088769 社会科学 風俗習慣

甘藷の歴史 （日本民衆史） 宮本, 常一 未来社 1962 9784624221065 社会科学 風俗習慣

開拓の歴史 （日本民衆史） 宮本, 常一 未来社 1963 9784624221010 社会科学 風俗習慣

海に生きる人びと （日本民衆史） 宮本, 常一 未来社 1964 9784624221034 社会科学 風俗習慣

村のなりたち （日本民衆史） 宮本, 常一 未来社 1966 9784624221041 社会科学 風俗習慣

山に生きる人びと  第2版（日本民衆史） 宮本, 常一 未来社 1968 9784624221027 社会科学 風俗習慣

町のなりたち （日本民衆史） 宮本, 常一 未来社 1968 9784624221058 社会科学 風俗習慣

生業の歴史 （日本民衆史） 宮本, 常一 未来社 1993 9784624221072 社会科学 風俗習慣

年中行事の民俗学 谷口, 貢 八千代出版 2017 9784842917054 社会科学 風俗習慣
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アイヌ文化誌ノート （歴史文化ライブラリー 128） 佐々木, 利和 吉川弘文館 2001 9784642055284 社会科学 風俗習慣

遊牧という文化 ―移動の生活戦略―（歴史文化ライブラリー 109） 松井, 健 吉川弘文館 2001 9784642055093 社会科学 風俗習慣

江戸東京歳時記 （歴史文化ライブラリー 115） 長沢, 利明 吉川弘文館 2001 9784642055154 社会科学 風俗習慣

女人禁制 （歴史文化ライブラリー 138） 鈴木, 正崇 吉川弘文館 2002 9784642755382 社会科学 風俗習慣

海のモンゴロイド ―ポリネシア人の祖先をもとめて―（歴史文化ライブラリー 139） 片山, 一道 吉川弘文館 2002 9784642755399 社会科学 風俗習慣

記憶すること・記録すること ―聞き書き論ノート―（歴史文化ライブラリー 145） 香月, 洋一郎 吉川弘文館 2002 9784642055451 社会科学 風俗習慣

鬼の復権 （歴史文化ライブラリー 172） 萩原, 秀三郎 吉川弘文館 2004 9784642755726 社会科学 風俗習慣

自然を生きる技術 ―暮らしの民俗自然誌―（歴史文化ライブラリー 204） 篠原, 徹 吉川弘文館 2005 9784642756044 社会科学 風俗習慣

川は誰のものか ―人と環境の民俗学―（歴史文化ライブラリー 205） 菅, 豊 吉川弘文館 2006 9784642056052 社会科学 風俗習慣

魚と肉 （日本の食文化 4） 藤井, 弘章 吉川弘文館 2019 9784642068390 社会科学 風俗習慣

基地と聖地の沖縄史 ―フェンスの内で祈る人びと― 山内, 健治 吉川弘文館 2019 9784642083454 社会科学 風俗習慣

日本人のひるめし （読みなおす日本史） 酒井, 伸雄 吉川弘文館 2019 9784642071024 社会科学 風俗習慣

酒と調味料、保存食 （日本の食文化 5） 石垣, 悟 吉川弘文館 2019 9784642068406 社会科学 風俗習慣

米と餅 （日本の食文化 2） 関沢, まゆみ 吉川弘文館 2019 9784642068376 社会科学 風俗習慣

鳥羽・志摩の海女 ―素潜り漁の歴史と現在― 塚本, 明 吉川弘文館 2019 9784642083546 社会科学 風俗習慣

麦・雑穀と芋 （日本の食文化 3） 小川, 直之 吉川弘文館 2019 9784642068383 社会科学 風俗習慣

モノのはじまりを知る事典 ―生活用品と暮らしの歴史― 木村, 茂光 吉川弘文館 2019 9784642083683 社会科学 風俗習慣

米朝首脳会談後の世界 ―北朝鮮の核・ミサイル問題にどう臨むか― 柳澤, 協二 かもがわ出版 2018 9784780309720 社会科学 政治･行政

南方からの帰還 ―日本軍兵士の抑留と復員― 増田, 弘 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426090 社会科学 政治･行政

昭和期政軍関係の模索と総力戦構想 ―戦前・戦中の陸海軍・知識人の葛藤― 玉木, 寛輝 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426717 社会科学 政治･行政

戦略の未来 コリン・グレイ 勁草書房 2018 9784326351749 社会科学 政治･行政

海洋戦略論 ―大国は海でどのように戦うのか― 後瀉, 桂太郎 勁草書房 2019 9784326302758 社会科学 政治･行政

軍事組織の知的イノベーション ―ドクトリンと作戦術の創造力― 北川, 敬三 勁草書房 2020 9784326302871 社会科学 政治･行政

基地の消長　1968-1973 川名　晋史 勁草書房 2020 9784326302901 社会科学 政治･行政

自衛隊海外派遣の起源 加藤, 博章 勁草書房 2020 9784326302925 社会科学 政治･行政
New 軍事理論の教科書 ―戦争のダイナミクスを学ぶ― （※） ヤン・オングストローム 勁草書房 2021 9784326302963 社会科学 政治･行政

日本のインテリジェンス工作 ―陸軍中野学校731部隊小野寺信― 山本, 武利 新曜社 2016 9784788514997 社会科学 政治･行政
民間人のための戦場行動マニュアル ―もしも戦争に巻き込まれたらこうやって生きのびる―【スマホ・読上付】 S&T OUTCOMES 誠文堂新光社 2019 9784416519356 社会科学 政治･行政

日本の「防衛」政策 （UP選書 192） 福島, 新吾 東京大学出版会 1978 9784130060929 社会科学 政治･行政

沖縄米軍基地と日米安保 ―基地固定化の起源1945-1953― 池宮城, 陽子 東京大学出版会 2018 9784130362665 社会科学 政治･行政

アイネイアス『攻城論』 ―解説・翻訳・註解― Aeneas, Tacticus 東洋大学出版会 2018 9784908590054 社会科学 政治･行政

文化と国防 ―戦後日本の警察と軍隊― Peter J. カッツェンスタイン 日本経済評論社 2007 9784818819177 社会科学 政治･行政

軍備の政治学 ―制約のダイナミクスと米国の政策選択― 齊藤, 孝祐 白桃書房 2017 9784561961352 社会科学 政治･行政
原爆投下をめぐるアメリカ政治 ―開発から使用までの内政・外交分析 = Policy making in the United States on the atomic bombings of Japan― 山田, 康博 法律文化社 2017 9784589038197 社会科学 政治･行政

平和のために戦争を考える ―「剥き出しの非対称性」から―（叢書インテグラーレ 017） 眞嶋, 俊造 丸善出版 2019 9784621303559 社会科学 政治･行政

昭和憲兵史 新装版 大谷, 敬二郎 みすず書房 1979 社会科学 政治･行政

フランクフルト学派のナチ・ドイツ秘密レポート ノイマン みすず書房 2019 9784622088578 社会科学 政治･行政

検証・安保法案 ―どこが憲法違反か―【スマホ・読上】 長谷部, 恭男 有斐閣 2015 9784641131927 社会科学 政治･行政

旧幕臣の明治維新 ―沼津兵学校とその群像―（歴史文化ライブラリー 201） 樋口, 雄彦 吉川弘文館 2005 9784642056014 社会科学 政治･行政

戦後政治と自衛隊 （歴史文化ライブラリー 212） 佐道, 明広 吉川弘文館 2006 9784642056120 社会科学 政治･行政

近代日本の軍隊と社会 原田, 敬一 吉川弘文館 2019 9784642038867 社会科学 政治･行政

日本陸軍の軍事演習と地域社会 中野, 良 吉川弘文館 2019 9784642038881 社会科学 政治･行政

帝国日本の大陸政策と満洲国軍 及川, 琢英 吉川弘文館 2019 9784642038898 社会科学 政治･行政

沖縄米軍基地全史 （歴史文化ライブラリー 501） 野添, 文彬 吉川弘文館 2020 9784642059015 社会科学 政治･行政

アブストラクトで学ぶ理系英語 ―構造図解50― 斎藤, 恭一 朝倉書店 2017 9784254102765 自然科学・数学 その他自然科学
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インド天文学・数学集 （科学の名著 第1期 1） 矢野, 道雄 朝日出版社 1980 9784255800417 自然科学・数学 その他自然科学

中国天文学・数学集 （科学の名著 第1期 2） 薮内, 清 朝日出版社 1980 9784255800431 自然科学・数学 その他自然科学

ロジャー・ベイコン （科学の名著 第1期 3） ロジャー・ベイコン 朝日出版社 1980 9784255800516 自然科学・数学 その他自然科学

近代生物学集 （科学の名著 第1期 4） 佐藤, 七郎 朝日出版社 1981 9784255810232 自然科学・数学 その他自然科学

ニュートン （科学の名著 第1期 6） ニュートン 朝日出版社 1981 9784255810102 自然科学・数学 その他自然科学

ギルバート （科学の名著 第1期 7） ギルバート 朝日出版社 1981 9784255810119 自然科学・数学 その他自然科学

アルキメデス （科学の名著 第1期 9） アルキメデス 朝日出版社 1981 9784255810294 自然科学・数学 その他自然科学

パストゥール （科学の名著 第1期 10） パストゥール 朝日出版社 1981 9784255810126 自然科学・数学 その他自然科学

インド医学概論 ―チャラカ・サンヒター―（科学の名著 第2期 1(11)） 矢野, 道雄 朝日出版社 1988 9784255880013 自然科学・数学 その他自然科学

ウィルヒョウ ―細胞病理学―（科学の名著 第2期 2(12)） ウィルヒョウ 朝日出版社 1988 9784255880037 自然科学・数学 その他自然科学

近代熱学論集 （科学の名著 第2期 3(13)） 村上, 陽一郎 朝日出版社 1988 9784255880105 自然科学・数学 その他自然科学

ラヴワジエ ―化学原論―（科学の名著 第2期 4(14)） ラヴワジエ 朝日出版社 1988 9784255880242 自然科学・数学 その他自然科学

ラマルク ―動物哲学―（科学の名著 第2期 5(15)） ラマルク 朝日出版社 1988 9784255880280 自然科学・数学 その他自然科学

ドルトン ―化学哲学の新体系他―（科学の名著 第2期 6(16)） ドルトン 朝日出版社 1988 9784255880297 自然科学・数学 その他自然科学

デカルト ―哲学の原理―（科学の名著 第2期 7(17)） デカルト 朝日出版社 1988 9784255880303 自然科学・数学 その他自然科学

ボイル ―形相と質の起源―（科学の名著 第2期 8(18)） ボイル 朝日出版社 1989 9784255880310 自然科学・数学 その他自然科学

ベルナール ―動植物に共通する生命現象―（科学の名著 第2期 9(19)） ベルナール 朝日出版社 1989 9784255880327 自然科学・数学 その他自然科学

ホイヘンス ―光についての論考他―（科学の名著 第2期 10(20)） ホイヘンス 朝日出版社 1989 9784255880334 自然科学・数学 その他自然科学

ぜったい成功する!はじめての学会発表 ―たしかな研究成果をわかりやすく伝えるために― 西澤, 幹雄 化学同人 2017 9784759819304 自然科学・数学 その他自然科学

実験ノートの書き方 ―誰も教えてくれなかった : 研究を成功させるための秘訣― 野島, 高彦 化学同人 2017 9784759819335 自然科学・数学 その他自然科学

ぶっ飛び!科学教室 ―科学オタクが贈るとっておきのネタと実験― ヘレン・アーニー 化学同人 2020 9784759820508 自然科学・数学 その他自然科学

「研究方法」入門 ―アイデアを研究にするための13の講義― 小林, 宣泰 協同医書出版社 2006 9784763960153 自然科学・数学 その他自然科学

アドバンストリテラシー ―ドキュメント作成の考え方から実践まで―（未来へつなぐデジタルシリーズ = Connection to the future with digital series 35） 奥田, 隆史 共立出版 2017 9784320123557 自然科学・数学 その他自然科学

なぜ科学はストーリーを必要としているのか ―ハリウッドに学んだ伝える技術― ランディ・オルソン 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425239 自然科学・数学 その他自然科学

パラダイム論を超えて ―科学技術進化論の構築― 中山, 康雄 勁草書房 2016 9784326102587 自然科学・数学 その他自然科学

島の科学者 ―パラオ熱帯生物研究所と帝国日本の南洋研究― 坂野, 徹 勁草書房 2019 9784326102747 自然科学・数学 その他自然科学

新しい科学論 ―「事実」は理論をたおせるか―（ブルーバックス B-373） 村上, 陽一郎 講談社 1979 9784061179738 自然科学・数学 その他自然科学

発表の技法 ―計画の立て方からパソコン利用法まで―（ブルーバックス B-1099） 諏訪, 邦夫 講談社 1995 9784062570992 自然科学・数学 その他自然科学

子どもにウケる科学手品 ―ベスト版―（ブルーバックス B-2120） 後藤　道夫 講談社 2019 9784065163863 自然科学・数学 その他自然科学

図解でわかる!理工系のためのよい文章の書き方 ―論文・レポートを自力で書けるようになる方法―【スマホ・読上】 福地　健太郎 翔泳社 2019 9784798158891 自然科学・数学 その他自然科学

人工細胞が卵でつくられる、DNA冠細胞の発見と合成 （サイトオルガニズム発生説 第3巻） 猪岡, 尚志 大学教育出版 2018 9784864295123 自然科学・数学 その他自然科学

科学の基礎 （UP選書 20） 大森, 荘蔵 東京大学出版会 1969 9784130050203 自然科学・数学 その他自然科学

専門知と公共性 ―科学技術社会論の構築へ向けて― 藤垣, 裕子 東京大学出版会 2003 9784130603027 自然科学・数学 その他自然科学

原生計算と存在論的観測 ―生命と時間、そして原生― 郡司, ペギオ-幸夫 東京大学出版会 2004 9784130100977 自然科学・数学 その他自然科学

科学技術社会論の技法 藤垣, 裕子 東京大学出版会 2005 9784130032049 自然科学・数学 その他自然科学

科学的助言 ―21世紀の科学技術と政策形成― 有本, 建男 東京大学出版会 2016 9784130603164 自然科学・数学 その他自然科学

科学の技法 テキスト ―東京大学「初年次ゼミナール理科」― 東京大学教養教育高度化機構初年次教育部門 東京大学出版会 2017 9784130623186 自然科学・数学 その他自然科学

科学技術社会論とは何か （科学技術社会論の挑戦 1） 藤垣, 裕子 東京大学出版会 2020 9784130643115 自然科学・数学 その他自然科学

「つなぐ」「こえる」「動く」の方法論 （科学技術社会論の挑戦 3） 藤垣, 裕子 東京大学出版会 2020 9784130643139 自然科学・数学 その他自然科学

New 数理は世界を創造できるか ―宇宙・生命・情報の謎にせまる― 横倉, 祐貴 東京大学出版会 2021 9784130633741 自然科学・数学 その他自然科学

Fuzzy-techie (ファジー・テッキー) ―イノベーションを生み出す最強タッグ― スコット・ハートリー 東洋館出版社 2019 9784491036304 自然科学・数学 その他自然科学

フィールドの観察から論文を書く方法 ―観察事例の報告から研究論文まで― 浜尾　章二 文一総合出版 2010 9784829911778 自然科学・数学 その他自然科学

科学タイムトラベル （丸善ライブラリ－ 102） 小山慶太 丸善出版 1993 9784621051023 自然科学・数学 その他自然科学

共生の思想 ―自他の衝突と協調―（丸善ライブラリー 313） 藤原, 鎮男 丸善出版 2000 9784621053133 自然科学・数学 その他自然科学

科学の倫理学 （現代社会の倫理を考える 6） 内井, 惣七 丸善出版 2002 9784621070543 自然科学・数学 その他自然科学
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国際誌エディターが教えるアクセプトされる論文の書きかた 上出, 洋介 丸善出版 2014 9784621086902 自然科学・数学 その他自然科学

ポイントで学ぶ科学英語論文の書き方 改訂版 小野, 義正 丸善出版 2016 9784621300541 自然科学・数学 その他自然科学

左と右・対称性のサイエンス （叢書インテグラーレ 015） 広島大学大学院総合科学研究科 丸善出版 2017 9784621301180 自然科学・数学 その他自然科学

吉川弘之対談集 ―科学と社会の対話 : 研究最前線で活躍する8人と考える― 吉川, 弘之 丸善出版 2017 9784621301494 自然科学・数学 その他自然科学

科学を伝え、社会とつなぐサイエンスコミュニケーションのはじめかた 国立科学博物館 丸善出版 2017 9784621301975 自然科学・数学 その他自然科学

対称性 ―不変性の表現―（サイエンス・パレット 035） Ian Stewart 丸善出版 2017 9784621302033 自然科学・数学 その他自然科学

35の名著でたどる科学史 ―科学者はいかに世界を綴ったか― 小山, 慶太 丸善出版 2019 9784621303702 自然科学・数学 その他自然科学

科学者は、なぜ軍事研究に手を染めてはいけないか 池内, 了 みすず書房 2019 9784622088141 自然科学・数学 その他自然科学

「二つの文化」論争 ―戦後英国の科学・文学・文化政策― ガイ・オルトラーノ みすず書房 2019 9784622088011 自然科学・数学 その他自然科学

自然は導く ―人と世界の関係を変えるナチュラル・ナビゲーション― ハロルド・ギャティ みすず書房 2019 9784622088363 自然科学・数学 その他自然科学

ズーム・イン・ユニバース ―10[62]倍のスケールをたどる極大から極小への旅― ケイレブ・シャーフ みすず書房 2019 9784622087991 自然科学・数学 その他自然科学

大学生の学び・入門 ―大学での勉強は役に立つ！―（有斐閣アルマ） 溝上　慎一 有斐閣 2006 9784641122826 自然科学・数学 その他自然科学

数理計画入門 新版 （※） 福島　雅夫 朝倉書店 2011 9784254280043 自然科学・数学 数学
空間統計学 : 自然科学から人文・社会科学まで ―自然科学から人文・社会科学まで―（統計ライブラリー） 瀬谷, 創 朝倉書店 2014 9784254128314 自然科学・数学 数学
高次元データ分析の方法 ―Rによる統計的モデリングとモデル統合―（統計ライブラリー） 安道, 知寛 朝倉書店 2014 9784254128338 自然科学・数学 数学

基礎からのベイズ統計学 ―ハミルトニアンモンテカルロ法による実践的入門― 豊田, 秀樹 朝倉書店 2015 9784254122121 自然科学・数学 数学

ルベーグ積分と関数解析 新版（講座数学の考え方 13） 谷島, 賢二 朝倉書店 2015 9784254116069 自然科学・数学 数学

応用をめざす数理統計学 （統計解析スタンダード） 国友, 直人 朝倉書店 2015 9784254128512 自然科学・数学 数学

セミパラメトリック推測と経験過程 （統計ライブラリー） 久保木, 久孝 朝倉書店 2015 9784254128369 自然科学・数学 数学

ベイズ計算統計学 （統計解析スタンダード） 古澄, 英男 朝倉書店 2015 9784254128567 自然科学・数学 数学

実験計画法と分散分析 （統計解析スタンダード） 三輪, 哲久 朝倉書店 2015 9784254128543 自然科学・数学 数学

ノンパラメトリック法 （統計解析スタンダード） 村上, 秀俊 朝倉書店 2015 9784254128529 自然科学・数学 数学

線形回帰分析 （統計ライブラリー） 蓑谷, 千凰彦 朝倉書店 2015 9784254128345 自然科学・数学 数学

プリンストン数学大全 ティモシー・ガワーズ 朝倉書店 2015 9784254111439 自然科学・数学 数学

統計的因果推論 （統計解析スタンダード） 岩崎, 学 朝倉書店 2015 9784254128574 自然科学・数学 数学

経時データ解析 （統計解析スタンダード） 船渡川, 伊久子 朝倉書店 2015 9784254128550 自然科学・数学 数学

頑健回帰推定 （統計ライブラリー） 蓑谷, 千凰彦 朝倉書店 2016 9784254128376 自然科学・数学 数学

欠測データの統計解析 （統計解析スタンダード） 阿部, 貴行 朝倉書店 2016 9784254128598 自然科学・数学 数学

一般化線形モデル （統計解析スタンダード） 汪, 金芳 朝倉書店 2016 9784254128604 自然科学・数学 数学

はじめての統計データ分析 ―ベイズ的「ポストp値時代」の統計学― 豊田, 秀樹 朝倉書店 2016 9784254122145 自然科学・数学 数学

朝倉数学辞典 川又, 雄二郎 朝倉書店 2016 9784254111255 自然科学・数学 数学

常微分方程式の新しい教科書 堀畑, 和弘 朝倉書店 2016 9784254111460 自然科学・数学 数学

ビジネスマンがはじめて学ぶベイズ統計学 ―ExcelからRへステップアップ― 朝野, 煕彦 朝倉書店 2017 9784254122213 自然科学・数学 数学

実践ベイズモデリング ―解析技法と認知モデル― 豊田, 秀樹 朝倉書店 2017 9784254122206 自然科学・数学 数学

応用微分方程式 （現代基礎数学 10） 小川, 卓克 朝倉書店 2017 9784254117608 自然科学・数学 数学

社会科学のためのベイズ統計モデリング （統計ライブラリー） 浜田, 宏 朝倉書店 2019 9784254128420 自然科学・数学 数学
New Excelによる統計入門 第4版 （※） 縄田, 和満 朝倉書店 2020 9784254122435 自然科学・数学 数学

とんでもなく役に立つ数学 西成, 活裕 朝日出版社 2011 9784255005751 自然科学・数学 数学

岩波数学辞典 第4版 日本数学会 岩波書店 2007 9784000803090 自然科学・数学 数学

シンプレクティック幾何学 深谷, 賢治 岩波書店 2008 9784000054621 自然科学・数学 数学

カーネル多変量解析 ―非線形データ解析の新しい展開―（確率と情報の科学） 赤穂, 昭太郎 岩波書店 2008 9784000069717 自然科学・数学 数学
調査観察データの統計科学 ―因果推論・選択バイアス・データ融合―（確率と情報の科学） 星野, 崇宏 岩波書店 2009 9784000069724 自然科学・数学 数学

13歳の娘に語るガロアの数学 金, 重明 岩波書店 2011 9784000052115 自然科学・数学 数学
データ解析のための統計モデリング入門 ―一般化線形モデル・階層ベイズモデル・MCMC―（確率と情報の科学） 久保, 拓弥 岩波書店 2012 9784000069731 自然科学・数学 数学

13歳の娘に語るガウスの黄金定理 金, 重明 岩波書店 2013 9784000052160 自然科学・数学 数学
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群の表現論序説 高瀬, 幸一 岩波書店 2013 9784000052719 自然科学・数学 数学

現代三角関数論 黒川, 信重 岩波書店 2013 9784000053273 自然科学・数学 数学

13歳の娘に語るアルキメデスの無限小 金, 重明 岩波書店 2014 9784000050135 自然科学・数学 数学

乱数生成と計算量理論 （確率と情報の科学） 小柴, 健史 岩波書店 2014 9784000069755 自然科学・数学 数学

数理統計学の考え方 ―推測理論の基礎― 竹内, 啓 岩波書店 2016 9784000055390 自然科学・数学 数学

絶対ゼータ関数論 黒川, 信重 岩波書店 2016 9784000062831 自然科学・数学 数学

結び目理論入門 上 （岩波数学叢書） 村上, 斉 岩波書店 2019 9784000298261 自然科学・数学 数学

プログラミングのための線形代数 平岡, 和幸 オーム社 2004 9784274065781 自然科学・数学 数学

Rによるやさしい統計学 山田, 剛史 オーム社 2008 9784274067105 自然科学・数学 数学

Rによる統計解析 青木, 繁伸 オーム社 2009 9784274067570 自然科学・数学 数学

実践R統計分析 外山, 信夫 オーム社 2015 9784274217517 自然科学・数学 数学

見えないものをさぐる--それがベイズ ―ツールによる実践ベイズ統計― 藤田, 一弥 オーム社 2015 9784274218194 自然科学・数学 数学

The R tips ―データ解析環境Rの基本技・グラフィックス活用集―第3版 舟尾, 暢男 オーム社 2016 9784274219580 自然科学・数学 数学

Pythonによる統計分析入門 山内, 長承 オーム社 2018 9784274222344 自然科学・数学 数学

アンケート分析入門 ―Excelによる集計・評価・分析― （※） 菅　民郎 オーム社 2018 9784274222399 自然科学・数学 数学

JMPではじめるデータサイエンス 三井, 正 オーム社 2019 9784274224409 自然科学・数学 数学

AI時代の離散数学 （※） 茨木, 俊秀 オーム社 2020 9784274225819 自然科学・数学 数学
New アートのための数学 第2版 （※） 牟田, 淳 オーム社 2021 9784274226748 自然科学・数学 数学

New じっくり味わう代数学 （※） 海老原, 円 オーム社 2021 9784274226243 自然科学・数学 数学

New RとPythonで学ぶ統計学入門 （※） 増井, 敏克 オーム社 2021 9784274227059 自然科学・数学 数学

New Rによる実証分析 ―回帰分析から因果分析へ― 星野匡郎、田中久稔 オーム社 201600 9784274219474 自然科学・数学 数学

演習で学ぶ科学のための数学 （Chemistry primer series 3） D.S.Sivia 化学同人 2018 9784759820027 自然科学・数学 数学

「入門」複素関数・フーリエ変換・ラプラス変換 ―建築工学への数学― 西谷 章 鹿島出版会 2020 9784306033894 自然科学・数学 数学

本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるごく初歩の統計の本 本編 吉田, 寿夫 北大路書房 1998 9784762821257 自然科学・数学 数学

はじめてのR ―ごく初歩の操作から統計解析の導入まで― 村井, 潤一郎 北大路書房 2013 9784762828201 自然科学・数学 数学

本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるごく初歩の統計の本 補足1 吉田, 寿夫 北大路書房 2018 9784762830297 自然科学・数学 数学

本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるごく初歩の統計の本 補足2 吉田, 寿夫 北大路書房 2018 9784762830303 自然科学・数学 数学
本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるちょっと進んだ心に関わる統計的研究法の本 1 吉田, 寿夫 北大路書房 2018 9784762830310 自然科学・数学 数学
本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるちょっと進んだ心に関わる統計的研究法の本 2 吉田, 寿夫 北大路書房 2018 9784762830327 自然科学・数学 数学
本当にわかりやすいすごく大切なことが書いてあるちょっと進んだ心に関わる統計的研究法の本 3 吉田, 寿夫 北大路書房 2018 9784762830334 自然科学・数学 数学

内積・外積・空間図形を通してベクトルを深く理解しよう （数学のかんどころ 1） 飯高, 茂 共立出版 2011 9784320019812 自然科学・数学 数学
理系のための行列・行列式 ―めざせ!理論と計算の完全マスター―（数学のかんどころ 2） 福間, 慶明 共立出版 2011 9784320019829 自然科学・数学 数学

知っておきたい幾何の定理 （数学のかんどころ 3） 前原, 濶 共立出版 2011 9784320019836 自然科学・数学 数学

大学数学の基礎 （数学のかんどころ 4） 酒井, 文雄 共立出版 2011 9784320019843 自然科学・数学 数学

あみだくじの数学 （数学のかんどころ 5） 小林, 雅人 共立出版 2011 9784320019850 自然科学・数学 数学

ピタゴラスの三角形とその数理 （数学のかんどころ 6） 細矢, 治夫 共立出版 2011 9784320019867 自然科学・数学 数学

円錐曲線 ―歴史とその数理―（数学のかんどころ 7） 中村, 滋 共立出版 2011 9784320019874 自然科学・数学 数学

ひまわりの螺旋 （数学のかんどころ 8） 来嶋, 大二 共立出版 2012 9784320019881 自然科学・数学 数学

不等式 （数学のかんどころ 9） 大関, 清太 共立出版 2012 9784320019898 自然科学・数学 数学

常微分方程式 （数学のかんどころ 10） 内藤, 敏機 共立出版 2012 9784320019904 自然科学・数学 数学

統計的推測 （数学のかんどころ 11） 松井, 敬 共立出版 2012 9784320019911 自然科学・数学 数学

平面代数曲線 （数学のかんどころ 12） 酒井, 文雄 共立出版 2012 9784320019928 自然科学・数学 数学

ラプラス変換 （数学のかんどころ 13） 国分, 雅敏 共立出版 2012 9784320019935 自然科学・数学 数学

ガロア理論 （数学のかんどころ 14） 木村, 俊一 共立出版 2012 9784320019942 自然科学・数学 数学

素数と2次体の整数論 （数学のかんどころ 15） 青木, 昇 共立出版 2012 9784320019959 自然科学・数学 数学
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群論,これはおもしろい ―トランプで学ぶ群―（数学のかんどころ 16） 飯高, 茂 共立出版 2013 9784320019966 自然科学・数学 数学

環論,これはおもしろい ―素因数分解と循環小数への応用―（数学のかんどころ 17） 飯高, 茂 共立出版 2013 9784320019973 自然科学・数学 数学

体論,これはおもしろい ―方程式と体の理論―（数学のかんどころ 18） 飯高, 茂 共立出版 2013 9784320019980 自然科学・数学 数学

射影幾何学の考え方 （数学のかんどころ 19） 西山, 享 共立出版 2013 9784320110618 自然科学・数学 数学

絵ときトポロジー ―曲面のかたち―（数学のかんどころ 20） 前原, 濶 共立出版 2013 9784320110649 自然科学・数学 数学

多変数関数論 （数学のかんどころ 21） 若林, 功 共立出版 2013 9784320019997 自然科学・数学 数学

円周率 ―歴史と数理―（数学のかんどころ 22） 中村, 滋 共立出版 2013 9784320110625 自然科学・数学 数学

連立方程式から学ぶ行列・行列式 ―意味と計算の完全理解―（数学のかんどころ 23） 岡部, 恒治 共立出版 2014 9784320110632 自然科学・数学 数学

わかる!使える!楽しめる!ベクトル空間 （数学のかんどころ 24） 福間, 慶明 共立出版 2014 9784320110656 自然科学・数学 数学

トランスクリプトーム解析 （シリーズUseful R 7） 門田, 幸二 共立出版 2014 9784320123700 自然科学・数学 数学

早わかりベクトル解析 ―3つの定理が織りなす華麗な世界―（数学のかんどころ 25） 澤野, 嘉宏 共立出版 2014 9784320110663 自然科学・数学 数学

ドキュメント・プレゼンテーション生成 （シリーズUseful R 9） 高橋, 康介 共立出版 2014 9784320123724 自然科学・数学 数学
侵入・伝播と拡散方程式 （シリーズ・現象を解明する数学 = Introduction to interdisciplinary mathematics: phenomena, modeling and analysis ） 二宮, 広和 共立出版 2014 9784320110038 自然科学・数学 数学

コンパスと定規の幾何学 ―作図のたのしみ―（数学のかんどころ 27） 瀬山, 士郎 共立出版 2014 9784320110687 自然科学・数学 数学

金融データ解析の基礎 （シリーズUseful R 8） 高柳, 慎一 共立出版 2014 9784320123717 自然科学・数学 数学

戦略的データマイニング （シリーズUseful R 4） 里, 洋平 共立出版 2014 9784320123670 自然科学・数学 数学

マーケティング・データ分析の基礎 （シリーズUseful R 3） 里村, 卓也 共立出版 2014 9784320123663 自然科学・数学 数学

Rのパッケージおよびツールの作成と応用 （シリーズUseful R 10） 石田, 基広 共立出版 2014 9784320123731 自然科学・数学 数学

数理統計学の基礎 （クロスセクショナル統計シリーズ 1） 尾畑, 伸明 共立出版 2014 9784320111189 自然科学・数学 数学

早わかりルベーグ積分 （数学のかんどころ 29） 澤野, 嘉宏 共立出版 2015 9784320110700 自然科学・数学 数学

ウォーミングアップ微分幾何 （数学のかんどころ 30） 国分, 雅敏 共立出版 2015 9784320110717 自然科学・数学 数学

整数と平面格子の数学 （数学のかんどころ 28） 桑田, 孝泰 共立出版 2015 9784320110694 自然科学・数学 数学

自然現象から学ぶ微分方程式 森, 真 共立出版 2016 9784320111530 自然科学・数学 数学

複素関数入門 （共立講座 数学探検 13） 相川, 弘明 共立出版 2016 9784320111868 自然科学・数学 数学

馬蹄への道 ―2次元写像力学系入門― 山口, 喜博 共立出版 2016 9784320111493 自然科学・数学 数学

作図で身につく双曲幾何学 ―GeoGebraで見る非ユークリッドな世界― 阿原, 一志 共立出版 2016 9784320111165 自然科学・数学 数学

複素数入門 （共立講座 数学探検 4） 野口, 潤次郎 共立出版 2016 9784320111776 自然科学・数学 数学

代数的組合せ論入門 （共立叢書現代数学の潮流） 坂内, 英一 共立出版 2016 9784320111479 自然科学・数学 数学

脳のなかに数学を見る （連携する数学 1） 津田, 一郎 共立出版 2016 9784320110502 自然科学・数学 数学

確率的グラフィカルモデル 鈴木, 譲 共立出版 2016 9784320111394 自然科学・数学 数学

代数曲線入門 宮西, 正宜 共立出版 2016 9784320111448 自然科学・数学 数学

複素関数論講義 野村, 隆昭 共立出版 2016 9784320111417 自然科学・数学 数学

カルマンフィルタ ―Rを使った時系列予測と状態空間モデル―（統計学one point 2） 野村, 俊一 共立出版 2016 9784320112537 自然科学・数学 数学

Rで楽しむ統計 （Wonderful R 1） 奥村, 晴彦 共立出版 2016 9784320112414 自然科学・数学 数学

線形代数学に基づくデータ分析法 原田, 史子 共立出版 2016 9784320111455 自然科学・数学 数学

確率解析への誘い ―確率微分方程式の基礎と応用― 成田, 清正 共立出版 2016 9784320111431 自然科学・数学 数学

確率微分方程式 （共立講座 数学の輝き 7） 谷口, 説男 共立出版 2016 9784320112018 自然科学・数学 数学

定性的データ分析 （シリーズUseful R 5） 金, 明哲 共立出版 2016 9784320123687 自然科学・数学 数学

StanとRでベイズ統計モデリング （Wonderful R 2） 松浦, 健太郎 共立出版 2016 9784320112421 自然科学・数学 数学

リーマンと数論 （リーマンの生きる数学 1） 黒川, 信重 共立出版 2016 9784320112346 自然科学・数学 数学

粘性解 ―比較原理を中心に―（共立講座 数学の輝き 8） 小池, 茂昭 共立出版 2016 9784320112025 自然科学・数学 数学

社会科学系学生のための基礎数学 塩出, 省吾 共立出版 2017 9784320111332 自然科学・数学 数学

数値解析 （共立講座 数学探検 17） 齊藤, 宣一 共立出版 2017 9784320111905 自然科学・数学 数学

経済・経営統計入門 第4版 稲葉, 三男 共立出版 2017 9784320111318 自然科学・数学 数学

3次元リッチフローと幾何学的トポロジー （共立講座 数学の輝き 9） 戸田, 正人 共立出版 2017 9784320112032 自然科学・数学 数学
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線形代数の基礎講義 島田, 伸一 共立出版 2017 9784320113121 自然科学・数学 数学

現代数理統計学の基礎 （共立講座 数学の魅力 11） 久保川, 達也 共立出版 2017 9784320111660 自然科学・数学 数学

リーマンの数学と思想 （リーマンの生きる数学 4） 加藤, 文元 共立出版 2017 9784320112377 自然科学・数学 数学

量子群点描 山下, 真 共立出版 2017 9784320113138 自然科学・数学 数学

ネットワーク分析 第2版（Rで学ぶデータサイエンス 8） 鈴木, 努 共立出版 2017 9784320113152 自然科学・数学 数学
シュメール人の数学 ―粘土板に刻まれた古の数学を読む―（共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 17） 室井, 和男 共立出版 2017 9784320009165 自然科学・数学 数学

保型関数 ―古典理論とその現代的応用―（共立講座 数学の輝き 10） 志賀, 弘典 共立出版 2017 9784320112049 自然科学・数学 数学

グラフ理論とフレームワークの幾何 （数学のかんどころ 34） 前原, 濶 共立出版 2017 9784320110755 自然科学・数学 数学

複素数と複素数平面 ―幾何への応用―（数学のかんどころ 33） 桑田, 孝泰 共立出版 2017 9784320110748 自然科学・数学 数学

可換環論の勘どころ （数学のかんどころ 32） 後藤, 四郎 共立出版 2017 9784320110731 自然科学・数学 数学

情報理論のための数理論理学 （数学のかんどころ 31） 板井, 昌典 共立出版 2017 9784320110724 自然科学・数学 数学

D加群 （共立講座 数学の輝き 11） 竹内, 潔 共立出版 2017 9784320112056 自然科学・数学 数学

古典的名著に学ぶ微積分の基礎 高瀬, 正仁 共立出版 2017 9784320113206 自然科学・数学 数学

構造的因果モデルの基礎 黒木, 学 共立出版 2017 9784320113176 自然科学・数学 数学

最小二乗法・交互最小二乗法 （統計学one point 3） 森, 裕一 共立出版 2017 9784320112544 自然科学・数学 数学

微分積分 （共立講座数学探検 1） 吉田, 伸生 共立出版 2017 9784320111745 自然科学・数学 数学

時系列解析 （統計学one point 4） 柴田, 里程 共立出版 2017 9784320112551 自然科学・数学 数学

工学系学生のための数学入門 石村, 園子 共立出版 2017 9784320113237 自然科学・数学 数学

欠測データ処理 ―Rによる単一代入法と多重代入法―（統計学one point 5） 高橋, 将宜 共立出版 2017 9784320112568 自然科学・数学 数学

データ処理の手法と考え方 田中, 絵里子 共立出版 2018 9784320113336 自然科学・数学 数学

常微分方程式入門 第3版 原, 惟行 共立出版 2018 9784320113350 自然科学・数学 数学

波面の伝播と特異点 泉屋, 周一 共立出版 2018 9784320113367 自然科学・数学 数学

スパース推定法による統計モデリング （統計学one point 6） 川野, 秀一 共立出版 2018 9784320112575 自然科学・数学 数学

多重比較法の理論と数値計算 白石, 高章 共立出版 2018 9784320113329 自然科学・数学 数学

暗号と乱数 ―乱数の統計的検定―（統計学one point 7） 藤井, 光昭 共立出版 2018 9784320112582 自然科学・数学 数学

保型形式特論 （共立叢書現代数学の潮流） 伊吹山, 知義 共立出版 2018 9784320113312 自然科学・数学 数学

再現可能性のすゝめ ―RStudioによるデータ解析とレポート作成―（Wonderful R 3） 高橋, 康介 共立出版 2018 9784320112438 自然科学・数学 数学
線形代数セミナー = Seminar of linear algebra : projection, singular value decomposition, pseudoinverse ―射影,特異値分解,一般逆行列― 金谷, 健一 共立出版 2018 9784320113404 自然科学・数学 数学

ファジィ時系列解析 （統計学one point 8） 渡辺, 則生 共立出版 2018 9784320112599 自然科学・数学 数学

計算代数統計 ―グレブナー基底と実験計画法―（統計学one point 9） 青木, 敏 共立出版 2018 9784320112605 自然科学・数学 数学

経済系のための微分積分 増補版 西原, 健二 共立出版 2018 9784320113381 自然科学・数学 数学

数値線形代数の数理とHPC （シリーズ応用数理 第6巻） 櫻井, 鉄也 共立出版 2018 9784320019553 自然科学・数学 数学

オイラーの難問に学ぶ微分方程式 高瀬, 正仁 共立出版 2018 9784320113428 自然科学・数学 数学

ルベーグ積分要点と演習 相川, 弘明 共立出版 2018 9784320113411 自然科学・数学 数学
原場面に着目した数学的モデリング能力に関する研究 ―フッサール現象学の方法と応用反応分析マップを援用して― 松嵜, 昭雄 共立出版 2018 9784320113435 自然科学・数学 数学

自然科学研究のためのR入門 ―再現可能なレポート執筆実践―（Wonderful R 4） 江口, 哲史 共立出版 2018 9784320112445 自然科学・数学 数学

位相のあたま 石川　剛郎 共立出版 2018 9784320113466 自然科学・数学 数学

数学リテラシー 竹内, 潔 共立出版 2018 9784320113497 自然科学・数学 数学

ゲームで大学数学入門 ―スプラウトからオイラー・ゲッターまで― 安田, 健彦 共立出版 2018 9784320113442 自然科学・数学 数学

正則関数 （数学のかんどころ 36） 新井, 仁之 共立出版 2018 9784320110779 自然科学・数学 数学

有理型関数 （数学のかんどころ 37） 新井, 仁之 共立出版 2018 9784320113909 自然科学・数学 数学

経営系学生のための基礎統計学 改訂版 塩出, 省吾 共立出版 2019 9784320113749 自然科学・数学 数学

確率変数の収束と大数の完全法則 ―少しマニアックな確率論入門― 服部, 哲弥 共立出版 2019 9784320113503 自然科学・数学 数学

ベクトル解析入門 ―初歩からテンソルまで― 壁谷, 喜継 共立出版 2019 9784320113756 自然科学・数学 数学

計算機代数の基礎理論 長坂　耕作 共立出版 2019 9784320113732 自然科学・数学 数学
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時空間統計解析 （理論統計学教程 . 従属性の統計理論） 矢島, 美寛 共立出版 2019 9784320113527 自然科学・数学 数学

動く曲線の数値計算 矢崎, 成俊 共立出版 2019 9784320113800 自然科学・数学 数学

代数的統計モデル （理論統計学教程　数理統計の枠組み） 青木, 敏 共立出版 2019 9784320113534 自然科学・数学 数学
New 高次元の統計学 （統計学one point 11） 青嶋, 誠 共立出版 2019 9784320112636 自然科学・数学 数学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 最良母集団の選び方 （統計学one point 13） 高田, 佳和 共立出版 2019 9784320112643 自然科学・数学 数学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 統計的不偏推定論 （統計学one point 17） 赤平, 昌文 共立出版 2019 9784320112681 自然科学・数学 数学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 点過程の時系列解析 （統計学one point 14） 近江, 崇宏 共立出版 2019 9784320112650 自然科学・数学 数学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

サーストン万華鏡 ―人と数学の未来を見つめて― 小島, 定吉 共立出版 2020 9784320114371 自然科学・数学 数学
New 数理統計学 ―統計的推論の基礎― 黒木, 学 共立出版 2020 9784320114296 自然科学・数学 数学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

ベイズの誓い ―ベイズ統計学はAIの夢を見る― 松原, 望 聖学院大学出版会 2018 9784909022967 自然科学・数学 数学

グラフ理論入門 R.J. ウィルソン 近代科学社 2001 9784764902961 自然科学・数学 数学

離散数学への入門 ―わかりやすい離散数学― 小倉, 久和 近代科学社 2005 9784764903210 自然科学・数学 数学

あたらしい数理最適化 ―Python言語とGurobiで解く ― 久保, 幹雄 近代科学社 2012 9784764904330 自然科学・数学 数学

ストラング線形代数イントロダクション （世界標準MIT教科書） ギルバート・ストラング 近代科学社 2015 9784764904057 自然科学・数学 数学

ストラング ―計算理工学―（世界標準MIT教科書） ギルバート・ストラング 近代科学社 2017 9784764904231 自然科学・数学 数学

京都のアルゴリズム 岩間, 一雄 近代科学社 2017 9784764905474 自然科学・数学 数学

ストラング ―微分方程式と線形代数―（世界標準MIT教科書） ギルバート・ストラング 近代科学社 2017 9784764904767 自然科学・数学 数学

確率的シミュレーションの基礎 （IMIシリーズ : 進化する産業数学 1） 手塚, 集 近代科学社 2018 9784764905573 自然科学・数学 数学

計算折り紙入門 ―あたらしい計算幾何学の世界― 上原, 隆平 近代科学社 2018 9784764905672 自然科学・数学 数学

P値 ―その正しい理解と適用―（統計スポットライト・シリーズ 3） 柳川, 堯 近代科学社 2018 9784764905832 自然科学・数学 数学
New 代数トポロジーの基礎 ―基本群とホモロジー群― 和久井　道久 近代科学社 2021 9784764960183 自然科学・数学 数学

New よくわかるデータリテラシー ―データサイエンスの基本― 阿部圭一 近代科学社 2021 9784764906327 自然科学・数学 数学

使える数理リテラシー 杉本　大一郎 勁草書房 2009 9784326602230 自然科学・数学 数学

ダメな統計学 ―悲惨なほど完全なる手引書― アレックス・ラインハート 勁草書房 2017 9784326504336 自然科学・数学 数学

世界を満たす論理 ―フレーゲの形而上学と方法― 荒畑, 靖宏 勁草書房 2019 9784326102761 自然科学・数学 数学

入門入門群論 ―代数的構造への第一歩―（現代数学セレクト 3） 石谷, 茂 現代数学社 1973 自然科学・数学 数学

無限大の魔術 ―数学の芸術性― 石谷, 茂 現代数学社 1974 9784768700396 自然科学・数学 数学

行列と群とケーリーと 矢ヶ部, 巌 現代数学社 1978 9784768700136 自然科学・数学 数学

やさしい位相幾何学の話 横田, 一郎 現代数学社 1981 9784768700563 自然科学・数学 数学

ガロアへのレクイエム ―20歳で死んだガロアの《数学夢》の宇宙への旅― 山下, 純一 現代数学社 1986 9784768701614 自然科学・数学 数学

大学一年生の微積分 住友, 洸 現代数学社 1987 9784768701645 自然科学・数学 数学

大学新入生のための数学レクチャーブック （BASIC数学 : 別冊） 田村, 三郎 現代数学社 1988 9784768701683 自然科学・数学 数学

ε‐δ・∀と∃に泣く （数学の盲点とその解明） 石谷, 茂 現代数学社 1990 9784768701942 自然科学・数学 数学

代数曲線の幾何学 難波, 誠 現代数学社 1991 9784768701966 自然科学・数学 数学

現代の古典複素解析 楠, 幸男 現代数学社 1992 9784768702079 自然科学・数学 数学

最小二乗法の歴史 安藤, 洋美 現代数学社 1995 9784768702185 自然科学・数学 数学

方程式と対称性 （数学への旅 1） 山下, 純一 現代数学社 1996 9784768702338 自然科学・数学 数学

数論とトポロジー （数学への旅 2） 山下, 純一 現代数学社 1996 9784768702345 自然科学・数学 数学

新修線形代数 2版 梶原, 壤二 現代数学社 1997 9784768700679 自然科学・数学 数学

初めて学ぶ微分積分 加藤, 明史 現代数学社 1997 9784768702390 自然科学・数学 数学

群と幾何学 難波, 誠 現代数学社 1997 9784768702406 自然科学・数学 数学

数学ひとり旅 ―数学=不思議発見― 石谷, 茂 現代数学社 1998 9784768702475 自然科学・数学 数学

数学的思考の構造 ―発見的問題解決ストラテジー― 塚原, 成夫 現代数学社 2000 9784768702666 自然科学・数学 数学

Elite数学 ―高校生・予備校生・大学新入生の知的ライセンス― 梶原, 壤二 現代数学社 2001 9784768702710 自然科学・数学 数学

大学入試数学のルーツ 新版 小寺, 平治 現代数学社 2001 9784768702727 自然科学・数学 数学



　※　2021.11　追加タイトル：Newの表示あり

ebook list <Maruzen eBook Library> 89/152

No. 書名 著編者名 出版社名 出版年 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分) 備考

微分形式とその応用 ―曲線・曲面から解析力学まで― 栗田, 稔 現代数学社 2002 9784768702802 自然科学・数学 数学

入試問題が語る数学の世界 [正] 岸, 吉堯 現代数学社 2004 9784768702949 自然科学・数学 数学

新修解析学 改訂増補 梶原, 壤二 現代数学社 2005 9784768703526 自然科学・数学 数学

独修微分積分学 改訂増補 梶原, 壤二 現代数学社 2005 9784768703533 自然科学・数学 数学

大学院への代数学演習 新版 永田, 雅宜 現代数学社 2006 9784768703625 自然科学・数学 数学

大学院への解析学演習 新版 梶原, 壤二 現代数学社 2006 9784768703618 自然科学・数学 数学

対話・微分積分学 ―数学解析へのいざない―復刊 笠原, 晧司 現代数学社 2006 9784768703595 自然科学・数学 数学
AMOS, EQS, CALISによるグラフィカル多変量解析 ―目で見る共分散構造分析―増補版3刷 狩野, 裕 現代数学社 2007 9784768702840 自然科学・数学 数学

平面図形の幾何学 難波, 誠 現代数学社 2008 9784768703793 自然科学・数学 数学

微積分の根底をさぐる 新装版 稲葉, 三男 現代数学社 2008 9784768703359 自然科学・数学 数学

大学院への幾何学演習 河野, 明 現代数学社 2009 9784768703311 自然科学・数学 数学

ガウス整数論への道 （大数学者の数学 1） 加藤, 明史 現代数学社 2009 9784768703854 自然科学・数学 数学

コーシー近代解析学への道 （大数学者の数学 2） 一松, 信 現代数学社 2009 9784768703861 自然科学・数学 数学

ラングレーの問題にトドメをさす! ―〜4点の作る小宇宙完全ガイド〜― 斉藤, 浩 現代数学社 2009 9784768703403 自然科学・数学 数学

オイラー無限解析の源流 （大数学者の数学 3） 高橋, 浩樹 現代数学社 2010 9784768703878 自然科学・数学 数学

リーマン現代幾何学への道 （大数学者の数学 4） 中村, 英樹 現代数学社 2010 9784768703885 自然科学・数学 数学

ライプニッツ普遍数学への旅 （大数学者の数学 5） 河田, 直樹 現代数学社 2010 9784768703892 自然科学・数学 数学

ゲーデル不完全性発見への道 （大数学者の数学 6） 北田, 均 現代数学社 2011 9784768703915 自然科学・数学 数学

神学的数学の原型 ―カントル―（大数学者の数学 7） 落合, 仁司 現代数学社 2011 9784768703922 自然科学・数学 数学

ガロア偉大なる曖昧さの理論 （大数学者の数学 8） 梅村, 浩 現代数学社 2011 9784768703939 自然科学・数学 数学

入試問題が語る数学の世界 続 岸, 吉堯 現代数学社 2011 9784768703113 自然科学・数学 数学

高木貞治類体論への旅 （大数学者の数学 9） 彌永, 健一 現代数学社 2012 9784768703946 自然科学・数学 数学

関孝和算聖の数学思潮 （大数学者の数学 10） 小寺, 裕 現代数学社 2013 9784768704301 自然科学・数学 数学

親切な代数学演習 新装版 ―整数・群・環・体― 加藤, 明史 現代数学社 2013 9784768704318 自然科学・数学 数学

不可能の証明へ （大数学者の数学 . アーベル 前編 ; 11） 高瀬, 正仁 現代数学社 2014 9784768704325 自然科学・数学 数学

岡潔多変数関数論の建設 （大数学者の数学 12） 大沢, 健夫 現代数学社 2014 9784768704387 自然科学・数学 数学

ゼータの冒険と進化 黒川, 信重 現代数学社 2014 9784768710203 自然科学・数学 数学

線型代数と固有値問題 新装版 ―スペクトル分解を中心に― 笠原, 晧司 現代数学社 2014 9784768704349 自然科学・数学 数学

フーリエ現代を担保するもの （大数学者の数学 13） 吉川, 敦 現代数学社 2015 9784768704455 自然科学・数学 数学

ラマヌジャンζの衝撃 （大数学者の数学 14） 黒川, 信重 現代数学社 2015 9784768704479 自然科学・数学 数学

フィボナッチアラビア数学から西洋中世数学へ （大数学者の数学 15） 三浦, 伸夫 現代数学社 2016 9784768704493 自然科学・数学 数学

楕円関数論への道 （大数学者の数学 . アーベル 後編 ; 16） 高瀬, 正仁 現代数学社 2016 9784768704554 自然科学・数学 数学

絶対数学原論 黒川, 信重 現代数学社 2016 9784768704561 自然科学・数学 数学

数理解析学概論 = Introduction to mathematical analysis 新訂版 北田, 均 現代数学社 2016 9784768704622 自然科学・数学 数学

数III方式ガロアの理論 新装版 ―アイデアの変遷を追って― 矢ヶ部, 巌 現代数学社 2016 9784768704530 自然科学・数学 数学

明快複素解析 ―ゼロからスタート― 小寺, 平治 現代数学社 2017 9784768704639 自然科学・数学 数学

整数と群・環・体 ―素数と数の認識論― 河田, 直樹 現代数学社 2017 9784768704677 自然科学・数学 数学

算数 ―mania― 初代算数仮面 現代数学社 2017 9784768704578 自然科学・数学 数学

偏微分方程式への誘い 井川, 満 現代数学社 2017 9784768704684 自然科学・数学 数学

はじめて学ぶリー群 ―線型代数から始めよう― 井ノ口, 順一 現代数学社 2017 9784768704707 自然科学・数学 数学

入門入門群論 : 新装版 ―代数的構造への第一歩― 石谷, 茂 現代数学社 2017 9784768704721 自然科学・数学 数学

確率論史 : 新装版 ―パスカルからラプラスの時代までの数学史の一断面― Isaac, Todhunter 現代数学社 2017 9784768704752 自然科学・数学 数学

確率論の黎明 : 新装版 安藤, 洋美 現代数学社 2017 9784768704769 自然科学・数学 数学

リーマンの夢 ―ゼータ関数の探求― 黒川, 信重 現代数学社 2017 9784768704691 自然科学・数学 数学

創作数学演義 一松, 信 現代数学社 2017 9784768704783 自然科学・数学 数学
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新修代数学 新訂 永田, 雅宜 現代数学社 2017 9784768704776 自然科学・数学 数学

現代複素解析への道標 ―レジェンドたちの射程― 大沢, 健夫 現代数学社 2017 9784768704806 自然科学・数学 数学

含意命題の探究 ―「ならば」のロジックで数学する頭脳を鍛えよう― 米谷, 達也 現代数学社 2018 9784768704820 自然科学・数学 数学

はじめて学ぶリー環 ―線型代数から始めよう― 井ノ口, 順一 現代数学社 2018 9784768704714 自然科学・数学 数学

代数曲線の幾何学 改訂新版 難波, 誠 現代数学社 2018 9784768704851 自然科学・数学 数学

やさしい位相幾何学の話 : 新装版 横田, 一郎 現代数学社 2018 9784768704738 自然科学・数学 数学

安定マッチングの数理とアルゴリズム ―トラブルのない配属を求めて― 宮崎, 修一 現代数学社 2018 9784768704905 自然科学・数学 数学

表示変形論 導入編 （演算子的に見た微分・積分の代数 1） 大森, 英樹 現代数学社 2018 9784768704912 自然科学・数学 数学

現代の大学入試数学 1 図形編 ―もしこの問題に出会わなかったとしたら?― 鶴迫, 貴司 現代数学社 2018 9784768704929 自然科学・数学 数学

パズルな数学・数学なパズル （数学パズルにトドメをさす?! 第1集） 斉藤, 浩 現代数学社 2018 9784768704950 自然科学・数学 数学

パズルで数学・数学でパズル （数学パズルにトドメをさす?! 第2集） 斉藤, 浩 現代数学社 2018 9784768704967 自然科学・数学 数学

オイラーのゼータ関数論 黒川, 信重 現代数学社 2018 9784768704974 自然科学・数学 数学

パズルが数学数学がパズル （数学パズルにトドメをさす?! 第3集） 斉藤, 浩 現代数学社 2018 9784768704998 自然科学・数学 数学

表示変形論 応用編 （演算子的に見た微分・積分の代数 2） 大森, 英樹 現代数学社 2019 9784768705032 自然科学・数学 数学

対話・確率過程入門 宮沢, 政清 現代数学社 2019 9784768705025 自然科学・数学 数学

新・独修微分積分学 新版 梶原, 壤二 現代数学社 2019 9784768705056 自然科学・数学 数学

新修解析学 : 新装版 梶原, 壤二 現代数学社 2019 9784768705049 自然科学・数学 数学

創作数学演義 続 一松, 信 現代数学社 2019 9784768705063 自然科学・数学 数学

幾何学は微分しないと 新装版 ―微分幾何学入門― 中内, 伸光 現代数学社 2019 9784768705070 自然科学・数学 数学

無限大の魔術 ―数学の芸術性―復刊 石谷, 茂 現代数学社 2019 9784768705094 自然科学・数学 数学

リーマンに学ぶ複素関数論 ―1変数複素解析の源流― 高瀬, 正仁 現代数学社 2019 9784768705100 自然科学・数学 数学

行列と群とケーリーと 復刊 矢ヶ部, 巌 現代数学社 2019 9784768705124 自然科学・数学 数学

零点問題集 ―ゼータ入門― 黒川, 信重 現代数学社 2019 9784768705117 自然科学・数学 数学
現場で出会う微積分・線型代数 ―数学オフィスアワー : 化学・生物系の数学基礎を実践する―新訂版 小林, 幸夫 現代数学社 2019 9784768705131 自然科学・数学 数学

ニュートン無限級数の衝撃 （大数学者の数学 18） 長田, 直樹 現代数学社 2019 9784768705148 自然科学・数学 数学

初めて学ぶトポロジー : 新装版 ―天才・数学者読むべからず― 石谷, 茂 現代数学社 2019 9784768705155 自然科学・数学 数学

初学者のための偏微分∂を学ぶ 井ノ口, 順一 現代数学社 2019 9784768705162 自然科学・数学 数学

初めて学ぶ人のための群論入門 : 新装版 横田, 一郎 現代数学社 2019 9784768705179 自然科学・数学 数学

自然流微積分 ―20世紀からの覚醒― 山崎　洋平 現代数学社 2019 9784768705186 自然科学・数学 数学

線型代数と固有値問題 ―スペクトル分解を中心に―新装版改訂増補 笠原　晧司 現代数学社 2019 9784768705193 自然科学・数学 数学

複素解析学特論 楠　幸男 現代数学社 2019 9784768705209 自然科学・数学 数学

代数学の華ガロア理論 冨田　佳子 現代数学社 2019 9784768705223 自然科学・数学 数学

線型代数の発想 ―数学ターミナル―新訂版 小林　幸夫 現代数学社 2020 9784768705247 自然科学・数学 数学

すべてがわかるアンケートデータの分析 改訂新版 菅　民郎 現代数学社 2020 9784768705261 自然科学・数学 数学

初めて学ぶ統計学 新装版 菅　民郎 現代数学社 2020 9784768705278 自然科学・数学 数学
SPSSによる統計データ解析 ―医学・看護学・生物学、心理学の例題による統計学入門―改訂新版 柳井　晴夫 現代数学社 2020 9784768705285 自然科学・数学 数学

対話・おもしろ線形代数 木村　良夫 現代数学社 2020 9784768705308 自然科学・数学 数学
New AMOS、EQS、CALISによるグラフィカル多変量解析 : 目で見る共分散構造分析 新装版 狩野裕, 三浦麻子共著 現代数学社 202008 9784768705407 自然科学・数学 数学

高校数学でわかる統計学 ―本格的に理解するために―（ブルーバックス B-1757） 竹内, 淳 講談社 2012 9784062577571 自然科学・数学 数学

微分積分学の史的展開 ―ライプニッツから高木貞治まで― 高瀬, 正仁 講談社 2015 9784061565418 自然科学・数学 数学

統計ソフト「R」超入門 ―実例で学ぶ初めてのデータ解析―（ブルーバックス B-2049） 逸見, 功 講談社 2018 9784065020494 自然科学・数学 数学
今日から使える統計解析 ―理論の基礎と実用の“勘どころ”―（ブルーバックス B-2085） 大村　平 講談社 2019 9784065147931 自然科学・数学 数学
今日から使えるフーリエ変換 ―式の意味を理解し、使いこなす―（ブルーバックス B-2093） 三谷　政昭 講談社 2019 9784065155004 自然科学・数学 数学
高校数学でわかる複素関数 ―微分からコーシー積分、留数定理まで―（ブルーバックス B-2098） 竹内　淳 講談社 2019 9784065163955 自然科学・数学 数学

トポロジー入門 ―奇妙な図形のからくり―（ブルーバックス B-2104） 都筑　卓司 講談社 2019 9784065166055 自然科学・数学 数学
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数学にとって証明とはなにか ―ピタゴラスの定理からイプシロン・デルタ論法まで―（ブルーバックス B-2107） 瀬山　士郎 講談社 2019 9784065168523 自然科学・数学 数学
高次元空間を見る方法 ―次元が増えるとどんな不思議が起こるのか―（ブルーバックス B-2110） 小笠　英志 講談社 2019 9784065172834 自然科学・数学 数学

数の概念 （ブルーバックス B-2114） 高木　貞治 講談社 2019 9784065170670 自然科学・数学 数学
道具としての微分方程式　偏微分編　式をつくり、解いて、「使える」ようになる （ブルーバックス B-2118） 斎藤　恭一 講談社 2019 9784065179024 自然科学・数学 数学

離散数学入門 ―整数の誕生から「無限」まで―（ブルーバックス B-2121） 芳沢　光雄 講談社 2019 9784065181782 自然科学・数学 数学
いやでも数学が面白くなる ―「勝利の方程式」は解けるのか?―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2092） （※） 志村　史夫 講談社 2019 9784065154878 自然科学・数学 数学

工学系のための確率・統計 ―確率論の基礎から確率シミュレーションへ― 岡本, 正芳 コロナ社 2013 9784339061048 自然科学・数学 数学

例題で学ぶOR入門 大堀, 隆文 コロナ社 2017 9784339028744 自然科学・数学 数学

微分積分講義テキスト 石田, 健一 コロナ社 2017 9784339061147 自然科学・数学 数学

工学を理解するための応用数学 ―微分方程式と物理現象― 佐藤, 求 コロナ社 2019 9784339061178 自然科学・数学 数学

マルコフ決定過程 ―理論とアルゴリズム―（シリーズ情報科学における確率モデル 4） 中出　康一 コロナ社 2019 9784339028348 自然科学・数学 数学

エントロピーの幾何学 （シリーズ情報科学における確率モデル 5） 田中　勝 コロナ社 2019 9784339028355 自然科学・数学 数学

確率システムにおける制御理論 （シリーズ情報科学における確率モデル 6） 向谷　博明 コロナ社 2019 9784339028362 自然科学・数学 数学

機械系のための関数論入門 （※） 野原, 勉 コロナ社 2019 9784339061185 自然科学・数学 数学

入門集合と位相 （実教理工学全書） 竹之内, 脩 実教出版 1971 9784407021080 自然科学・数学 数学

確率過程とその応用 小和田, 正 実教出版 1983 9784407022353 自然科学・数学 数学

理工系の基礎数学 ―専門へのステップアップ―（Primary大学テキスト） 北原, 直人 実教出版 2017 9784407344608 自然科学・数学 数学

Pythonで学ぶあたらしい統計学の教科書 馬場, 真哉 翔泳社 2018 9784798155067 自然科学・数学 数学

線型代数入門 （基礎数学 1） 斎藤, 正彦 東京大学出版会 1966 9784130620017 自然科学・数学 数学

解析入門 1 （基礎数学 2） 杉浦, 光夫 東京大学出版会 1980 9784130620055 自然科学・数学 数学

統計入門 中村, 隆英 東京大学出版会 1984 9784130420600 自然科学・数学 数学

解析入門 2 （基礎数学 3） 杉浦, 光夫 東京大学出版会 1985 9784130620062 自然科学・数学 数学

線型代数演習 （基礎数学 4） 斎藤, 正彦 東京大学出版会 1985 9784130620253 自然科学・数学 数学

多様体の基礎 （基礎数学 5） 松本, 幸夫 東京大学出版会 1988 9784130621038 自然科学・数学 数学

微分方程式入門 （基礎数学 6） 高橋, 陽一郎 東京大学出版会 1988 9784130621045 自然科学・数学 数学

解析演習 （基礎数学 7） 杉浦, 光夫 東京大学出版会 1989 9784130621052 自然科学・数学 数学

行動科学における統計解析法 芝, 祐順 東京大学出版会 1990 9784130420648 自然科学・数学 数学

複素解析 新版（基礎数学 8） 高橋, 礼司 東京大学出版会 1990 9784130621069 自然科学・数学 数学

偏微分方程式入門 （基礎数学 12） 金子, 晃 東京大学出版会 1998 9784130629034 自然科学・数学 数学

数学の基礎 ―集合・数・位相―（基礎数学 14） 斎藤, 正彦 東京大学出版会 2002 9784130629096 自然科学・数学 数学

群と環 （大学数学の入門 1 . 代数学 ; 1） 桂, 利行 東京大学出版会 2004 9784130629515 自然科学・数学 数学

体とガロア理論 （大学数学の入門 3 . 代数学 ; 3） 桂, 利行 東京大学出版会 2005 9784130629539 自然科学・数学 数学

多様体入門 （大学数学の入門 4 . 幾何学 ; 1） 坪井, 俊 東京大学出版会 2005 9784130629546 自然科学・数学 数学

形と動きの数理 ―工学の道具としての幾何学― 杉原, 厚吉 東京大学出版会 2006 9784130613071 自然科学・数学 数学

完全性定理とモデル理論 （ゲーデルと20世紀の論理学 (ロジック) 2） 田中, 一之 東京大学出版会 2006 9784130640961 自然科学・数学 数学

環上の加群 （大学数学の入門 2 . 代数学 ; 2） 桂, 利行 東京大学出版会 2007 9784130629522 自然科学・数学 数学

常微分方程式 （大学数学の入門 10） 坂井, 秀隆 東京大学出版会 2015 9784130629607 自然科学・数学 数学

数学の現在 i 斎藤, 毅 東京大学出版会 2016 9784130653114 自然科学・数学 数学

数学の現在 π 斎藤, 毅 東京大学出版会 2016 9784130653121 自然科学・数学 数学

数学の現在 e 斎藤, 毅 東京大学出版会 2016 9784130653138 自然科学・数学 数学

統計学 = Statistics 久保川, 達也 東京大学出版会 2016 9784130629218 自然科学・数学 数学
New MATLABクイックスタート ―数式処理から機械学習まで― 藤原, 毅夫 東京大学出版会 2021 9784130624596 自然科学・数学 数学

New 数学基礎論 増補版 新井, 敏康 東京大学出版会 2021 9784130629270 自然科学・数学 数学

入門Mathematica ―決定版Ver.7対応 いろいろな問題が解ける!理解できる!― 日本Mathematicaユーザー会 東京電機大学出版局 2009 9784501546205 自然科学・数学 数学
New AI時代に生きる数学力の鍛え方 ―思考力を高める学びとは― 芳沢, 光雄 東洋経済新報社 2020 9784492762554 自然科学・数学 数学
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統計分析のここが知りたい ―保健・看護・心理・教育系研究のまとめ方― 石井　秀宗 文光堂 2005 9784830644603 自然科学・数学 数学

実験計画法 上  復刻版 田口, 玄一 丸善出版 2010 9784621082805 自然科学・数学 数学

実験計画法 下  復刻版 田口, 玄一 丸善出版 2010 9784621082812 自然科学・数学 数学

関数の基礎とファイナンス数学 （初歩からの数学 1） Raymond A. Barnett 丸善出版 2015 9784621089828 自然科学・数学 数学

線形方程式と線形計画法 （初歩からの数学 2） Raymond A. Barnett 丸善出版 2015 9784621089835 自然科学・数学 数学

論理・確率とマルコフ連鎖 （初歩からの数学 3） Raymond A. Barnett 丸善出版 2015 9784621089842 自然科学・数学 数学

微分積分 上 （初歩からの数学 4） Raymond A. Barnett 丸善出版 2015 9784621089859 自然科学・数学 数学

微分積分 下 （初歩からの数学 5） Raymond A. Barnett 丸善出版 2016 9784621089866 自然科学・数学 数学

微分方程式 ―物理的発想の解析学―（サイエンス・パレット 032） 中西, 襄 丸善出版 2016 9784621300770 自然科学・数学 数学
シュプリンガー数学コンテストから学ぶ数学発想レクチャーズ （シュプリンガー数学リーディングス 第19巻） 秋山, 仁 丸善出版 2016 9784621065037 自然科学・数学 数学

特異点をもつ曲線と曲面の微分幾何学 （シュプリンガー現代数学シリーズ 19） 梅原, 雅顕 丸善出版 2017 9784621302156 自然科学・数学 数学

複素および混合超曲面特異点入門 （シュプリンガー現代数学シリーズ 第20巻） 岡, 睦雄 丸善出版 2018 9784621301081 自然科学・数学 数学

数学がいまの数学になるまで Z. アーテシュテイン 丸善出版 2018 9784621301685 自然科学・数学 数学

ヤング・タブロー ―表現論と幾何への応用― W.フルトン 丸善出版 2019 9784621303894 自然科学・数学 数学

現代数学の基本概念 上 J.ヨスト 丸善出版 2019 9784621304013 自然科学・数学 数学

固有値計算と特異値計算 （計算力学レクチャーコース） 日本計算工学会 丸善出版 2019 9784621304730 自然科学・数学 数学

現代数学の基本概念 下 （※） J.ヨスト 丸善出版 2020 9784621304648 自然科学・数学 数学

数学の歴史 （※） ステドール 丸善出版 2020 9784621304853 自然科学・数学 数学

インフィニティ・パワー ―宇宙の謎を解き明かす微積分― （※） S.ストロガッツ 丸善出版 2020 9784621304907 自然科学・数学 数学

数学史事典 = Encyclopedia of the history of mathematics 日本数学史学会 丸善出版 2020 9784621305225 自然科学・数学 数学

もうダメかも ―死ぬ確率の統計学― マイケル・ブラストランド みすず書房 2020 9784622088882 自然科学・数学 数学

基礎編 第2版（やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ . よくわかる統計学 1） 金子, 治平 ミネルヴァ書房 2011 9784623061112 自然科学・数学 数学

経済統計編 第2版（やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ . よくわかる統計学 2） 御園, 謙吉 ミネルヴァ書房 2011 9784623061129 自然科学・数学 数学

例題と演習でわかる離散数学 加納, 幹雄 森北出版 2013 9784627061514 自然科学・数学 数学

例題で学ぶ集合と論理 鈴木, 登志雄 森北出版 2016 9784627061910 自然科学・数学 数学

大学新入生のためのリメディアル数学 第2版 中野, 友裕 森北出版 2017 9784627052024 自然科学・数学 数学

離散数学 第2版（情報工学レクチャーシリーズ） 陳, 慰 森北出版 2017 9784627810822 自然科学・数学 数学

第三角法図学 ―基礎応用―第3版 岩井, 實 森北出版 2019 9784627080430 自然科学・数学 数学

例題で学ぶ図学 ―第三角法による図法幾何学―新装版 伊能, 教夫 森北出版 2019 9784627667327 自然科学・数学 数学
New 基礎数学 ―ファーストステップ― 猪股, 俊光 森北出版 2021 9784627096912 自然科学・数学 数学

New 微分積分学 井口, 達雄 森北出版 2021 9784627078710 自然科学・数学 数学

New Pythonによる数値計算法の基礎 橋本 修 森北出版 2021 9784627744318 自然科学・数学 数学

基本統計学 第4版 宮川, 公男 有斐閣 2015 9784641164550 自然科学・数学 数学

統計学 改訂版（New liberal arts selection） 森棟, 公夫 有斐閣 2015 9784641053809 自然科学・数学 数学

データ分析をマスターする12のレッスン （有斐閣アルマ Basic） 畑農, 鋭矢 有斐閣 2017 9784641221031 自然科学・数学 数学
みなか先生といっしょに統計学の王国を歩いてみよう ―情報の海と推論の山を越える翼をアナタに!― 三中　信宏 羊土社 2015 9784758120586 自然科学・数学 数学

イラストレイテッド光の実験 田所, 利康 朝倉書店 2016 9784254131208 自然科学・数学 物理

低温環境の科学事典 河村, 公隆 朝倉書店 2016 9784254161281 自然科学・数学 物理

これからの光学 ―古典論・量子論・物質との相互作用・新しい光― 大津, 元一 朝倉書店 2017 9784254131246 自然科学・数学 物理

音と波の力学 平尾　雅彦 岩波書店 2013 9784000051293 自然科学・数学 物理

共形場理論 = Conformal field theory 江口, 徹 岩波書店 2015 9784000052498 自然科学・数学 物理

光学ハンドブック ―基礎と応用― 宮本, 健郎 岩波書店 2015 9784000063029 自然科学・数学 物理

不規則系の物理 ―コヒーレント・ポテンシャル近似とその周辺― 米沢　富美子 岩波書店 2015 9784000059695 自然科学・数学 物理

新SI単位と電磁気学 佐藤, 文隆 岩波書店 2018 9784000612616 自然科学・数学 物理

ベクトルからはじめる電磁気学 （※） 坂本　文人 オーム社 2018 9784274222450 自然科学・数学 物理
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エネルギーの視点からみた放射線 ―強くて、恐いけど、怖くない― 田辺, 哲朗 九州大学出版会 2018 9784798502212 自然科学・数学 物理

量子統計力学の数理 = Mathematical principles of quantum statistical mechanics 新井, 朝雄 共立出版 2008 9784320018655 自然科学・数学 物理

高校で物理を履修しなかった人のための熱力学 （フロー式物理演習シリーズ 7） 上羽, 牧夫 共立出版 2016 9784320035065 自然科学・数学 物理
ミュオンスピン回転法 ―謎の粒子ミュオンが拓く物質科学―（基本法則から読み解く物理学最前線 10） 門野, 良典 共立出版 2016 9784320035300 自然科学・数学 物理
光誘起構造相転移 ―光が拓く新たな物質科学―（基本法則から読み解く物理学最前線 11） 腰原, 伸也 共立出版 2016 9784320035317 自然科学・数学 物理
多電子系の超高速光誘起相転移 ―光で見る・操る・強相関電子系の世界―（基本法則から読み解く物理学最前線 12） 岩井, 伸一郎 共立出版 2016 9784320035324 自然科学・数学 物理

演習で理解する基礎物理学 ―電磁気学― 御法川, 幸雄 共立出版 2016 9784320035997 自然科学・数学 物理
物質中の電場と磁場 ―物性をより深く理解するために―（フロー式物理演習シリーズ 13） 村上, 修一 共立出版 2016 9784320035126 自然科学・数学 物理
格子QCDによるハドロン物理 ―クォークからの理解―（基本法則から読み解く物理学最前線 13） 青木, 慎也 共立出版 2017 9784320035331 自然科学・数学 物理
X線の非線形光学 ―SPring-8とSACLAで拓く未踏領域―（基本法則から読み解く物理学最前線 14） 玉作, 賢治 共立出版 2017 9784320035348 自然科学・数学 物理
中間子原子の物理 ―強い力の支配する世界―（基本法則から読み解く物理学最前線 15） 比連崎, 悟 共立出版 2017 9784320035355 自然科学・数学 物理

量子散乱理論への招待 ―フェムトの世界を見る物理― 緒方, 一介 共立出版 2017 9784320036000 自然科学・数学 物理
ARPESで探る固体の電子構造 ―高温超伝導体からトポロジカル絶縁体―（基本法則から読み解く物理学最前線 16） 高橋, 隆 共立出版 2017 9784320035362 自然科学・数学 物理

楽しみながら学ぶ電磁気学入門 山﨑, 耕造 共立出版 2017 9784320036017 自然科学・数学 物理

理工系基礎力学 ―講義と演習― 高橋, 正雄 共立出版 2017 9784320036024 自然科学・数学 物理

工学系学生のための数学物理学演習 橋爪, 秀利 共立出版 2018 9784320113305 自然科学・数学 物理
単一光子と量子もつれ光子 ―量子光学と量子光技術の基礎―（基本法則から読み解く物理学最前線 19） 枝松, 圭一 共立出版 2018 9784320035393 自然科学・数学 物理

熱の理論 ―お熱いのはお好き― 太田, 浩一 共立出版 2018 9784320036062 自然科学・数学 物理

放射線物理学 （診療放射線基礎テキストシリーズ 2） 鬼塚, 昌彦 共立出版 2019 9784320061880 自然科学・数学 物理

「現在」という謎 ―時間の空間化批判― 森田, 邦久 勁草書房 2019 9784326102778 自然科学・数学 物理

相対論とゲージ場の古典論を嚙み砕く ―ゲージ場の量子論を学ぶ準備として― 松尾, 衛 現代数学社 2019 9784768705087 自然科学・数学 物理

一般ゲージ理論と共変解析力学 中嶋　慧 現代数学社 2020 9784768705438 自然科学・数学 物理

統計力学 （講談社基礎物理学シリーズ 8） 北原, 和夫 講談社 2010 9784061572089 自然科学・数学 物理

初歩から学ぶ固体物理学 矢口 裕之 講談社 2017 9784061532946 自然科学・数学 物理

プリンシピア　自然哲学の数学的原理　第1編　物体の運動 （ブルーバックス B-2100） アイザック・ニュートン 講談社 2019 9784065163870 自然科学・数学 物理
プリンシピア　自然哲学の数学的原理　第2編　抵抗を及ぼす媒質内での物体の運動 （ブルーバックス B-2101） アイザック・ニュートン 講談社 2019 9784065166567 自然科学・数学 物理

プリンシピア　自然哲学の数学的原理　第3編　世界体系 （ブルーバックス B-2102） アイザック・ニュートン 講談社 2019 9784065166574 自然科学・数学 物理
「ファインマン物理学」を読む ―量子力学と相対性理論を中心として―（ブルーバックス B-2115） 竹内　薫 講談社 2019 9784065172391 自然科学・数学 物理
「超」入門相対性理論 ―アインシュタインは何を考えたのか―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2087） （※） 福江　純 講談社 2019 9784065149089 自然科学・数学 物理
いやでも物理が面白くなる ―「止まれ」の信号はなぜ世界共通で赤なのか?―新版　【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2091） （※） 志村　史夫 講談社 2019 9784065155141 自然科学・数学 物理
2つの粒子で世界がわかる ―量子力学から見た物質と力―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2096） （※） 森　弘之 講談社 2019 9784065160411 自然科学・数学 物理

熱の解析的理論 ジョゼフ・フーリエ 大学教育出版 2005 9784887306332 自然科学・数学 物理

フェルミオロジー ―量子振動と角度依存磁気抵抗振動― 宇治　進也 筑波大学出版会 2020 9784904074589 自然科学・数学 物理

量子の世界 ―極低温の物理―新版（UP選書 137） 中嶋, 貞雄 東京大学出版会 1975 9784130060370 自然科学・数学 物理

熱学 （基礎物理学 2） 小出, 昭一郎 東京大学出版会 1980 9784130620727 自然科学・数学 物理

物理学序論としての力学 （基礎物理学 1） 藤原, 邦男 東京大学出版会 1984 9784130620710 自然科学・数学 物理

電磁気学 （基礎物理学 3） 加藤, 正昭 東京大学出版会 1987 9784130620734 自然科学・数学 物理

流体力学の数値計算法 藤井, 孝蔵 東京大学出版会 1994 9784130628020 自然科学・数学 物理

光の物理 ―光はなぜ屈折、反射、散乱するのか― 小林, 浩一 東京大学出版会 2002 9784130626057 自然科学・数学 物理

振動と波動 吉岡, 大二郎 東京大学出版会 2005 9784130626071 自然科学・数学 物理

素粒子の物理 相原, 博昭 東京大学出版会 2006 9784130626088 自然科学・数学 物理

Dirac方程式のポテンシャル問題 手塚, 洋一 東洋大学出版会 2017 9784908590030 自然科学・数学 物理

平均場近似による核物質 手塚, 洋一 東洋大学出版会 2019 9784908590061 自然科学・数学 物理
New まるわかり!基礎物理 改訂2版（教養基礎シリーズ） （※） 時政 孝行 南山堂 2021 9784525054328 自然科学・数学 物理

相対性理論の式を導いてみよう、そして、人に話そう 小笠, 英志 ベレ出版 2011 9784860642679 自然科学・数学 物理
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一般相対性理論を一歩一歩数式で理解する 石井, 俊全 ベレ出版 2017 9784860644987 自然科学・数学 物理

二次イオン質量分析法 （表面分析技術選書） 日本表面科学会 丸善出版 1999 9784621046234 自然科学・数学 物理

ナノテクノロジーのための表面電子回折法 （表面分析技術選書） 日本表面科学会 丸善出版 2003 9784621072059 自然科学・数学 物理

表面物性工学ハンドブック 第2版 小間, 篤 丸善出版 2007 9784621078389 自然科学・数学 物理

光の百科事典 谷田貝, 豊彦 丸善出版 2011 9784621084632 自然科学・数学 物理

自然現象と物理法則のあいだ ―物理の本質は公式だけではわからない― 鹿児島, 誠一 丸善出版 2011 9784621083307 自然科学・数学 物理

超弦理論・ブレイン・M理論 （シュプリンガー現代理論物理学シリーズ 1） 太田, 信義 丸善出版 2012 9784621062302 自然科学・数学 物理

幾何学的量子力学 （シュプリンガー現代理論物理学シリーズ 2） 倉辻, 比呂志 丸善出版 2012 9784621063798 自然科学・数学 物理

格子上の場の理論 （シュプリンガー現代理論物理学シリーズ 3） 青木, 慎也 丸善出版 2012 9784621062432 自然科学・数学 物理

超伝導転移の物理 （シュプリンガー現代理論物理学シリーズ 4） 池田, 隆介 丸善出版 2012 9784621065075 自然科学・数学 物理

ヘリウェル特殊相対論 ―本質を理解するための3つの規則― Helliwell, Thomas M. 丸善出版 2014 9784621086391 自然科学・数学 物理

フーリエ解析とラプラス解析・偏微分方程式・特殊関数 （物理数学 2） 西森, 秀稔 丸善出版 2015 9784621089743 自然科学・数学 物理

低温科学便覧 = Handbook of low temperature science 北海道大学低温科学研究所 丸善出版 2015 9784621089644 自然科学・数学 物理

群と物理 佐藤, 光 丸善出版 2016 9784621300848 自然科学・数学 物理

光メタマテリアル入門 田中, 拓男 丸善出版 2016 9784621087831 自然科学・数学 物理

物理チャレンジ独習ガイド ―力学・電磁気学・現代物理学の基礎力を養う94題― 杉山, 忠男 丸善出版 2016 9784621301210 自然科学・数学 物理

トポロジカル絶縁体・超伝導体 （シュプリンガー現代理論物理学シリーズ 6） 野村, 健太郎 丸善出版 2016 9784621301036 自然科学・数学 物理

相転移・臨界現象とくりこみ群 高橋, 和孝 丸善出版 2017 9784621301562 自然科学・数学 物理

原子核物理 ―物質の究極の世界を覗く―（サイエンス・パレット 033） Close, F. E. 丸善出版 2017 9784621301654 自然科学・数学 物理

いまさらエントロピー? 新装復刊（パリティブックス） 杉本, 大一郎 丸善出版 2017 9784621301623 自然科学・数学 物理

いま、もう一つの素粒子論入門 新装復刊（パリティブックス） 益川, 敏英 丸善出版 2017 9784621301616 自然科学・数学 物理

物理の基礎的13の法則 細谷, 暁夫 丸善出版 2017 9784621301890 自然科学・数学 物理

構造物性物理とX線回折 若林, 裕助 丸善出版 2017 9784621301951 自然科学・数学 物理

歴史をかえた物理実験 新装復刊（パリティブックス） 霜田, 光一 丸善出版 2017 9784621302071 自然科学・数学 物理

いまさら量子力学? 新装復刊（パリティブックス） 町田, 茂 丸善出版 2017 9784621302200 自然科学・数学 物理

いまさら流体力学? 新装復刊（パリティブックス） 木田, 重雄 丸善出版 2017 9784621302088 自然科学・数学 物理

いまさら電磁気学? 新装復刊（パリティブックス） 青野, 修 丸善出版 2017 9784621302095 自然科学・数学 物理

深化する一般相対論 ―ブラックホール・重力波・宇宙論― 田中, 貴浩 丸善出版 2017 9784621302316 自然科学・数学 物理

量子力学 1 高木, 伸 丸善出版 2018 9784621302484 自然科学・数学 物理

量子流体力学 坪田, 誠 丸善出版 2018 9784621302477 自然科学・数学 物理

ゆらぎと相転移 = Fluctuation & phase transition 宮下, 精二 丸善出版 2018 9784621302965 自然科学・数学 物理

量子力学 2 高木, 伸 丸善出版 2018 9784621303054 自然科学・数学 物理

量子力学　Ⅲ 高木　伸 丸善出版 2018 9784621303191 自然科学・数学 物理

格子ボルツマン法入門 ―複雑境界および移動境界流れの数値計算法― （※） 稲室, 隆二 丸善出版 2020 9784621304761 自然科学・数学 物理

電磁場の発明と量子の発見 （※） 筒井, 泉 丸善出版 2020 9784621304839 自然科学・数学 物理

光物性学原論 （※） 石井, 武比古 丸善出版 2020 9784621304310 自然科学・数学 物理

素粒子の探究で宇宙がみえてくる ―波場センセイのとっておき50話― （※） 波場, 直之 丸善出版 2020 9784621305157 自然科学・数学 物理

相対論の正しい間違え方 続 （※） 木下, 篤哉 丸善出版 2020 9784621305430 自然科学・数学 物理
現代物理学における決定論と非決定論 ―因果問題についての歴史的・体系的研究―改訳新版 エルンスト・カッシーラー みすず書房 2019 9784622087366 自然科学・数学 物理

基礎から学ぶ力学 小野, 昱郎 森北出版 2019 9784627160811 自然科学・数学 物理

リンの事典 大竹, 久夫 朝倉書店 2017 9784254141047 自然科学・数学 化学

はじめての基礎化学実験 （※） 山崎　友紀 オーム社 2018 9784274222757 自然科学・数学 化学

化学史への招待 （※） 化学史学会 オーム社 2019 9784274222511 自然科学・数学 化学

化学のためのPythonによるデータ解析・機械学習入門 （※） 金子　弘昌 オーム社 2019 9784274224416 自然科学・数学 化学

人名反応に学ぶ有機合成戦略 ラズロー・カーティ 化学同人 2006 9784759810684 自然科学・数学 化学
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物理化学 （化学はじめの一歩シリーズ 2） 真船, 文隆 化学同人 2016 9784759816327 自然科学・数学 化学

実験を安全に行うために 第8版 化学同人編集部 化学同人 2017 9784759818338 自然科学・数学 化学

実験を安全に行うために 続: 基本操作・基本測定編 第4版 化学同人編集部 化学同人 2017 9784759818345 自然科学・数学 化学

一般化学 （化学の基本シリーズ 1） 河野, 淳也 化学同人 2017 9784759818468 自然科学・数学 化学

有機化学 （化学の基本シリーズ 2） 久保, 拓也 化学同人 2017 9784759818451 自然科学・数学 化学

化学史事典 化学史学会 化学同人 2017 9784759818390 自然科学・数学 化学

薬学のための基礎化学 石川, さと子 化学同人 2018 9784759818109 自然科学・数学 化学

失敗しない液クロ分析 ―試料前処理と溶離液作成のコツ― 松下, 至 化学同人 2018 9784759819755 自然科学・数学 化学

困ったときの有機化学 上 第2版 D.R. クライン 化学同人 2018 9784759819458 自然科学・数学 化学

フロンティア軌道論で理解する有機化学 稲垣, 都士 化学同人 2018 9784759819861 自然科学・数学 化学

最新有機合成法 ―設計と戦略―第2版 G.S.Zweifel 化学同人 2018 9784759819618 自然科学・数学 化学

物理化学 （化学の基本シリーズ 3） 安藤, 耕司 化学同人 2019 9784759818475 自然科学・数学 化学

電気化学インピーダンス ―数式と計算で理解する基礎理論― 城間, 純 化学同人 2019 9784759819915 自然科学・数学 化学

演習で学ぶ無機化学基礎の基礎 M.Almond 化学同人 2019 9784759819809 自然科学・数学 化学

困ったときの有機化学 下 第2版 D.R.クライン 化学同人 2019 9784759819465 自然科学・数学 化学

有機化学1000本ノック 命名法編 矢野, 将文 化学同人 2019 9784759819939 自然科学・数学 化学

有機化学1000本ノック 立体化学編 矢野, 将文 化学同人 2019 9784759819946 自然科学・数学 化学
プラズモンと光圧が導くナノ物質科学 ―ナノ空間に閉じ込めた光で物質を制御する―（CSJ Current Review 32） 日本化学会 化学同人 2019 9784759813920 自然科学・数学 化学
超分子ポリマー ―超分子・自己組織化の基礎から先端材料への応用まで―（CSJ Current Review 33） 日本化学会 化学同人 2019 9784759813937 自然科学・数学 化学

食と栄養を学ぶための化学 有井　康博 化学同人 2020 9784759820201 自然科学・数学 化学

無機化合物の構造を決める ―X線回折の原理を理解する―（化学の要点シリーズ 15） 井本, 英夫 共立出版 2016 9784320044203 自然科学・数学 化学
界面現象と曲線の微積分 （シリーズ・現象を解明する数学 = Introduction to interdisciplinary mathematics: phenomena, modeling and analysis） 矢崎, 成俊 共立出版 2016 9784320110052 自然科学・数学 化学

資源天然物化学 改訂版 秋久, 俊博 共立出版 2017 9784320044524 自然科学・数学 化学

化学概論 ―物質の誕生から未来まで― 岩岡, 道夫 共立出版 2018 9784320044920 自然科学・数学 化学

基礎高分子科学 改訂版 澤口, 孝志 共立出版 2018 9784320044937 自然科学・数学 化学

基礎化学実験 第2版増補 京都大学大学院人間・環境学研究科化学部会 共立出版 2019 9784320044944 自然科学・数学 化学

なっとくする量子化学 中田, 宗隆 講談社 2001 9784061545304 自然科学・数学 化学

X線分光法 （分光法シリーズ 5） 辻 幸一 講談社 2018 9784065130384 自然科学・数学 化学
はじめての量子化学 ―量子力学が解き明かす化学の仕組み―（ブルーバックス B-2090） 平山　令明 講談社 2019 9784065152133 自然科学・数学 化学
すごい分子 ―世界は六角形でできている―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2080） （※） 佐藤　健太郎 講談社 2019 9784065142141 自然科学・数学 化学

化学系学生にわかりやすい電気化学 （※） 井手本, 康 コロナ社 2019 9784339066494 自然科学・数学 化学

近赤外分光法入門 岩元睦夫 幸書房 1994 9784782101278 自然科学・数学 化学

大学生のための化学の教科書 改訂 松本　一嗣 幸書房 2019 9784782104354 自然科学・数学 化学

希土類の機能と応用 = An overview of functions and applications of rare earths 足立, 吟也 シーエムシー出版 2006 9784882315438 自然科学・数学 化学

量子化学 ―分子軌道法の理解のために―（化学の指針シリーズ） 中嶋, 隆人 裳華房 2009 9784785332259 自然科学・数学 化学

生命科学のための基礎化学 原田, 義也 東京大学出版会 2014 9784130625081 自然科学・数学 化学

X線光電子分光法 （表面分析技術選書） 日本表面科学会 丸善出版 1998 9784621081556 自然科学・数学 化学

オージェ電子分光法 （表面分析技術選書） 日本表面科学会 丸善出版 2001 9784621048412 自然科学・数学 化学

化学・薬学のためのX線解析入門 第2版 平山, 令明 丸善出版 2006 9784621077627 自然科学・数学 化学

窒素酸化物の事典 鈴木, 仁美 丸善出版 2008 9784621080481 自然科学・数学 化学

物理化学 （化学マスター講座） 田中, 一義 丸善出版 2010 9784621083024 自然科学・数学 化学

高分子化学 （化学マスター講座 合成編） 中條, 善樹 丸善出版 2010 9784621082591 自然科学・数学 化学

有機化学 （化学マスター講座） 大嶌, 幸一郎 丸善出版 2010 9784621082959 自然科学・数学 化学

「有機反応機構」ワークブック ―巻矢印で有機反応を学ぶ!― 奥山, 格 丸善出版 2016 9784621301074 自然科学・数学 化学

有機反応機構 ―有機反応を深く理解するために― 奥山, 格 丸善出版 2017 9784621302132 自然科学・数学 化学
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演習誰でもできる化学濃度計算 ―実験実習の基礎― 立屋敷, 哲 丸善出版 2018 9784621303122 自然科学・数学 化学

光電子分光詳論 ―基礎から学ぶ原子配列・電子構造イメージング― （※） 松井, 文彦 丸善出版 2020 9784621305379 自然科学・数学 化学
New Pythonで気軽に化学・化学工学 化学工学会 丸善出版 2021 9784621306154 自然科学・数学 化学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

相対論と宇宙の事典 安東, 正樹 朝倉書店 2020 9784254131284 自然科学・数学 天文学

時空のさざなみ ―重力波天文学の夜明け― ホヴァート・シリング 化学同人 2017 9784759819595 自然科学・数学 天文学

宇宙生命科学入門 ―生命の大冒険― 石岡, 憲昭 共立出版 2017 9784320047327 自然科学・数学 天文学

重力波物理の最前線 （基本法則から読み解く物理学最前線 17） 川村, 静児 共立出版 2018 9784320035379 自然科学・数学 天文学

現代物理学が描く宇宙論 真貝, 寿明 共立出版 2018 9784320036055 自然科学・数学 天文学

銀河の中心に潜むもの ―ブラックホールと重力波の謎にいどむ― 岡, 朋治 慶應義塾大学出版会 2018 9784766424928 自然科学・数学 天文学
不自然な宇宙 ―宇宙はひとつだけなのか?―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2084） （※） 須藤　靖 講談社 2019 9784065144657 自然科学・数学 天文学

地図の進化論 ―地理空間情報と人間の未来―【スマホ・読上】 若林, 芳樹 創元社 2018 9784422400372 自然科学・数学 天文学

星の物理 第2版（UP選書 135） 北村, 正利 東京大学出版会 1982 9784130060356 自然科学・数学 天文学
New ものの大きさ ―自然の階層・宇宙の階層―第2版 須藤, 靖 東京大学出版会 2021 9784130636094 自然科学・数学 天文学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

アンドロメダ銀河のうずまき ―銀河の形にみる宇宙の進化― 谷口, 義明 丸善出版 2019 9784621304075 自然科学・数学 天文学

ついに見えたブラックホール ―地球サイズの望遠鏡がつかんだ謎― （※） 谷口, 義明 丸善出版 2020 9784621305188 自然科学・数学 天文学

日本史を学ぶための「古代の暦」入門 細井, 浩志 吉川弘文館 2014 9784642082556 自然科学・数学 天文学

自然地理学事典 小池, 一之 朝倉書店 2017 9784254163537 自然科学・数学 地球科学
New 地球が燃えている ―気候崩壊から人類を救うグリーン・ニューディールの提言―【スマホ・読上付】 ナオミ・クライン 大月書店 2020 9784272330997 自然科学・数学 地球科学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

宇宙災害 ―太陽と共に生きるということ―（DOJIN選書 72） 片岡, 龍峰 化学同人 2016 9784759816723 自然科学・数学 地球科学

フィールドジオロジー入門 （フィールドジオロジー 1） 天野, 一男 共立出版 2004 9784320046818 自然科学・数学 地球科学

堆積物と堆積岩 （フィールドジオロジー 3） 保柳, 康一 共立出版 2004 9784320046832 自然科学・数学 地球科学

変成・変形作用 （フィールドジオロジー 7） 中島, 隆 共立出版 2004 9784320046870 自然科学・数学 地球科学

付加体地質学 （フィールドジオロジー 5） 小川, 勇二郎 共立出版 2005 9784320046856 自然科学・数学 地球科学

層序と年代 （フィールドジオロジー 2） 長谷川, 四郎 共立出版 2006 9784320046825 自然科学・数学 地球科学

シーケンス層序と水中火山岩類 （フィールドジオロジー 4） 保柳, 康一 共立出版 2006 9784320046849 自然科学・数学 地球科学

構造地質学 （フィールドジオロジー 6） 天野, 一男 共立出版 2009 9784320046863 自然科学・数学 地球科学

火成作用 （フィールドジオロジー 8） 高橋, 正樹 共立出版 2012 9784320046887 自然科学・数学 地球科学

第四紀 （フィールドジオロジー 9） 遠藤, 邦彦 共立出版 2012 9784320046894 自然科学・数学 地球科学

海洋底科学の基礎 日本地質学会「海洋底科学の基礎」編集委員会 共立出版 2016 9784320047297 自然科学・数学 地球科学

海洋の物理学 （現代地球科学入門シリーズ 4） 花輪, 公雄 共立出版 2017 9784320047129 自然科学・数学 地球科学

火山学 （現代地球科学入門シリーズ 7） 吉田, 武義 共立出版 2017 9784320047150 自然科学・数学 地球科学

地球大気の科学 （現代地球科学入門シリーズ 3） 田中, 博 共立出版 2017 9784320047112 自然科学・数学 地球科学

天気のしくみ ―雲のでき方からオーロラの正体まで― 森田, 正光 共立出版 2017 9784320047310 自然科学・数学 地球科学

陸水環境化学 = Limnological chemistry 藤永, 薫 共立出版 2017 9784320047334 自然科学・数学 地球科学

地球内部の物質科学 （現代地球科学入門シリーズ 13） 大谷, 栄治 共立出版 2018 9784320047211 自然科学・数学 地球科学

地球・環境・資源 ―地球と人類の共生をめざして―第2版 高木, 秀雄 共立出版 2019 9784320047341 自然科学・数学 地球科学

はじめて学ぶ大学教養地学 杉本 憲彦 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426625 自然科学・数学 地球科学
ジオコスモスの変容 ―デカルトからライプニッツまでの地球論―（Bibliotheca hermetica叢書） 山田, 俊弘 勁草書房 2017 9784326148295 自然科学・数学 地球科学

気候正義 ―地球温暖化に立ち向かう規範理論― 宇佐美, 誠 勁草書房 2019 9784326102723 自然科学・数学 地球科学
富士山噴火と南海トラフ ―海が揺さぶる陸のマグマ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2094） （※） 鎌田　浩毅 講談社 2019 9784065160435 自然科学・数学 地球科学
深海-極限の世界 ―生命と地球の謎に迫る―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2095） （※） 藤倉　克則 講談社 2019 9784065160428 自然科学・数学 地球科学

地すべり山くずれの実際 ―地形地質から土砂災害まで― 高谷, 精二 鹿島出版会 2017 9784306024892 自然科学・数学 地球科学

街歩き・里歩きの名水・湧水散歩 南, 正時 自由国民社 2013 9784426116668 自然科学・数学 地球科学

地球はいつ生まれたか ―地球年代学入門―（UP選書 126） 小嶋, 稔 東京大学出版会 1973 9784130060264 自然科学・数学 地球科学

海を守る ―地球環境と人間の未来―（UP選書 134） 宇田, 道隆 東京大学出版会 1974 9784130060349 自然科学・数学 地球科学
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地球人の環境 （UP選書 179） 湊, 秀雄 東京大学出版会 1977 9784130060790 自然科学・数学 地球科学

噴火と大地震 （UP選書 190） 木村, 政昭 東京大学出版会 1978 9784130060905 自然科学・数学 地球科学

地震学百年 （UP選書 225） 萩原, 尊禮 東京大学出版会 1982 9784130020251 自然科学・数学 地球科学

地震 ―発生・災害・予知―第2版（UP選書 109） 浅田, 敏 東京大学出版会 1984 9784130060097 自然科学・数学 地球科学

地球温暖化問題に答える （UP選書 272） 小宮山, 宏 東京大学出版会 1995 9784130020725 自然科学・数学 地球科学

風と人びと （UP選書 277） 吉野, 正敏 東京大学出版会 1999 9784130020770 自然科学・数学 地球科学

総観気象学入門 = An introduction to synoptic-dynamic meteorology 小倉, 義光 東京大学出版会 2000 9784130607322 自然科学・数学 地球科学

安山岩と大陸の起源 ―ローカルからグローバルへ― 巽, 好幸 東京大学出版会 2003 9784130607469 自然科学・数学 地球科学

地球生物学 ―地球と生命の進化― 池谷, 仙之 東京大学出版会 2004 9784130627115 自然科学・数学 地球科学

海底マンガン鉱床の地球科学 臼井, 朗 東京大学出版会 2015 9784130627221 自然科学・数学 地球科学

海洋地震学 = Marine seismology 末広, 潔 東京大学出版会 2017 9784130607629 自然科学・数学 地球科学

マグマの発泡と結晶化 ―火山噴火過程の基礎― 寅丸, 敦志 東京大学出版会 2019 9784130667128 自然科学・数学 地球科学

日本気象行政史の研究 ―天気予報における官僚制と社会― 若林, 悠 東京大学出版会 2019 9784130362726 自然科学・数学 地球科学

地球・惑星・生命 日本地球惑星科学連合 東京大学出版会 2020 9784130637152 自然科学・数学 地球科学
New 日本の海洋保全政策 ―開発・利用との調和をめざして― 牧野, 光琢 東京大学出版会 2020 9784130623209 自然科学・数学 地球科学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 歴史のなかの地震・噴火 ―過去がしめす未来― 加納, 靖之 東京大学出版会 2021 9784130637169 自然科学・数学 地球科学

絶滅した哺乳類たち 冨田, 幸光 丸善出版 2002 9784621070765 自然科学・数学 地球科学

有機化合物結晶作製ハンドブック ―原理とノウハウ― 平山, 令明 丸善出版 2008 9784621079911 自然科学・数学 地球科学

「地球温暖化」神話 ―終わりの始まり― 渡辺, 正 丸善出版 2012 9784621085172 自然科学・数学 地球科学

温泉の百科事典 阿岸, 祐幸 丸善出版 2012 9784621085066 自然科学・数学 地球科学

47都道府県・温泉百科 山村, 順次 丸善出版 2015 9784621089965 自然科学・数学 地球科学

ミュオグラフィ = Muography ―ピラミッドの謎を解く21世紀の鍵― 田中, 宏幸 丸善出版 2017 9784621301944 自然科学・数学 地球科学

「地球温暖化」狂騒曲 ―社会を壊す空騒ぎ― 渡辺, 正 丸善出版 2018 9784621303047 自然科学・数学 地球科学

気象学と気象予報の発達史 堤, 之智 丸善出版 2018 9784621303351 自然科学・数学 地球科学

地震 ―どのように起きるのか―（サイエンス・パレット 036） 纐纈, 一起 丸善出版 2020 9784621305096 自然科学・数学 地球科学
New 気候変動への「適応」を考える ―不確実な未来への備え― 肱岡, 靖明 丸善出版 2021 9784621305980 自然科学・数学 地球科学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 天気予報活用ハンドブック ―四季から読み解く気象災害― オフィス気象キャスター 丸善出版 2021 9784621305997 自然科学・数学 地球科学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

恐竜の世界史 ―負け犬が覇者となり、絶滅するまで― スティーブ・ブルサッテ みすず書房 2019 9784622088240 自然科学・数学 地球科学

大地震 ―古記録に学ぶ―（読みなおす日本史） 宇佐美, 龍夫 吉川弘文館 2014 9784642065801 自然科学・数学 地球科学

富士山噴火の考古学 ―火山と人類の共生史― 富士山考古学研究会 吉川弘文館 2020 9784642093576 自然科学・数学 地球科学
三陸にジオパークを ―未来のいのちを守るために―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 13） 高木, 秀雄 早稲田大学出版部 2012 9784657123039 自然科学・数学 地球科学

森林の歴史と未来 （人と生態系のダイナミクス 2） 鈴木, 牧 朝倉書店 2019 9784254185423 自然科学・数学 生物
New 都市生態系の歴史と未来 （人と生態系のダイナミクス 3） （※） 飯田, 晶子 朝倉書店 2020 9784254185430 自然科学・数学 生物

Pythonによるバイオデータ解析入門 （※） 山内　長承 オーム社 2019 9784274224232 自然科学・数学 生物

はじめての生化学 ―生活のなぜ?を知るための基礎知識―第2版 平澤, 栄次 化学同人 2014 9784759815894 自然科学・数学 生物

共生微生物 ―生物と密接に関わるミクロな生命体―（Dojin bioscience series 27） 大野, 博司 化学同人 2016 9784759817287 自然科学・数学 生物

ライフサイエンスのための化学 安藤, 祥司 化学同人 2017 9784759818277 自然科学・数学 生物

星屑から生まれた世界 ―進化と元素をめぐる生命38億年史― ベンジャミン・マクファーランド 化学同人 2017 9784759819519 自然科学・数学 生物

バイオサイエンスのための数学超入門講座 Ela Bryson 化学同人 2018 9784759819649 自然科学・数学 生物

マッキー生化学 ―分子から解き明かす生命―第6版 Trudy McKee 化学同人 2018 9784759819434 自然科学・数学 生物
医療応用をめざすゲノム編集 ―最新動向から技術・倫理的課題まで―（Dojin bioscience series 29） 真下, 知士 化学同人 2018 9784759817294 自然科学・数学 生物

バイオ実験を安全に行うために 化学同人編集部 化学同人 2018 9784759819212 自然科学・数学 生物

生命の歴史は繰り返すのか? ―進化の偶然と必然のナゾに実験で挑む― ジョナサン・B・ロソス 化学同人 2019 9784759820072 自然科学・数学 生物

細胞死 ―その分子機構,生理機能,病態制御―（Dojin bioscience series 33） 三浦, 正幸 化学同人 2019 9784759817317 自然科学・数学 生物
400年生きるサメ、4万年生きる植物 ―生物の寿命はどのように決まるのか―（DOJIN選書 85） 大島, 靖美 化学同人 2020 9784759816853 自然科学・数学 生物
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分子生物学実験の基礎 （細胞工学 . 別冊 . 目で見る実験ノートシリーズ . バイオ実験イラストレイテッド 1） 中山, 広樹 学研メディカル秀潤社 1995 9784879621481 自然科学・数学 生物
遺伝子解析の基礎 （細胞工学 . 別冊 . 目で見る実験ノートシリーズ . バイオ実験イラストレイテッド 2） 中山, 広樹 学研メディカル秀潤社 1995 9784879621498 自然科学・数学 生物
すくすく育て細胞培養 （細胞工学 . 別冊 . 目で見る実験ノートシリーズ . バイオ実験イラストレイテッド 6） 渡邊, 利雄 学研メディカル秀潤社 1996 9784879621627 自然科学・数学 生物
苦労なしのクローニング （細胞工学 . 別冊 . 目で見る実験ノートシリーズ . バイオ実験イラストレイテッド 4） 真壁, 和裕 学研メディカル秀潤社 1997 9784879621726 自然科学・数学 生物
タンパクなんてこわくない （細胞工学 . 別冊 . 目で見る実験ノートシリーズ . バイオ実験イラストレイテッド 5） 西方, 敬人 学研メディカル秀潤社 1997 9784879621665 自然科学・数学 生物
本当にふえるPCR  新版（細胞工学 . 別冊 . 目で見る実験ノートシリーズ . バイオ実験イラストレイテッド 3） 中山, 広樹 学研メディカル秀潤社 1998 9784879621825 自然科学・数学 生物
使おう酵母できるtwo hybrid （細胞工学 . 別冊 . 目で見る実験ノートシリーズ . バイオ実験イラストレイテッド 7） 水野, 貴之 学研メディカル秀潤社 2003 9784879622655 自然科学・数学 生物

微生物の生態学 （シリーズ現代の生態学 11） 日本生態学会 共立出版 2011 9784320057395 自然科学・数学 生物

エコゲノミクス ―遺伝子からみた適応―（シリーズ現代の生態学 7） 日本生態学会 共立出版 2012 9784320057401 自然科学・数学 生物

地球環境変動の生態学 （シリーズ現代の生態学 2） 日本生態学会 共立出版 2014 9784320057418 自然科学・数学 生物

生態学と社会科学の接点 （シリーズ現代の生態学 4） 日本生態学会 共立出版 2014 9784320057425 自然科学・数学 生物

集団生物学 （シリーズ現代の生態学 1） 日本生態学会 共立出版 2015 9784320057449 自然科学・数学 生物

人間活動と生態系 （シリーズ現代の生態学 3） 日本生態学会 共立出版 2015 9784320057432 自然科学・数学 生物

ゲノムデータ解析 （統計学one point 1） 冨田, 誠 共立出版 2016 9784320112520 自然科学・数学 生物

数理モデル解析の初歩 （数理生物学講義 基礎編） 瀬野, 裕美 共立出版 2016 9784320057814 自然科学・数学 生物

動物-植物相互作用調査法 （生態学フィールド調査法シリーズ 8） 内海, 俊介 共立出版 2017 9784320057562 自然科学・数学 生物

数理モデル解析の講究 （数理生物学講義 展開編） 齋藤, 保久 共立出版 2017 9784320057821 自然科学・数学 生物

アーキア生物学 石野, 良純 共立出版 2017 9784320057852 自然科学・数学 生物

大学生のための生態学入門 西村, 尚之 共立出版 2017 9784320057869 自然科学・数学 生物

生物多様性の多様性 （共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 23） 森, 章 共立出版 2018 9784320009226 自然科学・数学 生物
生物をシステムとして理解する ―細胞とラジオは同じ!?―（共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 27） 久保田, 浩行 共立出版 2018 9784320009271 自然科学・数学 生物

現代生命科学入門 小比賀, 正敬 慶應義塾大学出版会 2001 9784766408645 自然科学・数学 生物

遺伝学辞典 Robert C. King 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425253 自然科学・数学 生物

系統体系学の世界 ―生物学の哲学とたどった道のり―（けいそうブックス） 三中, 信宏 勁草書房 2018 9784326154517 自然科学・数学 生物

よくわかるバイオインフォマティクス入門 藤, 博幸 講談社 2018 9784065138212 自然科学・数学 生物
王家の遺伝子 ―DNAが解き明かした世界史の謎―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2099） （※） 石浦　章一 講談社 2019 9784065166147 自然科学・数学 生物
進化のからくり ―現代のダーウィンたちの物語―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2125） （※） 千葉 聡 講談社 2020 9784065187210 自然科学・数学 生物
生命はデジタルでできている ―情報から見た新しい生命像―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2136） （※） 田口 善弘 講談社 2020 9784065195970 自然科学・数学 生物

酵素サイエンス （バイオテクノロジーシリーズ 1） 相阪, 和夫 幸書房 1999 9784782101681 自然科学・数学 生物

生体触媒化学 （バイオテクノロジーシリーズ 3） 松本　一嗣 幸書房 2003 9784782102336 自然科学・数学 生物

文科系のための遺伝子入門 ―よくわかる遺伝リテラシー― 土屋　廣幸 新曜社 2018 9784788515956 自然科学・数学 生物

生物多様性をめぐる国際関係 毛利, 勝彦 大学教育出版 2011 9784864290715 自然科学・数学 生物

人類生態学ノート （UP選書 59） 勝沼, 晴雄 東京大学出版会 1970 9784130050593 自然科学・数学 生物

生物のかたち （UP選書 121） ダーシー・トムソン 東京大学出版会 1973 9784130060219 自然科学・数学 生物

生命科学ノート （UP選書 128） 松尾, 孝嶺 東京大学出版会 1974 9784130060288 自然科学・数学 生物

群集生態学 宮下, 直 東京大学出版会 2003 9784130622110 自然科学・数学 生物

有機化学の基礎 （生命科学のための有機化学 1） 原田, 義也 東京大学出版会 2004 9784130625029 自然科学・数学 生物

生化学の基礎 （生命科学のための有機化学 2） 原田, 義也 東京大学出版会 2004 9784130625036 自然科学・数学 生物

生存時間解析 応用編 ―SASによる生物統計― 大橋, 靖雄 東京大学出版会 2016 9784130623179 自然科学・数学 生物
New 人間の本質にせまる科学 ―自然人類学の挑戦― 井原, 泰雄 東京大学出版会 2021 9784130622288 自然科学・数学 生物

脊椎動物 A （現代生物学大系 第3巻） 岡田, 弥一郎 中山書店 1965 9784521120140 自然科学・数学 生物

下等植物 A （現代生物学大系 第5巻） 堀川, 芳雄 中山書店 1966 9784521120430 自然科学・数学 生物

細胞・遺伝 （現代生物学大系 第13巻） 小野, 記彦 中山書店 1966 9784521120263 自然科学・数学 生物

生命の起源・進化 （現代生物学大系 第14巻） 八杉, 竜一 中山書店 1966 9784521120355 自然科学・数学 生物

下等植物 B （現代生物学大系 第6巻） 堀川, 芳雄 中山書店 1967 9784521120652 自然科学・数学 生物
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動物の生理・生化学 （現代生物学大系 第9巻） 沼野井, 春雄 中山書店 1967 9784521120560 自然科学・数学 生物

植物の生理・生化学 （現代生物学大系 第10巻） 相見, 霊三 中山書店 1968 9784521120744 自然科学・数学 生物

無脊椎動物 A （現代生物学大系 第1巻） 馬渡, 静夫 中山書店 1970 9784521120874 自然科学・数学 生物

微生物 （現代生物学大系 第8巻） 飯塚, 広 中山書店 1972 9784521120959 自然科学・数学 生物

無脊椎動物 B （現代生物学大系 第2巻） 馬渡, 静夫 中山書店 1973 9784521121062 自然科学・数学 生物

ほ乳類・動物からヒトへ ―脊椎動物 ; B―（現代生物学大系 第4巻） 杉, 靖三郎 中山書店 1976 9784521120157 自然科学・数学 生物

発生・分化 A （現代生物学大系 第11巻） 金谷, 晴夫 中山書店 1980 9784521121222 自然科学・数学 生物

発生・分化 B （現代生物学大系 第11巻） 金谷, 晴夫 中山書店 1980 9784521121338 自然科学・数学 生物

高等植物 A1 （現代生物学大系 第7巻） 山崎, 敬 中山書店 1981 9784521121611 自然科学・数学 生物

高等植物 B （現代生物学大系 第7巻） 山崎, 敬 中山書店 1981 9784521121420 自然科学・数学 生物

高等植物 C （現代生物学大系 第7巻） 山崎, 敬 中山書店 1982 9784521121529 自然科学・数学 生物

高等植物 A2 （現代生物学大系 第7巻） 山崎, 敬 中山書店 1984 9784521121758 自然科学・数学 生物

生態 A （現代生物学大系 第12巻） 鈴木, 秀夫 中山書店 1985 9784521121833 自然科学・数学 生物

生態 B （現代生物学大系 第12巻） 鈴木, 秀夫 中山書店 1985 9784521121925 自然科学・数学 生物

現代生物学大系 別巻 補遺 相見, 霊三 中山書店 1986 9784521122014 自然科学・数学 生物

種間関係の生物学 ―共生・寄生・捕食の新しい姿―（種生物学研究 第35号） 種生物学会 文一総合出版 2012 9784829962008 自然科学・数学 生物

系統地理学 ―DNAで解き明かす生きものの自然史―（種生物学研究 第36号） 種生物学会 文一総合出版 2013 9784829962039 自然科学・数学 生物

環境とエピゲノム ―からだは環境によって変わるのか?― 中尾, 光善 丸善出版 2018 9784621302729 自然科学・数学 生物

ウイルスの意味論 ―生命の定義を超えた存在― 山内, 一也 みすず書房 2018 9784622087533 自然科学・数学 生物

これからの微生物学 ―マイクロバイオータからCRISPRへ― パスカル・コサール みすず書房 2019 9784622087670 自然科学・数学 生物

アリストテレス生物学の創造 上 アルマン・マリー・ルロワ みすず書房 2019 9784622088349 自然科学・数学 生物

アリストテレス生物学の創造 下 アルマン・マリー・ルロワ みすず書房 2019 9784622088356 自然科学・数学 生物
教科書だけじゃ足りない絶対必要な生物学的背景から最新の分子生物学まで楽しく学べる名物講義 （分子生物学講義中継 Part1） 井出, 利憲 羊土社 2002 9784897062808 自然科学・数学 生物

バイオ実験トラブル解決超基本Q&A 大藤, 道衛 羊土社 2002 9784897062761 自然科学・数学 生物

細胞の増殖とシグナル伝達の細胞生物学を学ぼう （分子生物学講義中継 Part2） 井出, 利憲 羊土社 2003 9784897068763 自然科学・数学 生物
発生・分化や再生のしくみと癌，老化を個体レベルで理解しよう （分子生物学講義中継 Part3） 井出, 利憲 羊土社 2004 9784897068770 自然科学・数学 生物
バイオ試薬調製ポケットマニュアル ―欲しい溶液・試薬がすぐつくれるデータと基本操作― 田村, 隆明 羊土社 2004 9784897068756 自然科学・数学 生物
細胞生物学と生化学の基礎から生物が成り立つしくみを知ろう （分子生物学講義中継 Part0 上巻） 井出, 利憲 羊土社 2005 9784897064918 自然科学・数学 生物
代謝と遺伝学の基礎を知り，生命を維持するしくみを学ぼう （分子生物学講義中継 Part0 下巻） 井出, 利憲 羊土社 2006 9784897064932 自然科学・数学 生物
最適な実験を行うためのバイオ実験の原理 ―分子生物学的・化学的・物理的原理にもとづいたバイオ実験の実践的な考え方― 大藤, 道衛 羊土社 2006 9784758108034 自然科学・数学 生物
バイオ実験法&必須データポケットマニュアル ―ラボですぐに使える基本操作といつでも役立つ重要データ― 田村, 隆明 羊土社 2006 9784758108027 自然科学・数学 生物

最新生命科学キーワードブック ―よくわかるキーワード辞典― 野島, 博 羊土社 2007 9784758107143 自然科学・数学 生物

バイオ実験の知恵袋 ―効率アップとピンチ脱出のワザ350+― 小笠原, 道生 羊土社 2007 9784758107105 自然科学・数学 生物

バイオ実験誰もがつまずく失敗&ナットク解決法 大藤, 道衛 羊土社 2008 9784758107273 自然科学・数学 生物
ライフサイエンス試薬活用ハンドブック ―特性,使用条件,生理機能などの重要データがわかる― 田村, 隆明 羊土社 2009 9784758107334 自然科学・数学 生物

生物の多様性と進化の驚異 （分子生物学講義中継  番外編） 井出, 利憲 羊土社 2010 9784758120142 自然科学・数学 生物

バイオ実験超基本Q&A ―意外に知らない、いまさら聞けない― 改訂版 大藤, 道衛 羊土社 2010 9784758120159 自然科学・数学 生物
New 現代生命科学 第3版 東京大学生命科学教科書編集委員会 羊土社 2020 9784758121033 自然科学・数学 生物

微生物学辞典 日本微生物学協会 技報堂出版 1989 9784765500203 自然科学・数学 生物

自然と人を尊重する自然史のすすめ ―北東北に分布する群落からのチャレンジ― 越前谷, 康 海青社 2018 9784860993412 自然科学・数学 生物

原色牧野植物大圖鑑 合弁花・離弁花編  改訂版 牧野, 富太郎 北隆館 1996 9784832604001 自然科学・数学 生物

原色牧野植物大圖鑑 離弁花・単子葉植物編  新版 牧野, 富太郎 北隆館 1997 9784832604018 自然科学・数学 生物
キノコとカビの生態学 ―枯れ木の中は戦国時代―（共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 19） 深澤, 遊 共立出版 2017 9784320009196 自然科学・数学 生物

基礎から学べる菌類生態学 大園, 享司 共立出版 2018 9784320057876 自然科学・数学 生物

動く植物 ―その謎解き― 山村, 庄亮 大学教育出版 2002 9784887304888 自然科学・数学 生物
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最新植物生理化学 長谷川, 宏司 大学教育出版 2011 9784864290333 自然科学・数学 生物

植物と文明 （UP選書 142） ハーバート G.ベイカー 東京大学出版会 1975 9784130060424 自然科学・数学 生物

変わる植物学広がる植物学 ―モデル植物の誕生― 塚谷, 裕一 東京大学出版会 2006 9784130633277 自然科学・数学 生物
ゲノムが拓く生態学 ―遺伝子の網羅的解析で迫る植物の生きざま―（種生物学研究 第34号） 種生物学会 文一総合出版 2011 9784829910870 自然科学・数学 生物

みどりの香り ―植物の偉大なる知恵― 畑中, 顯和 丸善出版 2005 9784621076484 自然科学・数学 生物

きのこのなぐさめ 龍, 麗雲 みすず書房 2019 9784622088097 自然科学・数学 生物

ダニのはなし ―人間との関わり― 島野, 智之 朝倉書店 2016 9784254640434 自然科学・数学 生物

海について、あるいは巨大サメを追った一年 ―ニシオンデンザメに魅せられて― モルテン・ストロークスネス 化学同人 2018 9784759819717 自然科学・数学 生物

イヌは何を考えているか ―脳科学が明らかにする動物の気持ち― グレゴリー・バーンズ 化学同人 2020 9784759820386 自然科学・数学 生物

行動生態学 （シリーズ現代の生態学 5） 日本生態学会 共立出版 2012 9784320057388 自然科学・数学 生物

淡水生態学のフロンティア （シリーズ現代の生態学 9） 日本生態学会 共立出版 2012 9784320057371 自然科学・数学 生物

デイビス・クレブス・ウェスト行動生態学 原著第4版 Nicholas B.Davies 共立出版 2015 9784320057333 自然科学・数学 生物

海鳥のモニタリング調査法 （生態学フィールド調査法シリーズ 7） 綿貫, 豊 共立出版 2016 9784320057555 自然科学・数学 生物
昆虫の行動の仕組み ―小さな脳による制御とロボットへの応用―（共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 13） 山脇, 兆史 共立出版 2017 9784320009134 自然科学・数学 生物
まちぶせるクモ ―網上の10秒間の攻防―（共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 14） 中田, 兼介 共立出版 2017 9784320009141 自然科学・数学 生物

大型陸上哺乳類の調査法 （生態学フィールド調査法シリーズ 9） 小池, 伸介 共立出版 2017 9784320057579 自然科学・数学 生物
カメムシの母が子に伝える共生細菌 ―必須相利共生の多様性と進化―（共立スマートセレクション 21） 細川, 貴弘 共立出版 2017 9784320009219 自然科学・数学 生物
溺れる魚、空飛ぶ魚、消えゆく魚 ―モンスーンアジア淡水魚探訪―（共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 24） 鹿野, 雄一 共立出版 2018 9784320009240 自然科学・数学 生物

チョウの生態「学」始末 （共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 25） 渡辺, 守 共立出版 2018 9784320009257 自然科学・数学 生物

社会の起源 ―動物における群れの意味―（ブレインサイエンス・レクチャー 6） 菊水, 健史 共立出版 2019 9784320057968 自然科学・数学 生物

ノーベル賞に二度も輝いた不思議な生物 ―テトラヒメナの魅力― 沼田, 治 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425383 自然科学・数学 生物

ギャバガイ! ―「動物のことば」の先にあるもの― デイヴィッド・プレマック 勁草書房 2017 9784326299249 自然科学・数学 生物

意識の神秘を暴く ―脳と心の生命史― トッド・E.ファインバーグ 勁草書房 2020 9784326154647 自然科学・数学 生物

メダカ学全書 新版 岩松, 鷹司 大学教育出版 2006 9784887306738 自然科学・数学 生物

街の水路は大自然 ―1.8kmの川で出会った野生動物たち― 野上, 宏 築地書館 2019 9784806715863 自然科学・数学 生物

アニマルウェルフェア ―動物の幸せについての科学と倫理― 佐藤, 衆介 東京大学出版会 2005 9784130730501 自然科学・数学 生物

蘇るコウノトリ ―野生復帰から地域再生へ― 菊地, 直樹 東京大学出版会 2006 9784130633260 自然科学・数学 生物

日本の動物法 第2版 青木, 人志 東京大学出版会 2016 9784130633468 自然科学・数学 生物

水族館への招待 ―魚と人と海―（丸善ライブラリ－ 112） 鈴木克美 丸善出版 1994 9784621051122 自然科学・数学 生物

新・霊長類学のすすめ （京大人気講義シリーズ） 京都大学霊長類研究所 丸善出版 2012 9784621085332 自然科学・数学 生物

タコの心身問題 ―頭足類から考える意識の起源― ピーター・ゴドフリー=スミス みすず書房 2018 9784622087571 自然科学・数学 生物

人間の許容限界事典 新装版 山崎　昌廣 朝倉書店 2015 9784254102734 自然科学・数学 医学

トキシコロジー 第3版 日本毒性学会教育委員会 朝倉書店 2018 9784254340310 自然科学・数学 医学

子どもの睡眠ガイドブック ―眠りの発達と睡眠障害の理解― 駒田　陽子 朝倉書店 2019 9784254301199 自然科学・数学 医学

アレルゲン害虫のはなし ―アレルギーを引き起こす虫たち― （※） 川上, 裕司 朝倉書店 2019 9784254640496 自然科学・数学 医学
生体のしくみ標準テキスト = New standard textbook of anatomy & physiology ―新しい解剖生理― 第2版 高松, 研 医学映像教育センター 2009 9784862433251 自然科学・数学 医学

運動器外傷治療学 糸満, 盛憲 医学書院 2009 9784260007610 自然科学・数学 医学

嚥下障害ポケットマニュアル 第4版 聖隷嚥下チーム 医歯薬出版 2018 9784263265697 自然科学・数学 医学

国際標準の感染予防対策滅菌・消毒・洗浄ハンドブック ICHG研究会 医歯薬出版 2018 9784263237175 自然科学・数学 医学

ビタミンDと疾患 ―基礎の理解と臨床への応用―改訂版 岡野, 登志夫 医薬ジャーナル社 2014 9784753226566 自然科学・数学 医学

「骨」を知る53の質問 ―ウェルエイジングをサポートするために― 太田, 博明 医薬ジャーナル社 2015 9784753227402 自然科学・数学 医学
福島原発事故では何ができて何ができなかったのか （Mook医療科学 . 放射線災害と医療 ; [I]  No.5） 放射線事故医療研究会 医療科学社 2012 9784860034214 自然科学・数学 医学
福島原発事故対応から見えてきたキーワード （Mook医療科学 . 放射線災害と医療 ; II No.6） 放射線事故医療研究会 医療科学社 2013 9784860034313 自然科学・数学 医学

分裂病 （中井久夫著作集 : 精神医学の経験 1巻） 中井, 久夫 岩崎学術出版社 1984 9784753384105 自然科学・数学 医学

治療 （中井久夫著作集 : 精神医学の経験 2巻） 中井, 久夫 岩崎学術出版社 1985 9784753385010 自然科学・数学 医学
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社会・文化 （中井久夫著作集 : 精神医学の経験 3巻） 中井, 久夫 岩崎学術出版社 1985 9784753385041 自然科学・数学 医学

治療と治療関係 （中井久夫著作集 : 精神医学の経験 4巻） 中井, 久夫 岩崎学術出版社 1991 9784753391066 自然科学・数学 医学

病者と社会 （中井久夫著作集 : 精神医学の経験 5巻） 中井, 久夫 岩崎学術出版社 1991 9784753391073 自然科学・数学 医学

個人とその家族 （中井久夫著作集 : 精神医学の経験 6巻） 中井, 久夫 岩崎学術出版社 1991 9784753391080 自然科学・数学 医学

3・11と心の災害 ―福島にみるストレス症候群― 蟻塚, 亮二 大月書店 2016 9784272360871 自然科学・数学 医学
New チーム・ブルーの挑戦 ―命と向き合う「やまと診療所」の物語―【スマホ・読上付】 中島, 隆 大月書店 2021 9784272360963 自然科学・数学 医学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

肥満は進化の産物か? ―遺伝子進化が病気を生み出すメカニズム―（DOJIN選書 41） 颯田, 葉子 化学同人 2011 9784759813418 自然科学・数学 医学
睡眠科学 ―最新の基礎研究から医療・社会への応用まで―（Dojin bioscience series 26） 三島, 和夫 化学同人 2016 9784759817270 自然科学・数学 医学

大学で学ぶ食生活と健康のきほん 吉澤, みな子 化学同人 2017 9784759818284 自然科学・数学 医学
食品添加物はなぜ嫌われるのか ―食品情報を「正しく」読み解くリテラシー―（DOJIN選書 83） 畝山, 智香子 化学同人 2020 9784759816839 自然科学・数学 医学
パンデミックを阻止せよ! ―感染症を封じ込めるための10のケーススタディ―新型コロナウイルス対応改訂版（DOJIN選書 84） 浦島, 充佳 化学同人 2020 9784759816846 自然科学・数学 医学

時間栄養学 ―時計遺伝子、体内時計、食生活をつなぐ― 柴田　重信 化学同人 2020 9784759820362 自然科学・数学 医学

基礎栄養学 第5版（エキスパート管理栄養士養成シリーズ） 坂井, 堅太郎 化学同人 2020 9784759821529 自然科学・数学 医学

初めの一歩メタアナリシス ―“Review Manager”ガイド― 平林, 由広 克誠堂出版 2014 9784771904248 自然科学・数学 医学
New ニューロダイバーシティの教科書 ―多様性尊重社会へのキーワード―【スマホ・読上】 （※） 村中, 直人 金子書房 2020 9784760830428 自然科学・数学 医学

からだの"おかしさ"を科学する ―すこやかな子どもへ6つの提案― 新版 野井, 真吾 かもがわ出版 2013 9784780306699 自然科学・数学 医学

生まれてこないほうがいい命なんてない ―「出生前診断」によせて― 岩元, 綾 かもがわ出版 2014 9784780306774 自然科学・数学 医学

患者さんが教えてくれたターミナルケア 徳永, 進 看護の科学社 2000 9784905628941 自然科学・数学 医学

看護を語ることの意味 ―ナラティブに生きて― 川島, みどり 看護の科学社 2007 9784878040184 自然科学・数学 医学

精神保健 ―現代の視点と展開― 神郡, 博 看護の科学社 2009 9784878040320 自然科学・数学 医学

チーム医療と看護 ―専門性と主体性への問い― 川島, みどり 看護の科学社 2011 9784878040528 自然科学・数学 医学

生命・環境・ケア ―日本的生命倫理の可能性― 高橋, 隆雄 九州大学出版会 2008 9784873789712 自然科学・数学 医学

関節トレーニング ―神経運動器協調訓練―改訂第2版 井原, 秀俊 協同医書出版社 1996 9784763910165 自然科学・数学 医学

組みひも・作業療法への適用法 ―治療・援助・評価の手引き― 遠藤, てる 協同医書出版社 2003 9784763921109 自然科学・数学 医学

わたしのからだをさがして ―リハビリテーションでみつけたこと― 小川, 奈々 協同医書出版社 2007 9784763910509 自然科学・数学 医学

整形外科的疾患 （脳のリハビリテーション : 認知運動療法の提言 2） Perfetti, Carlo 協同医書出版社 2007 9784763910417 自然科学・数学 医学

運動の生物学 ―臨床家のための脳科学― 改訂第2版 塚本, 芳久 協同医書出版社 2009 9784763910530 自然科学・数学 医学

精神障害作業療法入門 簗瀬, 誠 協同医書出版社 2012 9784763921338 自然科学・数学 医学

高次脳機能障害者の世界 ―私の思うリハビリや暮らしのこと― 改訂第2版 山田, 規畝子 協同医書出版社 2013 9784763910707 自然科学・数学 医学

一日10分家庭で行う手のリハビリ 遠藤, てる 協同医書出版社 2013 9784763921369 自然科学・数学 医学

「のーさいど」から ―脳がこわれてもボクは漫画家! : リハビリテーション・コミック― 藤田, 貴史 協同医書出版社 2015 9784763940100 自然科学・数学 医学
砂原茂一さんの『リハビリテーション』を読む ―遠いビジョンを読み直す : リハビリテーション・エッセイ― 藤田, 貴史 協同医書出版社 2016 9784763940124 自然科学・数学 医学

人間の運動学 ―ヒューマン・キネシオロジー― 宮本, 省三 協同医書出版社 2016 9784763900395 自然科学・数学 医学

どうして普通にできないの! ―「かくれ」発達障害女子の見えない不安と孤独― こだま, ちの 協同医書出版社 2017 9784763940131 自然科学・数学 医学

失語症の認知神経リハビリテーション カルロ・ペルフェッティ 協同医書出版社 2018 9784763930552 自然科学・数学 医学

自己と他者を認識する脳のサーキット （ブレインサイエンス・レクチャー 4） 浅場, 明莉 共立出版 2017 9784320057944 自然科学・数学 医学

大脳基底核 ―意思と行動の狭間にある神経路― 苅部, 冬紀 共立出版 2019 9784320057975 自然科学・数学 医学
New カプラン・マイヤー法 ―生存時間解析の基本手法―（統計学one point 12） 西川, 正子 共立出版 2019 9784320112629 自然科学・数学 医学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 体温の「なぜ？」がわかる生理学 永島計 杏林書院 9784764412194 自然科学・数学 医学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

食物アレルギーハンドブック　2018 ―子どもの食に関わる方々へ― 海老澤　元宏 協和企画 2018 9784877942014 自然科学・数学 医学
スピリチュアルな存在として ―人間観・価値観の問い直し―（スピリチュアルケアを学ぶ 7） 窪寺, 俊之 聖学院大学出版会 2016 9784907113193 自然科学・数学 医学

自閉スペクトラム症の医療・療育・教育 新版 金生, 由紀子 金芳堂 2016 9784765316965 自然科学・数学 医学

医学・理系留学海外に翔び立つ人のコピペで使える英文メール60 阿川, 敏恵 金芳堂 2019 9784765317917 自然科学・数学 医学
New 人生を自分らしく生き抜くための意思決定 ―意思決定をする人・その支援をするすべての人に向けた参考書 : ACP・QOL・QOD・人生デザインシミュレーション― 森岡, 広美 金芳堂 2021 9784765318600 自然科学・数学 医学

めまいを治す ―生活習慣病として考える― 改訂版 神崎, 仁 慶應義塾大学出版会 2003 9784766410495 自然科学・数学 医学
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おまかせしない医療 ―自立した患者になるために― 神崎, 仁 慶應義塾大学出版会 2005 9784766411973 自然科学・数学 医学

生涯元気をめざして ―医師のすすめる心身健康長寿法― 神崎, 仁 慶應義塾大学出版会 2011 9784766419030 自然科学・数学 医学

毒と薬の文化史 ―サプリメント・医薬品から危険ドラッグまで― 船山　信次 慶應義塾大学出版会 2017 9784766424799 自然科学・数学 医学

エイズは終わっていない ―科学と政治をつなぐ9つの視点― ピーター・ピオット 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425413 自然科学・数学 医学
New アメリカの病 ―パンデミックが暴く自由と連帯の危機―【スマホ・読上】 （※） ティモシー・スナイダー 慶應義塾大学出版会 2021 9784766427158 自然科学・数学 医学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

身体をめぐる政策と個人 ―母子健康センター事業の研究― 中山, まき子 勁草書房 2001 9784326601424 自然科学・数学 医学

看護とはどんな仕事か ―７人のトップ・ランナーたち― 久常　節子 勁草書房 2004 9784326750467 自然科学・数学 医学

医療経済・政策学の視点と研究方法 二木　立 勁草書房 2006 9784326748372 自然科学・数学 医学

医療の効率性測定 ―その手法と問題点― 河口　洋行 勁草書房 2008 9784326700592 自然科学・数学 医学

医師の過重労働 ―小児科医療の現場から― 江原　朗 勁草書房 2009 9784326700646 自然科学・数学 医学

ライフサイエンス政策の現在 ―科学と社会をつなぐ― 菱山, 豊 勁草書房 2010 9784326102020 自然科学・数学 医学

診療場面のコミュニケーション ―会話分析からわかること― ジョン・ヘリテッジ 勁草書房 2015 9784326700868 自然科学・数学 医学

幻想としての「私」 ―アスペルガー的人間の時代― 大饗, 広之 勁草書房 2017 9784326299232 自然科学・数学 医学

計算論的精神医学 ―情報処理過程から読み解く精神障害― 国里, 愛彦 勁草書房 2019 9784326251315 自然科学・数学 医学

地域包括ケアと医療・ソーシャルワーク 二木, 立 勁草書房 2019 9784326701070 自然科学・数学 医学

羅針盤としての政策史 ―歴史研究からヘルスケア・福祉政策の展望を拓く― 猪飼, 周平 勁草書房 2019 9784326701087 自然科学・数学 医学

地域医療と多職種連携 藤井, 博之 勁草書房 2019 9784326701100 自然科学・数学 医学
New パンデミックの倫理学 ―緊急時対応の倫理原則と新型コロナウイルス感染症― 広瀬, 巌 勁草書房 2021 9784326154708 自然科学・数学 医学

人体の構造と機能 （管理栄養士講座） 岸, 恭一 建帛社 2005 9784767903026 自然科学・数学 医学

公衆栄養学 （管理栄養士講座） 山本, 茂 建帛社 2006 9784767902937 自然科学・数学 医学

環境・スポーツ栄養学  改訂（管理栄養士講座） 金子, 佳代子 建帛社 2010 9784767904108 自然科学・数学 医学

ライフステージ栄養学  改訂（管理栄養士講座） 藤田, 美明 建帛社 2011 9784767904351 自然科学・数学 医学

給食経営管理論  改訂（管理栄養士講座） 小松, 龍史 建帛社 2011 9784767904115 自然科学・数学 医学

人体栄養学の基礎  第2版（管理栄養士講座） 小林, 修平 建帛社 2012 9784767904580 自然科学・数学 医学

感染と生体防御  第2版（管理栄養士講座） 酒井, 徹 建帛社 2012 9784767904467 自然科学・数学 医学

食品学  新版（管理栄養士講座） 辻, 英明 建帛社 2012 9784767904573 自然科学・数学 医学

臨床栄養学 1  改訂版（管理栄養士講座） 鈴木, 博 建帛社 2012 9784767904597 自然科学・数学 医学

臨床栄養学 2  改訂版（管理栄養士講座） 鈴木, 博 建帛社 2012 9784767904603 自然科学・数学 医学

生化学・分子生物学  第2版（管理栄養士講座） 伊東, 蘆一 建帛社 2013 9784767904856 自然科学・数学 医学

食品衛生学  新版（管理栄養士講座） 西島, 基弘 建帛社 2013 9784767904740 自然科学・数学 医学

栄養教育論 （管理栄養士講座） 中村, 丁次 建帛社 2013 9784767904757 自然科学・数学 医学

公衆衛生学  3訂（管理栄養士講座） 伊達, ちぐさ 建帛社 2014 9784767904900 自然科学・数学 医学

カラー図解人体誕生 ―からだはこうして造られる―（ブルーバックス B-2112） 山科　正平 講談社 2019 9784065165720 自然科学・数学 医学
DNA鑑定 ―犯罪捜査から新種発見、日本人の起源まで―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2108） （※） 梅津　和夫 講談社 2019 9784065172858 自然科学・数学 医学
ウォーキングの科学 ―10歳若返る、本当に効果的な歩き方―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2113） （※） 能勢　博 講談社 2019 9784065176672 自然科学・数学 医学
免疫力を強くする ―最新科学が語るワクチンと免疫のしくみ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2119） （※） 宮坂　昌之 講談社 2019 9784065181775 自然科学・数学 医学

川崎病 ―増え続ける謎の小児疾患― （※） 三浦, 大 弘文堂 2019 9784335760204 自然科学・数学 医学

危険な人間の系譜 ―選別と排除の思想― （※） 中谷, 陽二 弘文堂 2020 9784335651861 自然科学・数学 医学

精神医学エッセンス 第2版補正版 （※） 浜田, 秀伯 弘文堂 2020 9784335651908 自然科学・数学 医学

宗教精神病理学 （※） 大宮司, 信 弘文堂 2020 9784335651892 自然科学・数学 医学

精神疾患の脳科学講義 功刀, 浩 金剛出版 2012 9784772412629 自然科学・数学 医学
家族・援助者のためのギャンブル問題解決の処方箋 ―CRAFTを使った効果的な援助法―【スマホ・読上】 吉田, 精次 金剛出版 2016 9784772415187 自然科学・数学 医学

ハンセン病の社会史 ―日本「近代」の解体のために― 田中　等 彩流社 2017 9784779123306 自然科学・数学 医学

食品の殺菌 ―その科学と技術― 高野　光男 幸書房 1998 9784782101582 自然科学・数学 医学

バイオプリザベーション ―乳酸菌による食品微生物制御― 森地, 敏樹 幸書房 1999 9784782101629 自然科学・数学 医学
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脳 ―機能と栄養― 横越, 英彦 幸書房 2004 9784782102428 自然科学・数学 医学

免疫と栄養 ―食と薬の融合― 横越, 英彦 幸書房 2006 9784782102671 自然科学・数学 医学

トウガラシ ―辛味の科学―改訂増補 岩井, 和夫 幸書房 2008 9784782103234 自然科学・数学 医学
がん予防食品開発の新展開 : 予防医学におけるバイオマーカーの評価システム ―予防医学におけるバイオマーカーの評価システム― 大沢, 俊彦 シーエムシー出版 2005 9784882314998 自然科学・数学 医学

食品ハイドロコロイドの開発と応用 西成, 勝好 シーエムシー出版 2007 9784882316701 自然科学・数学 医学

再生医療に用いられる細胞・再生組織の評価と安全性 大串, 始 シーエムシー出版 2007 9784882316909 自然科学・数学 医学
眠りの科学とその応用 ―睡眠のセンシング技術と良質な睡眠の確保に向けての研究開発― 本多, 和樹 シーエムシー出版 2007 9784882316961 自然科学・数学 医学

New 日本の作業療法発達史 ―萌芽期の軌跡を尋ねて― 矢谷, 令子 シービーアール 2021 9784908083587 自然科学・数学 医学

うつと不安  （脳とこころのプライマリケア 1） 下田, 和孝 シナジー 2010 9784916166258 自然科学・数学 医学

子どもの発達と行動 （脳とこころのプライマリケア 4） 飯田, 順三 シナジー 2010 9784916166289 自然科学・数学 医学

幻覚と妄想 （脳とこころのプライマリケア 6） 堀口, 淳 シナジー 2011 9784916166302 自然科学・数学 医学

食事と性 （脳とこころのプライマリケア 7） 中山, 和彦 シナジー 2011 9784916166319 自然科学・数学 医学

依存 （脳とこころのプライマリケア 8） 福居, 顕二 シナジー 2011 9784916166326 自然科学・数学 医学

意識と睡眠 （脳とこころのプライマリケア 5） 千葉, 茂 シナジー 2012 9784916166296 自然科学・数学 医学

診療英会話 ―耳から覚える病院ぐりっしゅ!―（メディエイゴBOOKS） 野田, 小枝子 シナジー 2012 9784916166456 自然科学・数学 医学

こころと身体の相互作用 （脳とこころのプライマリケア 3） 宮岡, 等 シナジー 2013 9784916166272 自然科学・数学 医学

知能の衰え （脳とこころのプライマリケア 2） 池田, 学 シナジー 2013 9784916166265 自然科学・数学 医学

心の病を治す食事・運動・睡眠の整え方 （ココロの健康シリーズ） 功刀　浩 翔泳社 2019 9784798157733 自然科学・数学 医学

「死」の臨床学 ―超高齢社会における「生と死」― 村上　陽一郎 新曜社 2018 9784788515611 自然科学・数学 医学

感染症と法の社会史 ―病がつくる社会― 西迫　大祐 新曜社 2018 9784788515895 自然科学・数学 医学

虐待が脳を変える ―脳科学者からのメッセージ― 友田, 明美 新曜社 2018 9784788515451 自然科学・数学 医学

社会脳ネットワーク入門 ―社会脳と認知脳ネットワークの協調と競合― 苧阪　直行 新曜社 2018 9784788515710 自然科学・数学 医学

病気のひとのこころ ―医療のなかでの心理学―（心理学叢書） 日本心理学会 誠信書房 2018 9784414311204 自然科学・数学 医学
New 精神医学の近現代史 ―歴史の潮流を読み解く―【スマホ・読上】 （※） 小俣　和一郎 誠信書房 2020 9784414429206 自然科学・数学 医学

New 大人の発達障害の真実 ―診断、治療、そして認知機能リハビリテーションへ―【スマホ・読上】 （※） 伝田, 健三 誠信書房 2021 9784414416749 自然科学・数学 医学

病者障害者の戦後 ―生政治史点描―【スマホ・読上】 立岩, 真也 青土社 2018 9784791771202 自然科学・数学 医学

ベーシック生命・環境倫理 ―「生命圏の倫理学」序説―（世界思想社現代哲学叢書） 徳永, 哲也 世界思想社教学社 2013 9784790716068 自然科学・数学 医学

ストレス学ハンドブック 【スマホ・読上】 丸山, 総一郎 創元社 2015 9784422115856 自然科学・数学 医学

トラウマへの認知処理療法 ―治療者のための包括手引き―【スマホ・読上】 P・A・リーシック 創元社 2019 9784422117003 自然科学・数学 医学

骨が語る ―スケルトン探偵の報告書―（大修館・ドルフィン・ブックス） 鈴木, 隆雄 大修館書店 2000 9784469212556 自然科学・数学 医学

外資系製薬企業の進化史 ―社会関係資本の活用と日本での事業展開― 竹内, 竜介 中央経済社 2018 9784502246517 自然科学・数学 医学

医のアート、 看護のアート （日野原重明著作選集 上） 日野原, 重明 中央法規出版 1999 9784805818343 自然科学・数学 医学

死と、老いと、生と （日野原重明著作選集 下） 日野原, 重明 中央法規出版 1999 9784805818350 自然科学・数学 医学

精神保健福祉法詳解  3訂 精神保健福祉研究会 中央法規出版 2007 9784805847428 自然科学・数学 医学

脳からわかる発達障害 ―子どもたちの「生きづらさ」を理解するために― 鳥居, 深雪 中央法規出版 2009 9784805832257 自然科学・数学 医学

起立性調節障害の子どもの正しい理解と対応 田中, 英高 中央法規出版 2009 9784805848661 自然科学・数学 医学

起立性調節障害の子どもの日常生活サポートブック 田中, 英高 中央法規出版 2010 9784805833858 自然科学・数学 医学
New ギャンブル依存症 ―当事者から学ぶその真実― 吉岡　隆 中央法規出版 2019 9784805859582 自然科学・数学 医学

New 脳からわかる発達障害 ―多様な脳・多様な発達・多様な学び―改訂 鳥居 深雪 中央法規出版 2020 9784805881743 自然科学・数学 医学

すぐに使える!実践リハビリマスターガイド ―臨床で役立つ基本知識から評価・訓練まで― 上月, 正博 中外医学社 2011 9784498083240 自然科学・数学 医学

リハビリテーション栄養Q&A 若林, 秀隆 中外医学社 2013 9784498067141 自然科学・数学 医学

原発に一番近い病院 小鷹, 昌明 中外医学社 2013 9784498048102 自然科学・数学 医学

小児アレルギー疾患診療ハンドブック 清益, 功浩 中外医学社 2015 9784498145368 自然科学・数学 医学

専門外の医師のための小児のてんかん入門 白石, 秀明 中外医学社 2015 9784498145382 自然科学・数学 医学

怪談に学ぶ脳神経内科 駒ヶ嶺　朋子 中外医学社 2020 9784498328549 自然科学・数学 医学
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医学と生命 （UP選書 2） 澤瀉, 久敬 東京大学出版会 1967 9784130050029 自然科学・数学 医学

治療の悪夢 上 ―薬をめぐる闘い―（UP選書 9） モートン・ミンツ 東京大学出版会 1968 9784130050098 自然科学・数学 医学

治療の悪夢 下 ―薬をめぐる闘い―（UP選書 10） モートン・ミンツ 東京大学出版会 1968 9784130050104 自然科学・数学 医学

社会のなかの医学 （UP選書 25） 高橋, 晄正 東京大学出版会 1969 9784130050258 自然科学・数学 医学

くすりとからだ （UP選書 30） 佐久間, 昭 東京大学出版会 1969 9784130050302 自然科学・数学 医学

医者とくすり ―治療の科学への道―（UP選書 47） 砂原, 茂一 東京大学出版会 1970 9784130050470 自然科学・数学 医学

異常と正常 ―精神医学の周辺―（UP選書 64） 秋元, 波留夫 東京大学出版会 1971 9784130050647 自然科学・数学 医学

くすり公害 （UP選書 69） 高橋, 晄正 東京大学出版会 1971 9784130050692 自然科学・数学 医学

医師と患者 （UP選書 72） 冲中, 重雄 東京大学出版会 1971 9784130050722 自然科学・数学 医学

現代の医療問題 （UP選書 97） 川上, 武 東京大学出版会 1972 9784130050975 自然科学・数学 医学

サリドマイド ―科学者の証言―2刷（UP選書 77） 増山, 元三郎 東京大学出版会 1974 9784130050777 自然科学・数学 医学

食品公害のしくみ ―合成殺菌料AF-2をめぐって―[第2版]（UP選書 131） 高橋, 晄正 東京大学出版会 1974 9784130060318 自然科学・数学 医学

生命を守るもの、攻めるもの ―医科研教養セミナー―（UP選書 132） 佐々, 学 東京大学出版会 1974 9784130060325 自然科学・数学 医学

心の病気と現代 （UP選書 155） 秋元, 波留夫 東京大学出版会 1976 9784130060554 自然科学・数学 医学

注射の功罪 ―大腿四頭筋拘縮症をめぐって―（UP選書 163） 津山, 直一 東京大学出版会 1976 9784130060639 自然科学・数学 医学

栄養学20章 （UP選書 166） 吉川, 春寿 東京大学出版会 1977 9784130060660 自然科学・数学 医学

生命と医科学 ―医科研教養セミナー―（UP選書 168） 積田, 亨 東京大学出版会 1977 9784130060684 自然科学・数学 医学

痛みの周辺 （UP選書 180） 清原, 迪夫 東京大学出版会 1978 9784130060806 自然科学・数学 医学

放射線障害を語る （UP選書 186） 吉澤, 康雄 東京大学出版会 1978 9784130060868 自然科学・数学 医学

医師の心 （UP選書 189） 冲中, 重雄 東京大学出版会 1978 9784130060899 自然科学・数学 医学

安楽死の論理と倫理 （UP選書 195） 宮川, 俊行 東京大学出版会 1979 9784130060950 自然科学・数学 医学

痛みと闘う （UP選書 202） 清原, 迪夫 東京大学出版会 1979 9784130020022 自然科学・数学 医学

アルコール症 ―隠された薬物問題―（UP選書 203） J.フォート 東京大学出版会 1980 9784130020039 自然科学・数学 医学

分裂病と人類 （UP選書 221） 中井, 久夫 東京大学出版会 1982 9784130020213 自然科学・数学 医学

自然こそわが師 ―医学と動物学の接点を歩んで―（UP選書 241） 佐々, 学 東京大学出版会 1985 9784130020411 自然科学・数学 医学

精神医学の科学と哲学 （シリーズ精神医学の哲学 1） 石原, 孝二 東京大学出版会 2016 9784130141819 自然科学・数学 医学

精神医学の歴史と人類学 （シリーズ精神医学の哲学 2） 鈴木, 晃仁 東京大学出版会 2016 9784130141826 自然科学・数学 医学

精神医学と当事者 （シリーズ精神医学の哲学 3） 石原, 孝二 東京大学出版会 2016 9784130141833 自然科学・数学 医学

ホスピスで死にゆくということ ―日韓比較からみる医療化現象― 株本, 千鶴 東京大学出版会 2017 9784130664097 自然科学・数学 医学

精神障害を哲学する ―分類から対話へ― 石原, 孝二 東京大学出版会 2018 9784130101370 自然科学・数学 医学

生命倫理のレポート・論文を書く 松原, 洋子 東京大学出版会 2018 9784130624206 自然科学・数学 医学

医師の不足と過剰 ―医療格差を医師の数から考える― 桐野, 高明 東京大学出版会 2018 9784130530286 自然科学・数学 医学

発達障害を職場でささえる ―全員の本領発揮を目指すプレゼンティーズムという視点― 宮木, 幸一 東京大学出版会 2018 9784130634076 自然科学・数学 医学

日本の精神科入院の歴史構造 ―社会防衛・治療・社会福祉― 後藤, 基行 東京大学出版会 2019 9784130564014 自然科学・数学 医学

種痘という〈衛生〉 ―近世日本における予防接種の歴史― 香西　豊子 東京大学出版会 2019 9784130266093 自然科学・数学 医学

コロナ以後の東アジア ―変動の力学―（U.P.plus） 東京大学社会科学研究所現代中国研究拠点 東京大学出版会 2020 9784130333009 自然科学・数学 医学
New うつ病治療のサービス・ギャップの解決に向けて ―ICTを用いた心理支援の活用― レナ・シュレンペル 東京大学出版会 2020 9784130161237 自然科学・数学 医学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 筋収縮の謎 ―研究の歴史とこれからの課題― 杉, 晴夫 東京大学出版会 2021 9784130634090 自然科学・数学 医学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 医薬品情報学 第5版 望月, 眞弓 東京大学出版会 2021 9784130624220 自然科学・数学 医学

サプリメントの正体 田村, 忠司 東洋経済新報社 2013 9784492223338 自然科学・数学 医学

レジリエンスとは何か ―何があっても折れないこころ、暮らし、地域、社会をつくる― 枝廣　淳子 東洋経済新報社 2015 9784492045671 自然科学・数学 医学
再生医療にかける夢 （週刊東洋経済eビジネス新書 . バイオベンチャー列伝 ; 3 No.171） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2016 自然科学・数学 医学

New 遺伝子のスイッチ ―何気ないその行動があなたの遺伝子の働きを変える― 生田, 哲 東洋経済新報社 2021 9784492046876 自然科学・数学 医学

精神分裂病　Ⅱ （臨床精神医学講座 第３巻） 中根, 允文 中山書店 1997 9784521490212 自然科学・数学 医学

神経症性障害・ストレス関連障害 （臨床精神医学講座 第５巻） 田代, 信維 中山書店 1997 9784521490311 自然科学・数学 医学
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器質・症状性精神障害 （臨床精神医学講座 第10巻） 三好, 功峰 中山書店 1997 9784521490113 自然科学・数学 医学

精神医学と法 （臨床精神医学講座 第22巻） 松下, 正明 中山書店 1997 9784521490410 自然科学・数学 医学

精神症候と疾患分類・疫学 （臨床精神医学講座 第１巻） 浅井, 昌弘 中山書店 1998 9784521490618 自然科学・数学 医学

気分障害 （臨床精神医学講座 第４巻） 広瀬, 徹也 中山書店 1998 9784521490717 自然科学・数学 医学

人格障害 （臨床精神医学講座 第７巻） 牛島, 定信 中山書店 1998 9784521490816 自然科学・数学 医学

てんかん （臨床精神医学講座 第９巻） 鈴木, 二郎 中山書店 1998 9784521491110 自然科学・数学 医学

児童青年期精神障害 （臨床精神医学講座 第11巻） 花田, 雅憲 中山書店 1998 9784521490915 自然科学・数学 医学

老年期精神障害 （臨床精神医学講座 第12巻） 本間, 昭 中山書店 1998 9784521491318 自然科学・数学 医学

リエゾン精神医学・精神科救急医療 （臨床精神医学講座 第17巻） 黒沢, 尚 中山書店 1998 9784521491219 自然科学・数学 医学

家庭・学校・職場・地域の精神保健 （臨床精神医学講座 第18巻） 大森, 健一 中山書店 1998 9784521491417 自然科学・数学 医学

司法精神医学・精神鑑定 （臨床精神医学講座 第19巻） 風祭, 元 中山書店 1998 9784521491011 自然科学・数学 医学

多文化間精神医学 （臨床精神医学講座 第23巻） 高畑, 直彦 中山書店 1998 9784521490519 自然科学・数学 医学

精神分裂病　Ⅰ （臨床精神医学講座 第２巻） 中根, 允文 中山書店 1999 9784521491615 自然科学・数学 医学

身体表現性障害・心身症 （臨床精神医学講座 第６巻） 吉松, 和哉 中山書店 1999 9784521491516 自然科学・数学 医学

薬物・アルコール関連障害 （臨床精神医学講座 第８巻） 佐藤, 光源 中山書店 1999 9784521492018 自然科学・数学 医学

睡眠障害 （臨床精神医学講座 第13巻） 太田, 龍朗 中山書店 1999 9784521492117 自然科学・数学 医学

精神科薬物療法 （臨床精神医学講座 第14巻） 村崎, 光邦 中山書店 1999 9784521491714 自然科学・数学 医学

精神療法 （臨床精神医学講座 第15巻） 岩崎, 徹也 中山書店 1999 9784521492216 自然科学・数学 医学

精神医学的診断法と検査法 （臨床精神医学講座 第16巻） 小椋, 力 中山書店 1999 9784521491912 自然科学・数学 医学

精神科リハビリテーション・地域精神医療 （臨床精神医学講座 第20巻） 井上, 新平 中山書店 1999 9784521491813 自然科学・数学 医学

脳と行動 （臨床精神医学講座 第21巻） 浜中, 淑彦 中山書店 1999 9784521492414 自然科学・数学 医学

精神医学研究方法 （臨床精神医学講座 第24巻） 融, 道男 中山書店 1999 9784521492612 自然科学・数学 医学

精神医療の歴史 （臨床精神医学講座 Ｓ１巻） 松下, 正明 中山書店 1999 9784521492315 自然科学・数学 医学

記憶の臨床 （臨床精神医学講座 Ｓ２巻） 浅井, 昌弘 中山書店 1999 9784521492513 自然科学・数学 医学

精神障害の予防 （臨床精神医学講座 Ｓ３巻） 小椋, 力 中山書店 2000 9784521492711 自然科学・数学 医学

摂食障害・性障害 （臨床精神医学講座 Ｓ４巻） 牛島, 定信 中山書店 2000 9784521493114 自然科学・数学 医学

精神医療におけるチームアプローチ （臨床精神医学講座 Ｓ５巻） 斎藤, 正彦 中山書店 2000 9784521492810 自然科学・数学 医学

外傷後ストレス障害（PTSD） （臨床精神医学講座 Ｓ６巻） 中根, 允文 中山書店 2000 9784521492919 自然科学・数学 医学

総合診療における精神医学 （臨床精神医学講座 Ｓ７巻） 三好, 功峰 中山書店 2000 9784521493015 自然科学・数学 医学

病跡学 （臨床精神医学講座 Ｓ８巻） 福島, 章 中山書店 2000 9784521493619 自然科学・数学 医学

アルツハイマー病 （臨床精神医学講座 Ｓ９巻） 三好, 功峰 中山書店 2000 9784521493213 自然科学・数学 医学

精神科臨床における画像診断 （臨床精神医学講座 Ｓ10巻） 倉知, 正佳 中山書店 2000 9784521493312 自然科学・数学 医学

精神疾患と遺伝 （臨床精神医学講座 Ｓ11巻） 岡崎, 祐士 中山書店 2000 9784521493411 自然科学・数学 医学

精神医学・医療における倫理とインフォームド・コンセント （臨床精神医学講座 Ｓ12巻） 中根, 允文 中山書店 2000 9784521493510 自然科学・数学 医学

言葉をきく脳しゃべる脳 本庄, 巖 中山書店 2000 9784521013619 自然科学・数学 医学

精神科データブック （臨床精神医学講座 別巻1） 浅井, 昌弘 中山書店 2001 9784521493718 自然科学・数学 医学

刑事事件と精神鑑定 （司法精神医学 第２巻） 中谷, 陽二 中山書店 2005 9784521672519 自然科学・数学 医学

犯罪と犯罪者の精神医学 （司法精神医学 第３巻） 山上, 皓 中山書店 2005 9784521672618 自然科学・数学 医学

民事法と精神医学 （司法精神医学 第４巻） 松下, 正明 中山書店 2005 9784521672717 自然科学・数学 医学

司法精神医療 （司法精神医学 第５巻） 山内, 俊雄 中山書店 2005 9784521672816 自然科学・数学 医学

司法精神医学概論 （司法精神医学 第１巻） 松下, 正明 中山書店 2006 9784521672410 自然科学・数学 医学

鑑定例集 （司法精神医学 第６巻） 中谷, 陽二 中山書店 2006 9784521672915 自然科学・数学 医学

発達障害とその周辺の問題 （子どもの心の診療シリーズ 2） 齊藤, 万比古 中山書店 2008 9784521730721 自然科学・数学 医学

子ども虐待と関連する精神障害 （子どもの心の診療シリーズ 5） 本間, 博彰 中山書店 2008 9784521730646 自然科学・数学 医学

子どもの心の診療入門 （子どもの心の診療シリーズ 1） 斉藤, 万比古 中山書店 2009 9784521731476 自然科学・数学 医学
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子どもの攻撃性と破壊的行動障害 （子どもの心の診療シリーズ 7） 齊藤, 万比古 中山書店 2009 9784521731513 自然科学・数学 医学
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―（子どもの心の診療シリーズ 8） 齊藤, 万比古 中山書店 2009 9784521730943 自然科学・数学 医学

子どもの身体表現性障害と摂食障害 （子どもの心の診療シリーズ 3） 齊藤, 万比古 中山書店 2010 9784521731483 自然科学・数学 医学

子どもの不安障害と抑うつ （子どもの心の診療シリーズ 4） 齊藤, 万比古 中山書店 2010 9784521731490 自然科学・数学 医学

子どもの人格発達の障害 （子どもの心の診療シリーズ 6） 齊藤, 万比古 中山書店 2011 9784521731506 自然科学・数学 医学

わかりやすいリハビリテーション 岡島, 康友 中山書店 2013 9784521737683 自然科学・数学 医学

子どもの心の処方箋ガイド （子どもの心の診療シリーズ 9） 齊藤, 万比古 中山書店 2014 9784521731520 自然科学・数学 医学
神経発達症群,食行動障害および摂食障害群,排泄症群,秩序破壊的・衝動制御・素行症群,自殺関連 （DSM-5を読み解く : 伝統的精神病理,DSM-IV,ICD-10をふまえた新時代の精神科診断 1） 神庭, 重信 中山書店 2014 9784521739731 自然科学・数学 医学
統合失調症スペクトラム障害および他の精神病性障害群,物質関連障害および嗜癖性障害群 （DSM-5を読み解く : 伝統的精神病理,DSM-IV,ICD-10をふまえた新時代の精神科診断 2） 神庭, 重信 中山書店 2014 9784521739748 自然科学・数学 医学
双極性障害および関連障害群,抑うつ障害群,睡眠-覚醒障害群 （DSM-5を読み解く : 伝統的精神病理,DSM-IV,ICD-10をふまえた新時代の精神科診断 3） 神庭, 重信 中山書店 2014 9784521739755 自然科学・数学 医学
不安症群, 強迫症および関連症群, 心的外傷およびストレス因関連障害群, 解離症群, 身体症状症および関連症群 （DSM-5を読み解く : 伝統的精神病理,DSM-IV,ICD-10をふまえた新時代の精神科診断 4） 神庭, 重信 中山書店 2014 9784521739762 自然科学・数学 医学
神経認知障害群,パーソナリティ障害群,性別違和,パラフィリア障害群,性機能不全群 （DSM-5を読み解く : 伝統的精神病理,DSM-IV,ICD-10をふまえた新時代の精神科診断 5） 神庭, 重信 中山書店 2014 9784521739779 自然科学・数学 医学

病態からみた理学療法 内科編 ―臨床の「なぜ?どうして?」がわかる― 高橋, 仁美 中山書店 2018 9784521745930 自然科学・数学 医学

病態からみた理学療法 外科編 ―臨床の「なぜ?どうして?」がわかる― 高橋, 仁美 中山書店 2018 9784521745947 自然科学・数学 医学
New イラストでわかる微生物学超入門 ―病原微生物の感染のしくみ―改訂2版（※） 齋藤　光正 南山堂 2021 9784525163426 自然科学・数学 医学

変形性膝関節症の運動療法ガイド ―保存的治療から術後リハまで― 千田, 益生 日本医事新報社 2014 9784784961528 自然科学・数学 医学

うつの医療人類学 【スマホ・読上】 （※） 北中　淳子 日本評論社 2014 9784535984127 自然科学・数学 医学

サイコセラピー面接テクスト分析 ―サリヴァンの面接トランスクリプトに基づいて― 加藤, 澄 ひつじ書房 2009 9784894764408 自然科学・数学 医学

西日本訴訟 裁判編 1 （ハンセン病違憲国賠裁判全史 第1巻） ハンセン病違憲国賠裁判全史編集委員会 皓星社 2006 自然科学・数学 医学

西日本訴訟 裁判編 2 （ハンセン病違憲国賠裁判全史 第2巻） ハンセン病違憲国賠裁判全史編集委員会 皓星社 2006 自然科学・数学 医学

西日本訴訟 裁判編 3 （ハンセン病違憲国賠裁判全史 第3巻） ハンセン病違憲国賠裁判全史編集委員会 皓星社 2006 自然科学・数学 医学

東日本訴訟 裁判編 （ハンセン病違憲国賠裁判全史 第4巻） ハンセン病違憲国賠裁判全史編集委員会 皓星社 2006 自然科学・数学 医学

瀬戸内訴訟 裁判編 （ハンセン病違憲国賠裁判全史 第5巻） ハンセン病違憲国賠裁判全史編集委員会 皓星社 2006 自然科学・数学 医学

西日本訴訟 被害実態編 1 （ハンセン病違憲国賠裁判全史 第6巻） ハンセン病違憲国賠裁判全史編集委員会 皓星社 2006 自然科学・数学 医学

西日本訴訟 被害実態編 2 （ハンセン病違憲国賠裁判全史 第7巻） ハンセン病違憲国賠裁判全史編集委員会 皓星社 2006 自然科学・数学 医学

東日本訴訟 被害実態編 （ハンセン病違憲国賠裁判全史 第8巻） ハンセン病違憲国賠裁判全史編集委員会 皓星社 2006 自然科学・数学 医学

瀬戸内訴訟他 被害実態編 （ハンセン病違憲国賠裁判全史 第9巻） ハンセン病違憲国賠裁判全史編集委員会 皓星社 2006 自然科学・数学 医学
New 新型コロナ危機と欧州 ―EU・加盟10カ国と英国の対応― 植田 隆子 文眞堂 2021 9784830951237 自然科学・数学 医学

家庭でできるリハビリテーション 新版 隆島, 研吾 法研 2013 9784879549600 自然科学・数学 医学

図解でわかる!小児ぜんそく ―成人ぜんそくにさせない― 大矢, 幸弘 法研 2015 9784865131611 自然科学・数学 医学

肩甲骨はがしストレッチ ―首、肩、腰の痛み、体の不調が消える!― 杉田, 一寿 マイナビ出版 2015 9784839957162 自然科学・数学 医学

栄養学の基本 ―オールカラー―（運動・からだ図解） 渡邊, 昌 マイナビ出版 2016 9784839958527 自然科学・数学 医学

薬の文化誌 （丸善ライブラリ－ 13） 松井寿一 丸善出版 1991 9784621050132 自然科学・数学 医学

薬の社会誌 （丸善ライブラリ－ 052） 松井寿一 丸善出版 1992 9784621050521 自然科学・数学 医学

成人病を防ぐ現代人の食事学 （丸善ライブラリー 256） 井上, 勝六 丸善出版 1998 9784621052563 自然科学・数学 医学

ヒトゲノムと遺伝子治療 （丸善ライブラリー 358） 本橋, 登 丸善出版 2002 9784621053584 自然科学・数学 医学

生殖医療のすべて  新版 堤, 治 丸善出版 2002 9784621070994 自然科学・数学 医学

ボーダーライン ―自己を見失う日本の青年たち― 町沢, 静夫 丸善出版 2003 9784621071427 自然科学・数学 医学

医療のための安全学入門 ―事例で学ぶヒューマンファクター― 篠原, 一彦 丸善出版 2005 9784621075265 自然科学・数学 医学

いじめ・虐待そして犯罪の深層 ―失われていく共感性― 町沢, 静夫 丸善出版 2007 9784621078396 自然科学・数学 医学

健康食品・中毒百科 内藤, 裕史 丸善出版 2007 9784621078402 自然科学・数学 医学

看護の倫理学  第2版（現代社会の倫理を考える 1） 石井, トク 丸善出版 2008 9784621078655 自然科学・数学 医学

味覚と嗜好のサイエンス （京大人気講義シリーズ） 伏木, 亨 丸善出版 2008 9784621079713 自然科学・数学 医学

健康・医療の情報を読み解く ―健康情報学への招待―（京大人気講義シリーズ） 中山, 健夫 丸善出版 2008 9784621080085 自然科学・数学 医学

■ストレス百科事典　全5巻セット（分売不可） ストレス百科事典翻訳刊行委員会 丸善出版 2009 9784621081112 自然科学・数学 医学
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食品安全ハンドブック 食品安全ハンドブック編集委員会 丸善出版 2010 9784621081822 自然科学・数学 医学

原子力災害に学ぶ放射線の健康影響とその対策 長瀧, 重信 丸善出版 2012 9784621085028 自然科学・数学 医学

生命倫理学の基本構図 （シリーズ生命倫理学 1） 今井, 道夫 丸善出版 2012 9784621084786 自然科学・数学 医学

生命倫理の基本概念 （シリーズ生命倫理学 2） 香川, 知晶 丸善出版 2012 9784621084793 自然科学・数学 医学

脳死・移植医療 （シリーズ生命倫理学 3） 倉持, 武 丸善出版 2012 9784621084809 自然科学・数学 医学

生殖医療 （シリーズ生命倫理学 6） 菅沼, 信彦 丸善出版 2012 9784621084830 自然科学・数学 医学

臨床倫理 （シリーズ生命倫理学 13） 浅井, 篤 丸善出版 2012 9784621084908 自然科学・数学 医学

先端医療 （シリーズ生命倫理学 12） 霜田, 求 丸善出版 2012 9784621084892 自然科学・数学 医学

看護倫理 （シリーズ生命倫理学 14） 浜渦, 辰二 丸善出版 2012 9784621084915 自然科学・数学 医学

医療事故と医療人権侵害 （シリーズ生命倫理学 18） 池田, 典昭 丸善出版 2012 9784621084953 自然科学・数学 医学

医療倫理教育 （シリーズ生命倫理学 19） 伴, 信太郎 丸善出版 2012 9784621084960 自然科学・数学 医学

終末期医療 （シリーズ生命倫理学 4） シリーズ生命倫理学編集委員会 丸善出版 2012 9784621084816 自然科学・数学 医学

安楽死・尊厳死 （シリーズ生命倫理学 5） シリーズ生命倫理学編集委員会 丸善出版 2012 9784621084823 自然科学・数学 医学

周産期・新生児・小児医療 （シリーズ生命倫理学 7） シリーズ生命倫理学編集委員会 丸善出版 2012 9784621084847 自然科学・数学 医学

医学研究 （シリーズ生命倫理学 15） シリーズ生命倫理学編集委員会 丸善出版 2012 9784621084922 自然科学・数学 医学

生命倫理のフロンティア （シリーズ生命倫理学 20） シリーズ生命倫理学編集委員会 丸善出版 2013 9784621084977 自然科学・数学 医学

医療制度・医療政策・医療経済 （シリーズ生命倫理学 17） 今中, 雄一 丸善出版 2013 9784621084946 自然科学・数学 医学

遺伝子と医療 （シリーズ生命倫理学 11） 玉井, 真理子 丸善出版 2013 9784621084885 自然科学・数学 医学

精神科医療 （シリーズ生命倫理学 9） 中谷, 陽二 丸善出版 2013 9784621084861 自然科学・数学 医学

救急医療 （シリーズ生命倫理学 10） 有賀, 徹 丸善出版 2013 9784621084878 自然科学・数学 医学

医療情報 （シリーズ生命倫理学 16） 板井, 孝壱郎 丸善出版 2013 9784621084939 自然科学・数学 医学

食 ―90億人が食べていくために―（サイエンス・パレット 025） John Krebs 丸善出版 2015 9784621089415 自然科学・数学 医学

終末期医療を考えるために ―検証オランダの安楽死から― 盛永, 審一郎 丸善出版 2016 9784621301142 自然科学・数学 医学

青木周弼の西洋医学校構想 （広島修道大学学術選書 61） 森川, 潤 丸善雄松堂 2013 9784841906608 自然科学・数学 医学

指紋と近代 ―移動する身体の管理と統治の技法― 高野, 麻子 みすず書房 2016 9784622079675 自然科学・数学 医学

アフリカ眠り病とドイツ植民地主義 ―熱帯医学による感染症制圧の夢と現実― 磯部, 裕幸 みすず書房 2018 9784622085997 自然科学・数学 医学

人体の冒険者たち ―解剖図に描ききれないからだの話― ギャヴィン・フランシス みすず書房 2018 9784622087175 自然科学・数学 医学

中枢神経系 中世・近代篇 ―構造と機能 : 理論と学説の批判的歴史― ジュール・スーリィ みすず書房 2018 9784622087441 自然科学・数学 医学

日本の精神鑑定 ―重要事件25の鑑定書と解説 : 1936-1994―増補新版 福島, 章 みすず書房 2018 9784622087663 自然科学・数学 医学

生存する意識 ―植物状態の患者と対話する― エイドリアン・オーウェン みすず書房 2018 9784622087359 自然科学・数学 医学

ヴィータ ―遺棄された者たちの生― ジョアオ・ビール みすず書房 2019 9784622087861 自然科学・数学 医学

マクヒュー/スラヴニー現代精神医学 ポール・マクヒュー みすず書房 2019 9784622086895 自然科学・数学 医学

現実のユートピア ―フランコ・バザーリア著作集― フランコ・バザーリア みすず書房 2019 9784622077602 自然科学・数学 医学

身体の植民地化 ―19世紀インドの国家医療と流行病― デイヴィッド・アーノルド みすず書房 2019 9784622088516 自然科学・数学 医学

意識と感覚のない世界 ―実のところ、麻酔科医は何をしているのか― ヘンリー・ジェイ・プリスビロー みすず書房 2019 9784622088660 自然科学・数学 医学

ハンセン病療養所と自治の歴史 松岡, 弘之 みすず書房 2020 9784622088837 自然科学・数学 医学

脳のネットワーク オラフ・スポーンズ みすず書房 2020 9784622088844 自然科学・数学 医学

人体は流転する ―医学書が説明しきれないからだの変化― ギャヴィン・フランシス みすず書房 2020 9784622088905 自然科学・数学 医学

治したくない ―ひがし町診療所の日々― 斉藤, 道雄 みすず書房 2020 9784622089001 自然科学・数学 医学

ウイルスの世紀 ―なぜ繰り返し出現するのか― 山内, 一也 みすず書房 2020 9784622089261 自然科学・数学 医学

生活を支える高次脳機能リハビリテーション 橋本, 圭司 三輪書店 2008 9784895903073 自然科学・数学 医学

臨床のための神経形態学入門 後藤, 昇 三輪書店 2008 9784895903202 自然科学・数学 医学

理解できる高次脳機能障害 中島, 恵子 三輪書店 2009 9784895903233 自然科学・数学 医学

患者力を引き出す作業療法 ―認知行動療法の応用による身体領域作業療法― 大嶋, 伸雄 三輪書店 2013 9784895904322 自然科学・数学 医学
人工関節のリハビリテーション ―術前・周術期・術後のガイドブック = Rehabilitation for joint replacement surgery, pre, peri, and post-operative treatment guidebook― 美崎, 定也 三輪書店 2015 9784895905077 自然科学・数学 医学
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研究的思考法 ―想いを伝える技術― 樋口, 貴広 三輪書店 2019 9784895906517 自然科学・数学 医学
英語表現を豊かにするための形容詞・副詞活用講座 （医学・生物学研究者のためのpowerful vocabulary 2） 林, 皓三郎 メジカルビュー社 2006 9784758304122 自然科学・数学 医学

臨床栄養にすぐ活かせるイラスト生化学入門 ―栄養素の役割がみるみるわかる!― 川崎, 英二 メディカ出版 2013 9784840444644 自然科学・数学 医学

臨床栄養ディクショナリー ―日本人の食事摂取基準(2015年版)対応―改訂5版 山本, みどり メディカ出版 2014 9784840450096 自然科学・数学 医学
栄養ケアのキーワード166 ―知ってるつもりの?ワードをコンパクトに解説!―（Nutrition care 2015年秋季増刊） 本田, 佳子 メディカ出版 2015 9784840452724 自然科学・数学 医学

医事法判例百選 第2版（別冊ジュリスト no. 219） 甲斐, 克則 有斐閣 2014 9784641115194 自然科学・数学 医学

ライフサイエンス英語類語使い分け辞典 河本, 健 羊土社 2006 9784758108010 自然科学・数学 医学

ライフサイエンス英語表現使い分け辞典 河本, 健 羊土社 2007 9784758108355 自然科学・数学 医学

ライフサイエンス論文作成のための英文法 河本, 健 羊土社 2007 9784758108362 自然科学・数学 医学
これからのゲノム医療を知る ―遺伝子の基本から分子標的薬，オーダーメイド医療まで―改訂新版 中村, 祐輔 羊土社 2009 9784758120043 自然科学・数学 医学

ライフサイエンス文例で身につける英単語・熟語 河本, 健 羊土社 2009 9784758108379 自然科学・数学 医学

ライフサイエンス論文を書くための英作文&用例500 河本, 健 羊土社 2009 9784758108386 自然科学・数学 医学
ライフサイエンス必須英和・和英辞典 = Life science English-Japanese Japanese-English dictionary  改訂第3版 ライフサイエンス辞書プロジェクト 羊土社 2010 9784758108393 自然科学・数学 医学

ライフサイエンス組み合わせ英単語 ―類語・関連語が一目でわかる― 河本, 健 羊土社 2011 9784758108416 自然科学・数学 医学

ライフサイエンス英語動詞使い分け辞典 河本, 健 羊土社 2012 9784758108430 自然科学・数学 医学

ライフサイエンス英語表現使い分け辞典 第2版 河本, 健 羊土社 2016 9784758108478 自然科学・数学 医学

楽しくわかる栄養学 中村, 丁次 羊土社 2020 9784758108997 自然科学・数学 医学
New 人類は感染症とともに生きていく ―学校では教えてくれないパンデミックとワクチンの現代史―（PEAK books PB07） ミーラ・センティリンガム 羊土社 2021 9784758112161 自然科学・数学 医学

New もっとよくわかる! 脳神経科学〜やっぱり脳はスゴイのだ! 工藤 佳久 羊土社 201300 9784758122016 自然科学・数学 医学

バイオメカニクス ―人体運動の力学と制御―原著第４版 David A.Winter ラウンドフラット 2011 9784904613139 自然科学・数学 医学

特許英語翻訳ハンドブック ―効率的な明細書翻訳のための資料とノウハウ― 佐藤, 亜古 朝日出版社 2007 9784255003979 技術・工学 技術・工学

粒子法 ―基礎と応用― 矢川　元基 岩波書店 2016 9784000061506 技術・工学 技術・工学
New できるゼロからはじめるJw_cad 8超入門 ObraClub インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2021 9784295011200 技術・工学 技術・工学

100年後の世界 ―SF映画から考えるテクノロジーと社会の未来―（DOJIN選書 76） 鈴木, 貴之 化学同人 2018 9784759816761 技術・工学 技術・工学

手と道具の人類史 ―チンパンジーからサイボーグまで― 関, 昌家 協同医書出版社 2008 9784763921178 技術・工学 技術・工学

ニュースが面白くなるエネルギーの読み方 堀, 史郎 共立出版 2016 9784320005976 技術・工学 技術・工学

構造振動学 千葉, 正克 共立出版 2016 9784320082144 技術・工学 技術・工学

図解よくわかる機械計測 武藤, 一夫 共立出版 2016 9784320082137 技術・工学 技術・工学

入門編生産システム工学 ―総合生産学への途―第6版 人見, 勝人 共立出版 2017 9784320082182 技術・工学 技術・工学

水素機能材料の解析 ―水素の社会利用に向けて― 日本学術振興会材料中の水素機能解析技術第190委員会 共立出版 2017 9784320044531 技術・工学 技術・工学
メディアとICTの知的財産権 第2版（未来へつなぐデジタルシリーズ = Connection to the future with digital series 12） 菅野, 政孝 共立出版 2018 9784320124325 技術・工学 技術・工学

X線CT ―産業・理工学でのトモグラフィー実践活用― 戸田, 裕之 共立出版 2019 9784320082229 技術・工学 技術・工学
メタマテリアルのつくりかた ―光を曲げる「磁場」とベリー位相―（マグネティクス・イントロダクション 2） 冨田, 知志 共立出版 2019 9784320035720 技術・工学 技術・工学

New これならわかる工業熱力学 野底　武浩 近代科学社 2021 9784764960145 技術・工学 技術・工学

基礎工学セミナー ―量の理論/現象の論理と法則の構造をめぐる討論―第4版 高橋, 利衛 現代数学社 1979 9784768700617 技術・工学 技術・工学

図説基礎工学対話 ―どのようにして量は捉えられたか・その歴史と論理と人物と― 高橋, 利衛 現代数学社 1979 9784768700624 技術・工学 技術・工学

ものづくりの数学のすすめ ―技術革新をリードする現代数学活用法― 松谷, 茂樹 現代数学社 2017 9784768704646 技術・工学 技術・工学

プレップ知的財産法 （プレップシリーズ） 小泉, 直樹 弘文堂 2019 9784335313301 技術・工学 技術・工学

構造力学 （土木・環境系コアテキストシリーズ B-1） （※） 野村　卓史 コロナ社 2011 9784339056112 技術・工学 技術・工学

システム信頼性の数理 （シリーズ情報科学における確率モデル 7） 大鑄　史男 コロナ社 2019 9784339028379 技術・工学 技術・工学

メカトロニクス計測の基礎 改訂版（ロボティクスシリーズ 3） （※） 石井, 明 コロナ社 2020 9784339045109 技術・工学 技術・工学

水を燃やす技術 ―資源化装置で地球を救う― 倉田, 大嗣 三和書籍 2008 9784862510440 技術・工学 技術・工学

これからの環境エネルギー ―未来は地域で完結する小規模分散型社会― 鮎川, ゆりか 三和書籍 2015 9784862511812 技術・工学 技術・工学

ゾル-ゲル法のナノテクノロジーへの応用 作花, 済夫 シーエムシー出版 2005 9784882315377 技術・工学 技術・工学

エコバイオエネルギーの最前線 ―ゼロエミッション型社会を目指して― 植田, 充美 シーエムシー出版 2005 9784882315223 技術・工学 技術・工学
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バルク単結晶の最新技術と応用開発 福田, 承生 シーエムシー出版 2006 9784882315353 技術・工学 技術・工学
技術者のためのテクニカルライティング入門講座 ―生産性が向上し、相手に伝わる論理的な技術文書の書き方― 高橋　慈子 翔泳社 2018 9784798157191 技術・工学 技術・工学

品質コストの管理会計 梶原, 武久 中央経済社 2008 9784502282409 技術・工学 技術・工学

日米英企業の品質管理史 ―高品質企業経営の原点― 由井, 浩 中央経済社 2011 9784502682407 技術・工学 技術・工学

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 2001 9784130401777 技術・工学 技術・工学

エネルギー変換 新版 斎藤, 孝基 東京大学出版会 2006 9784130628273 技術・工学 技術・工学
New 科学社会学 松本, 三和夫 東京大学出版会 2021 9784130520294 技術・工学 技術・工学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

生産管理工学 ―理論と実際― 冨士, 明良 東京電機大学出版局 2009 9784501418106 技術・工学 技術・工学

シェール革命・米国最前線～そして日本は （週刊東洋経済eビジネス新書 No.03） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2013 技術・工学 技術・工学

ソーラーバブル崩壊 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.98） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2014 技術・工学 技術・工学

脱炭素マネー （週刊東洋経済eビジネス新書 No.260） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2018 技術・工学 技術・工学
New 「脱炭素化」はとまらない! ―未来を描くビジネスのヒント― 江田, 健二 成山堂書店 2020 9784425985210 技術・工学 技術・工学

New 米国の再生エネルギー革命 小林, 健一 日本経済評論社 2021 9784818825772 技術・工学 技術・工学

地域分散型エネルギーシステム 【スマホ・読上】 （※） 植田　和弘 日本評論社 2016 9784535558113 技術・工学 技術・工学

中国知財戦略 ―イノベーションの実態と知財プラクティス― 山田, 勇毅 白桃書房 2016 9784561256779 技術・工学 技術・工学
実務知的財産権と独禁法・海外競争法 ―技術標準化・パテントプールと知財ライセンスを中心として― 滝川, 敏明 法律文化社 2017 9784589038500 技術・工学 技術・工学

略語大辞典  第2版 加藤, 大典 丸善出版 2002 9784621049549 技術・工学 技術・工学

ニッポン技術者の使命 飯田, 汎 丸善出版 2005 9784621076682 技術・工学 技術・工学

技術の倫理学 （現代社会の倫理を考える 13） 村田, 純一 丸善出版 2006 9784621077351 技術・工学 技術・工学

計算シミュレーションと分析データ解析 （表面分析技術選書） 日本表面科学会 丸善出版 2008 9784621078808 技術・工学 技術・工学

エネルギーと環境の疑問Q&A50 ―数字でなっとく本質がわかる!― 笠原, 三紀夫 丸善出版 2008 9784621080108 技術・工学 技術・工学

ヒューマンエラー = Human error 第2版 小松原, 明哲 丸善出版 2008 9784621080573 技術・工学 技術・工学

ナノテクノロジー （化学マスター講座） 大嶌, 幸一郎 丸善出版 2010 9784621082607 技術・工学 技術・工学

技術者倫理日本の事例と考察 ―問題点と判断基準を探る― 田岡, 直規 丸善出版 2012 9784621085127 技術・工学 技術・工学

タイムアクシス・デザインの時代 ―世界一やさしい国のモノ・コトづくり― 松岡, 由幸 丸善出版 2012 9784621085714 技術・工学 技術・工学

ヒューマンエラー 第3版 小松原　明哲 丸善出版 2019 9784621304358 技術・工学 技術・工学

デザイン科学事典 日本デザイン学会 丸善出版 2019 9784621303771 技術・工学 技術・工学

丸善金属質量表 第3版 （※） 菱田, 博俊 丸善出版 2020 9784621304792 技術・工学 技術・工学
グローバル企業の知財戦略 ―米国特許訴訟・輸出管理法・知財デュー・デリジェンスがよくわかる― 岸本, 芳也 丸善出版 2020 9784621304815 技術・工学 技術・工学

はり要素で解く構造動力学 ―建物の崩壊解析からロボット機構の制御まで― 磯部, 大吾郎 丸善出版 2020 9784621305447 技術・工学 技術・工学

熱量測定・熱分析ハンドブック 第3版 日本熱測定学会 丸善出版 2020 9784621305072 技術・工学 技術・工学

熱量測定・熱分析ハンドブック 第3版 日本熱測定学会 丸善出版 2020 9784621305072 技術・工学 技術・工学
New 工業力学 第4版 青木 弘 森北出版 2021 9784627610255 技術・工学 技術・工学

国際特許管理の日本的展開 ―GEと東芝の提携による生成と発展― 西村　成弘 有斐閣 2016 9784641164819 技術・工学 技術・工学

入門知的財産法 平嶋, 竜太 有斐閣 2016 9784641144811 技術・工学 技術・工学

知的財産法入門 第2版 茶園, 成樹 有斐閣 2017 9784641144989 技術・工学 技術・工学

知的財産法 第8版（有斐閣アルマ Specialized） 角田, 政芳 有斐閣 2017 9784641220904 技術・工学 技術・工学

標準特許法 第6版 高林, 龍 有斐閣 2017 9784641243064 技術・工学 技術・工学

特許法 第2版 茶園, 成樹 有斐閣 2017 9784641243019 技術・工学 技術・工学

知的財産法 （Legal quest） 愛知, 靖之 有斐閣 2018 9784641179363 技術・工学 技術・工学

商標法 = Trademark law 第2版 茶園, 成樹 有斐閣 2018 9784641243118 技術・工学 技術・工学

知財の理論 = A theory of intellectual property 田村, 善之 有斐閣 2019 9784641243255 技術・工学 技術・工学

特許判例百選 第5版（別冊ジュリスト no. 244） 小泉　直樹 有斐閣 2019 9784641115446 技術・工学 技術・工学

知的財産法 第9版（有斐閣アルマ　Specialized） 角田 政芳 有斐閣 2020 9784641221666 技術・工学 技術・工学

キットではじめる3Dプリンタ自作入門 吹田　智章 ラトルズ 2019 9784899774914 技術・工学 技術・工学
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地盤の液状化 ―発生原理と予測・影響・対策― 石原, 研而 朝倉書店 2017 9784254261707 技術・工学 技術・工学

持続可能な開発目標と国際貢献 ―フィールドから見たSDGs― 北脇, 秀敏 朝倉書店 2017 9784254180534 技術・工学 技術・工学

地盤と地盤震動 ―観測から数値解析まで― 盛川　仁 朝倉書店 2019 9784254261721 技術・工学 技術・工学

演習環境リスクを計算する 中西　準子 岩波書店 2003 9784000224376 技術・工学 技術・工学

戦後日本公害史論 宮本, 憲一 岩波書店 2014 9784000259842 技術・工学 技術・工学

絵とき水理学 改訂4版 （※） 粟津　清蔵 オーム社 2018 9784274222504 技術・工学 技術・工学

環境科学入門 ―地球と人類の未来のために―第2版 川合, 真一郎 化学同人 2018 9784759819403 技術・工学 技術・工学
海洋プラスチックごみ問題の真実 ―マイクロプラスチックの実態と未来予測―（DOJIN選書 86） 磯辺, 篤彦 化学同人 2020 9784759816860 技術・工学 技術・工学

まちづくりデザインゲーム 佐藤, 滋 学芸出版社 2005 9784761531270 技術・工学 技術・工学

まちづくり協議会とまちづくり提案 久保　光弘 学芸出版社 2005 9784761523695 技術・工学 技術・工学

高さ制限とまちづくり 大澤, 昭彦 学芸出版社 2014 9784761532109 技術・工学 技術・工学

アーバニズムのいま （SD選書 271） 槇 文彦 鹿島出版会 2020 9784306052710 技術・工学 技術・工学

治水の名言 ―水災害頻発、先人の知恵に学ぶ― 竹林　征三 鹿島出版会 2020 9784306094512 技術・工学 技術・工学

忍び寄る震災アスベスト ―阪神・淡路と東日本― 中部, 剛 かもがわ出版 2014 9784780306835 技術・工学 技術・工学

震災救命工学 = Lifesaving earthquake engineering 高田, 至郎 共立出版 2014 9784320077133 技術・工学 技術・工学

実践耐震工学 第2版 大塚, 久哲 共立出版 2017 9784320074354 技術・工学 技術・工学

土質力学の基礎とその応用 石橋, 勲 共立出版 2017 9784320074361 技術・工学 技術・工学

都市の計画と設計 第3版 宇於崎, 勝也 共立出版 2017 9784320077188 技術・工学 技術・工学
生態学と化学物質とリスク評価 （共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 18） 加茂, 将史 共立出版 2017 9784320009172 技術・工学 技術・工学

環境経済学の政策デザイン ―資源循環・低炭素・自然共生― 細田, 衛士 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426007 技術・工学 技術・工学

哲学は環境問題に使えるのか ―環境プラグマティズムの挑戦― アンドリュー・ライト 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426120 技術・工学 技術・工学
New 生態系減災Eco-DRR ―自然を賢く活かした防災・減災― 一ノ瀬, 友博 慶應義塾大学出版会 2021 9784766427172 技術・工学 技術・工学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

環境政策と一般均衡 鷲田　豊明 勁草書房 2004 9784326502578 技術・工学 技術・工学

生物多様性というロジック ―環境法の静かな革命― 及川, 敬貴 勁草書房 2010 9784326602315 技術・工学 技術・工学

初心者のための環境評価入門 栗山　浩一 勁草書房 2013 9784326503728 技術・工学 技術・工学

恐怖の法則 ―予防原則を超えて― キャス・サンスティーン 勁草書房 2015 9784326154357 技術・工学 技術・工学

ブックガイド環境倫理 ―基本書から専門書まで― 吉永, 明弘 勁草書房 2017 9784326603008 技術・工学 技術・工学

未来の環境倫理学 吉永, 明弘 勁草書房 2018 9784326603053 技術・工学 技術・工学
New サーキュラーエコノミー ―循環経済がビジネスを変える― 梅田, 靖 勁草書房 2021 9784326550852 技術・工学 技術・工学

日本の都市環境デザイン 2 : 北陸・中部・関西編 （造景双書） 都市環境デザイン会議 建築資料研究社 2002 9784874607756 技術・工学 技術・工学

日本の都市環境デザイン 1 : 北海道・東北・関東編 （造景双書） 都市環境デザイン会議 建築資料研究社 2003 9784874607749 技術・工学 技術・工学

日本の都市環境デザイン 3 : 中国・四国・九州・沖縄編 （造景双書） 都市環境デザイン会議 建築資料研究社 2003 9784874607763 技術・工学 技術・工学

復興まちづくりの時代 ―震災から誕生した次世代戦略―（造景双書） 佐藤, 滋 建築資料研究社 2006 9784874609149 技術・工学 技術・工学
地球をめぐる不都合な物質 ―拡散する化学物質がもたらすもの―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2097） （※） 日本環境化学会 講談社 2019 9784065163931 技術・工学 技術・工学

環境法 第5版 （※） 北村, 喜宣 弘文堂 2020 9784335358364 技術・工学 技術・工学

コンクリート構造学 （土木・環境系コアテキストシリーズ B-3） （※） 宇治　公隆 コロナ社 2012 9784339056136 技術・工学 技術・工学

建築・空間・災害 （リスク工学シリーズ 10） 村尾, 修 コロナ社 2013 9784339079302 技術・工学 技術・工学

沿岸域工学 （土木・環境系コアテキストシリーズ D-4） （※） 川崎　浩司 コロナ社 2013 9784339056303 技術・工学 技術・工学

土木計画学 （土木・環境系コアテキストシリーズ E-1） （※） 奥村　誠 コロナ社 2014 9784339056341 技術・工学 技術・工学

電磁波訴訟の判例と理論 ―米国の現状と日本の展望― 永野, 秀雄 三和書籍 2008 9784862510297 技術・工学 技術・工学

環境と法 ―国際法と諸外国法制の論点― 永野, 秀雄 三和書籍 2010 9784862510839 技術・工学 技術・工学

階上都市 ―津波被災地域を救う街づくり― 阿部, 寧 三和書籍 2016 9784862512093 技術・工学 技術・工学

これからどうする原発問題 ―脱原発がベスト・チョイスでしょう― 安藤, 顕 三和書籍 2016 9784862512055 技術・工学 技術・工学

水処理・水浄化・水ビジネスの市場 [2003] シーエムシー出版　編集部 シーエムシー出版 2003 9784882314042 技術・工学 技術・工学

パリ流環境社会への挑戦 ―モビリティ・ライフスタイル・まちづくり― 森口, 将之 鹿島出版会 2009 9784306072695 技術・工学 技術・工学



　※　2021.11　追加タイトル：Newの表示あり

ebook list <Maruzen eBook Library> 111/152

No. 書名 著編者名 出版社名 出版年 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分) 備考

フランスの環境都市を読む ―地球環境を都市計画から考える― 和田, 幸信 鹿島出版会 2014 9784306073074 技術・工学 技術・工学

交通まちづくり ―地方都市からの挑戦― 原田, 昇 鹿島出版会 2015 9784306073159 技術・工学 技術・工学

事例からみた水害リスクの減災力 末次, 忠司 鹿島出版会 2016 9784306094451 技術・工学 技術・工学

日本の防災、世界の災害 ―日本の経験と知恵を世界の防災に生かす― 石渡, 幹夫 鹿島出版会 2016 9784306094444 技術・工学 技術・工学

まちづくり教書 佐藤, 滋 鹿島出版会 2017 9784306073333 技術・工学 技術・工学

世界の橋並み ―地域景観をつくる橋― 松村, 博 鹿島出版会 2017 9784306024854 技術・工学 技術・工学

物語日本の治水史 竹林, 征三 鹿島出版会 2017 9784306094475 技術・工学 技術・工学

まちづくり図解 佐藤, 滋 鹿島出版会 2017 9784306073371 技術・工学 技術・工学

都市計画変革論 ―ポスト都市化時代の始まり― 小林, 敬一 鹿島出版会 2017 9784306073319 技術・工学 技術・工学

City with a hidden past 槙, 文彦 鹿島出版会 2018 9784306046610 技術・工学 技術・工学

明石海峡大橋 ―夢を実現し、さらなるロマンを追う―新版 島田, 喜十郎 鹿島出版会 2018 9784306094499 技術・工学 技術・工学

道路橋の補修・補強計算例 3 補修・補強計算例III編集委員会 鹿島出版会 2018 9784306024960 技術・工学 技術・工学

時間の中のまちづくり ―歴史的な環境の意味を問いなおす― 黒石, いずみ 鹿島出版会 2019 9784306073524 技術・工学 技術・工学

人口減少時代のまちづくり ―21世紀=縮小型都市計画のすすめ―（現代自治選書） 中山, 徹 自治体研究社 2010 9784880375540 技術・工学 技術・工学

公害とはなにか （J・JECブックレット : J・JEC環境シリーズ 1） 戒能, 通孝 実教出版 1994 9784407029529 技術・工学 技術・工学

いま環境研究に期待すること （J・JECブックレット : J・JEC環境シリーズ 2） 鈴木, 武夫 実教出版 1994 9784407029536 技術・工学 技術・工学

地球環境問題入門 （J・JECブックレット : J・JEC環境シリーズ 3） 和田, 武 実教出版 1994 9784407029505 技術・工学 技術・工学
自然と人との共生を考える ―ラムサール条約と世界遺産条約の求めるもの : シンポジウム―（J・JECブックレット : J・JEC環境シリーズ 5） 加藤, 陸奥雄 実教出版 1994 9784407029550 技術・工学 技術・工学
環境基本法を考える ―JEC主催/専門家・市民シンポジウムの記録および関係資料集―（J-JEC環境叢書シリーズ 1） 日本環境会議 実教出版 1994 9784407029512 技術・工学 技術・工学

慢性水俣病・何が病像論なのか （J-JEC環境叢書シリーズ 3） 原田, 正純 実教出版 1994 9784407029574 技術・工学 技術・工学

地球環境と国際法 （J・JECブックレット : J・JEC環境シリーズ 6） 磯崎, 博司 実教出版 1995 9784407029611 技術・工学 技術・工学

変えてみませんかまちづくり （J-JEC環境叢書シリーズ 5） 日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会 実教出版 1995 9784407029604 技術・工学 技術・工学

環境政策の国際化 （J-JEC環境叢書シリーズ 6） 宮本, 憲一 実教出版 1995 9784407029666 技術・工学 技術・工学

川と開発を考える ―ダム建設の時代は終わったか―（J-JEC環境叢書シリーズ 7） 日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会 実教出版 1995 9784407029673 技術・工学 技術・工学

世界の湖沼保全 ―琵琶湖からの旅―（J-JEC環境叢書シリーズ 8） 若山, 茂樹 実教出版 1995 9784407029680 技術・工学 技術・工学

都市になぜ農地が必要か （J・JECブックレット : J・JEC環境シリーズ 7） 進士, 五十八 実教出版 1996 9784407029628 技術・工学 技術・工学

環境保全型社会への日本の選択 [Vol.1] 1999-2000 （環境展望） 日本科学者会議公害環境問題研究委員会 実教出版 1999 9784407029697 技術・工学 技術・工学

環境保全型社会への日本の選択 Vol.2 （環境展望） 日本科学者会議公害環境問題研究委員会 実教出版 2002 9784407029765 技術・工学 技術・工学

サステイナブル社会への日本の選択 [1] （環境展望 vol. 3） 日本科学者会議公害環境問題研究委員会「環境展望」編集委員会 実教出版 2003 9784407303537 技術・工学 技術・工学

サステイナブル社会への日本の選択 [2] （環境展望 vol. 4） 日本科学者会議公害環境問題研究委員会「環境展望」編集委員会 実教出版 2005 9784407308105 技術・工学 技術・工学

地球温暖化、環境汚染を克服しうる社会 （環境展望 Vol.5） 日本科学者会議公害環境問題研究委員会「環境展望」編集委員会 実教出版 2007 9784407313529 技術・工学 技術・工学

環境科学 改訂版（専門基礎ライブラリー） 泉, 克幸 実教出版 2014 9784407332452 技術・工学 技術・工学

環境工学 （Professional engineer library） 山崎, 慎一 実教出版 2017 9784407340303 技術・工学 技術・工学

東京のまちづくり ―近代都市はどうつくられたか―（建築の絵本） 藤森, 照信 彰国社 1986 9784395270255 技術・工学 技術・工学

まちづくりの新潮流 ―コンパクトシティ/ニューアーバニズム/アーバンビレッジ― 松永, 安光 彰国社 2005 9784395006632 技術・工学 技術・工学

地域づくりの新潮流 ―スローシティ/アグリツーリズモ/ネットワーク― 松永, 安光 彰国社 2007 9784395010035 技術・工学 技術・工学

建築史に何ができるか ―町並み調査と町づくり― 西, 和夫 彰国社 2008 9784395010103 技術・工学 技術・工学
それでも、「木密」に住み続けたい! ―路地裏で安全に暮らすための防災まちづくりの極意― 後藤, 治 彰国社 2009 9784395012138 技術・工学 技術・工学

まち路地再生のデザイン ―路地に学ぶ生活空間の再生術― 宇杉, 和夫 彰国社 2010 9784395010219 技術・工学 技術・工学

まちを再生する99のアイデア ―商店街活性化から震災復興まで― 柴崎, 恭秀 彰国社 2012 9784395029013 技術・工学 技術・工学

環境紛争と合意の社会学 ―NIMBY (ニンビィ) が問いかけるもの― 土屋, 雄一郎 世界思想社教学社 2008 9784790713197 技術・工学 技術・工学

14年目の訪問 ―森永ひ素ミルク中毒追跡調査の記録― 復刻版 森永ミルク中毒事後調査の会 せせらぎ出版 1988 9784915655166 技術・工学 技術・工学

忘れてはならない環境ホルモンの恐怖 ―子どもたちの未来を守るために― 三好, 恵真子 大学教育出版 2003 9784887305458 技術・工学 技術・工学

環境の世紀をどう生きるか ―環境倫理学入門― 青木, 克仁 大学教育出版 2010 9784887309852 技術・工学 技術・工学

新しい上下水道事業 ―再構築と産業化― 山本　哲三 中央経済社 2018 9784502270413 技術・工学 技術・工学
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老舗企業の存続メカニズム ―宮大工企業のビジネスシステム― 曽根, 秀一 中央経済社 2019 9784502299810 技術・工学 技術・工学

環境政策の変遷 ―環境リスクと環境マネジメント― 勝田, 悟 中央経済社 2019 9784502321115 技術・工学 技術・工学

環境政策の変貌 ―地球環境の変化と持続可能な開発目標― 勝田, 悟 中央経済社 2020 9784502321214 技術・工学 技術・工学

自然保護学入門 ―ひとと自然をつなぐ― 筑波大学自然保護寄附講座 筑波大学出版会 2018 9784904074503 技術・工学 技術・工学

プラスチックの現実と未来へのアイデア ―みんなで考えたい― 高田 秀重 東京書籍 2019 9784487812608 技術・工学 技術・工学

飲み水の危機 （UP選書 61） 石橋, 多聞 東京大学出版会 1970 9784130050616 技術・工学 技術・工学

公害犯罪 （UP選書 138） 藤木, 英雄 東京大学出版会 1975 9784130060387 技術・工学 技術・工学

フロン ―地球を蝕む物質―（UP選書 263） 富永, 健 東京大学出版会 1990 9784130020633 技術・工学 技術・工学

里山の環境学 武内, 和彦 東京大学出版会 2001 9784130603010 技術・工学 技術・工学

環境システム工学 ―循環型社会のためのライフサイクルアセスメント― 足立, 芳寛 東京大学出版会 2004 9784130628082 技術・工学 技術・工学

風景のなかの環境哲学 桑子, 敏雄 東京大学出版会 2005 9784130130240 技術・工学 技術・工学

町並み保存運動の論理と帰結 ―小樽運河問題の社会学的分析― 堀川, 三郎 東京大学出版会 2018 9784130561143 技術・工学 技術・工学

日本の道路政策 ―経済学と政治学からの分析― 太田, 和博 東京大学出版会 2020 9784130402880 技術・工学 技術・工学

コンパクトシティのアーバニズム ―コンパクトなまちづくり,富山の経験― 中島, 直人 東京大学出版会 2020 9784130611404 技術・工学 技術・工学
New 洪水と確率 ―基本高水をめぐる技術と社会の近代史― 中村, 晋一郎 東京大学出版会 2021 9784130688017 技術・工学 技術・工学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

入門テキスト環境とエネルギーの経済学 大守, 隆 東洋経済新報社 2016 9784492314876 技術・工学 技術・工学
New FOOTPRINTS ―未来から見た私たちの痕跡― デイビッド・ファリアー 東洋経済新報社 2021 9784492800911 技術・工学 技術・工学

循環型社会づくりと医療廃棄物 清水, 嘉与子 日本看護協会出版会 2001 9784818008458 技術・工学 技術・工学

シチズンシップと環境 アンドリュー・ドブソン 日本経済評論社 2006 9784818819085 技術・工学 技術・工学

都市モデル論序説 竹内, 光博 日本経済評論社 2007 9784818819580 技術・工学 技術・工学

再開発は誰のためか ―住民不在の都市再生― 岩見, 良太郎 日本経済評論社 2016 9784818824478 技術・工学 技術・工学

本業と一体化した環境経営 金, 恵珍 白桃書房 2017 9784561256878 技術・工学 技術・工学

環境経営とイノベーション ―経済と環境の調和を求めて― 所, 伸之 文眞堂 2017 9784830949395 技術・工学 技術・工学
レイチェル・カーソンに学ぶ現代環境論 ―アクティブ・ラーニングによる環境教育の試み― 嘉田, 由紀子 法律文化社 2017 9784589038753 技術・工学 技術・工学

公害・環境訴訟講義 吉村, 良一 法律文化社 2018 9784589039446 技術・工学 技術・工学

はじめての環境学 新版 北川, 秀樹 法律文化社 2018 9784589038920 技術・工学 技術・工学

環境ガバナンスの政治学 ―脱原発とエネルギー転換― 坪郷, 實 法律文化社 2018 9784589039088 技術・工学 技術・工学

18歳からはじめる環境法 第2版（From 18） 大塚, 直 法律文化社 2018 9784589038838 技術・工学 技術・工学

環境と健康 続 ―誤解・常識・非常識― 安井, 至 丸善出版 2003 9784621071410 技術・工学 技術・工学

環境の倫理学 （現代社会の倫理を考える 11） 山内, 廣隆 丸善出版 2003 9784621072073 技術・工学 技術・工学

新・環境倫理学のすすめ （丸善ライブラリー） 加藤, 尚武 丸善出版 2005 9784621053737 技術・工学 技術・工学

まちづくりの百科事典 似田貝, 香門 丸善出版 2008 9784621080047 技術・工学 技術・工学

環境リスク再考 ―化学物質のリスクを制御する新体系― 鈴木, 規之 丸善出版 2009 9784621081839 技術・工学 技術・工学

ごみ見える化 ―有料化で推進するごみ減量― 山谷, 修作 丸善出版 2010 9784621082515 技術・工学 技術・工学

廃棄物安全処理・リサイクルハンドブック 藤吉, 秀昭 丸善出版 2010 9784621082737 技術・工学 技術・工学

放射性核種の海洋拡散予測解析 和田, 明 丸善出版 2012 9784621085882 技術・工学 技術・工学

ごみ減量 ―全国自治体の挑戦― 服部, 美佐子 丸善出版 2013 9784621082980 技術・工学 技術・工学

風景にさわる ―ランドスケープデザインの思考法― 長谷川, 浩己 丸善出版 2017 9784621302040 技術・工学 技術・工学

環境経済・政策学事典 環境経済・政策学会 丸善出版 2018 9784621302927 技術・工学 技術・工学

Lime3 ―グローバルスケールのLCAを実現する環境影響評価手法― 伊坪, 徳宏 丸善出版 2018 9784621303221 技術・工学 技術・工学

科学的に見るSDGs時代のごみ問題 松藤, 敏彦 丸善出版 2019 9784621304716 技術・工学 技術・工学

ごみ減量政策 ―自治体ごみ減量手法のフロンティア― 山谷, 修作 丸善出版 2020 9784621305508 技術・工学 技術・工学
New 環境倫理学のすすめ 増補新版 加藤, 尚武 丸善出版 2020 9784621305867 技術・工学 技術・工学

New 新・環境倫理学のすすめ 増補新版 加藤, 尚武 丸善出版 2020 9784621305874 技術・工学 技術・工学

土質力学入門 第2版 三田地, 利之 森北出版 2020 9784627464025 技術・工学 技術・工学
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New 海岸工学 ―よくわかる海岸と港湾― 柴山, 知也 森北出版 2021 9784627496613 技術・工学 技術・工学

環境法basic = Essentials of environmental law 第2版 大塚, 直 有斐閣 2016 9784641137547 技術・工学 技術・工学

環境経済学をつかむ 第3版（Textbooks tsukamu） 栗山, 浩一 有斐閣 2016 9784641177246 技術・工学 技術・工学

県都物語 ―47都心空間の近代をあるく― 西村, 幸夫 有斐閣 2018 9784641165168 技術・工学 技術・工学

環境法判例百選 第3版（別冊ジュリスト no. 240(54巻4号)） 大塚, 直 有斐閣 2018 9784641115408 技術・工学 技術・工学

環境法 第2版（有斐閣ストゥディア） 北村, 喜宣 有斐閣 2019 9784641150638 技術・工学 技術・工学

地域から考える環境と経済 ―アクティブな環境経済学入門―（有斐閣ストゥディア） 八木, 信一 有斐閣 2019 9784641150676 技術・工学 技術・工学

環境条約交渉の政治学 ―なぜ水俣条約は合意に至ったのか― 宇治, 梓紗 有斐閣 2019 9784641149328 技術・工学 技術・工学

環境法入門 第4版（有斐閣アルマ Basic） 交告 尚史 有斐閣 2020 9784641221628 技術・工学 技術・工学
New 自治体環境行政の基礎 （地方自治・実務入門シリーズ） （※） 筑紫, 圭一 有斐閣 2020 9784641227927 技術・工学 技術・工学

公園の誕生 （歴史文化ライブラリー 157） 小野, 良平 吉川弘文館 2003 9784642055574 技術・工学 技術・工学

帝国日本と植民地都市 （歴史文化ライブラリー 174） 橋谷, 弘 吉川弘文館 2004 9784642755740 技術・工学 技術・工学

危機の都市史 ―災害・人口減少と都市・建築― 「都市の危機と再生」研究会 吉川弘文館 2019 9784642038843 技術・工学 技術・工学

写真で巡る世界の街並・世界遺産 伊藤　清忠 技報堂出版 2013 9784765544733 技術・工学 技術・工学
New 外との新しいつながりをもった住まい （日本建築学会設計競技優秀作品集 2020年度） 日本建築学会 技報堂出版 9784765526197 技術・工学 技術・工学

東日本大震災と環境汚染 ―アースドクターの診断―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 19） 香村, 一夫 早稲田大学出版部 2012 9784657123060 技術・工学 技術・工学
災害に強い社会をつくるために ―科学者の役割・大学の使命―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 22） 鎌田, 薫 早稲田大学出版部 2012 9784657123152 技術・工学 技術・工学
復興まちづくりに文化の風を ―日中共同ワークショップの試み―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 033） 中川, 武 早稲田大学出版部 2013 9784657133076 技術・工学 技術・工学

都市空間のデザイン ―歴史のなかの建築と都市― 大谷　幸夫 岩波書店 2012 9784000258265 技術・工学 技術・工学

木造3階建て （エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 18） 齊藤, 年男 エクスナレッジ 2010 9784767809533 技術・工学 技術・工学
マンション大規模修繕 （エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 20） マンション大規模修繕研究会 エクスナレッジ 2010 9784767809038 技術・工学 技術・工学
木造耐震診断 （エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 21） 保坂, 貴司 エクスナレッジ 2010 9784767809021 技術・工学 技術・工学
建築計画 住宅編 （エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 24） 樋口, 善信 エクスナレッジ 2010 9784767808949 技術・工学 技術・工学

木材 （エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : キーワードで学ぶ 25） 木の研究会 エクスナレッジ 2010 9784767810591 技術・工学 技術・工学

左官 （エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : キーワードで学ぶ 26） 原田, 宗亮 エクスナレッジ 2011 9784767810959 技術・工学 技術・工学
住宅「企画・マネー・法規」 ―住宅アドバイザー入門―（エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 27） 田村, 誠邦 エクスナレッジ 2011 9784767810997 技術・工学 技術・工学

茶室設計 （エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 30） 桐浴, 邦夫 エクスナレッジ 2011 9784767810560 技術・工学 技術・工学
確認申請 木造住宅編 （エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 33） ビューローベリタスジャパン建築認証事業本部 エクスナレッジ 2011 9784767811284 技術・工学 技術・工学

電気設備 （エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 34） 河内, 孝夫 エクスナレッジ 2012 9784767812717 技術・工学 技術・工学
給排水衛生設備 （エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 36） 前島, 健 エクスナレッジ 2012 9784767812557 技術・工学 技術・工学

断熱 （エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 38） 本間, 義規 エクスナレッジ 2012 9784767813585 技術・工学 技術・工学
仕上げ材 内装編 （エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 105のキーワードで学ぶ 39） 汎用技術調査室 エクスナレッジ 2012 9784767812175 技術・工学 技術・工学
木造住宅 増補改訂カラー版（エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 01） 関谷, 真一 エクスナレッジ 2013 9784767815367 技術・工学 技術・工学
木構造 増補改訂カラー版（エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 03） 山辺, 豊彦 エクスナレッジ 2013 9784767815107 技術・工学 技術・工学
建築設備 増補改訂カラー版（エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 07） 檀上, 新 エクスナレッジ 2013 9784767815480 技術・工学 技術・工学
建築材料 増補改訂カラー版（エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 08） area045『建築材料』編纂チーム エクスナレッジ 2013 9784767815558 技術・工学 技術・工学
木造住宅 監理編 増補改訂カラー版（エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 109のキーワードで学ぶ 09） 安水, 正 エクスナレッジ 2013 9784767815794 技術・工学 技術・工学
2×4 (ツーバイフォー) 住宅 増補改訂カラー版（エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 17） 大浦, 修二 エクスナレッジ 2013 9784767816173 技術・工学 技術・工学
自然材料 増補改訂カラー版（エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 22） 落合, 伸光 エクスナレッジ 2013 9784767816128 技術・工学 技術・工学
建築入門 増補改訂カラー版（エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 23） 小平, 惠一 エクスナレッジ 2013 9784767816081 技術・工学 技術・工学
リフォーム 増補改訂カラー版（エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 37） 田園都市建築家の会 エクスナレッジ 2013 9784767816371 技術・工学 技術・工学
エコ住宅 改訂版（エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 29） ソフトユニオン エクスナレッジ 2014 9784767818368 技術・工学 技術・工学
住宅性能評価 増補改訂版（エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : キーワードで学ぶ 31） ビューローベリタスジャパン建築認証事業本部 エクスナレッジ 2015 9784767819884 技術・工学 技術・工学
インテリア 最新改訂版（エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 15） 和田, 浩一 エクスナレッジ 2016 9784767822228 技術・工学 技術・工学
建築基準法 最新法改正対応版（エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 113のキーワードで学ぶ 12） 谷村, 広一 エクスナレッジ 2017 9784767823744 技術・工学 技術・工学
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省エネ法 平成29年施行建築物省エネ法規制措置完全対応版（エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : キーワードで学ぶ 32） ビューローベリタスジャパン建築認証事業本部 エクスナレッジ 2017 9784767823256 技術・工学 技術・工学

図解建築設備の知識 改訂3版 （※） 建築設備の知識編集委員会 オーム社 2018 9784274222832 技術・工学 技術・工学

建築用語図鑑 日本篇 （※） 中山, 繁信 オーム社 2019 9784274223624 技術・工学 技術・工学

建築用語図鑑 西洋篇 （※） 杉本, 龍彦 オーム社 2020 9784274225734 技術・工学 技術・工学
New 計算の基本から学ぶ建築構造力学 改訂2版 （※） 上田, 耕作 オーム社 2020 9784274226175 技術・工学 技術・工学

New 図解建築計画の知識 （※） 建築計画の知識編集委員会 オーム社 2020 9784274226168 技術・工学 技術・工学

日本建築  新訂 渋谷, 五郎 学芸出版社 2009 9784761540883 技術・工学 技術・工学

実証・仮設住宅 ―東日本大震災の現場から― 大水, 敏弘 学芸出版社 2013 9784761525569 技術・工学 技術・工学
New 図説やさしい建築施工 改訂版 松本　進 学芸出版社 2020 9784761532673 技術・工学 技術・工学

五十八さんの数寄屋 藤森照信 鹿島出版会 2020 9784306046771 技術・工学 技術・工学

建築応用力学 新版 小野, 薫 共立出版 2018 9784320077195 技術・工学 技術・工学

住宅デザインの実際 ―進化する間取り/外断熱住宅― 黒沢, 和隆 共立出版 2018 9784320077201 技術・工学 技術・工学

造形力学 （造形ライブラリー 07） 森迫, 清貴 共立出版 2018 9784320076822 技術・工学 技術・工学

建築修復学 ―論より実践―（造形ライブラリー 08） 後藤　治 共立出版 2019 9784320076839 技術・工学 技術・工学

登録有形文化財 ―保存と活用からみえる新たな地域のすがた― 佐滝, 剛弘 勁草書房 2017 9784326248469 技術・工学 技術・工学

高須賀晋住宅作品集 ―シンプルと「いき」と― 高須賀, 晋 建築思潮研究所 1992 9784874603611 技術・工学 技術・工学

住まいの探究 ―増沢洵 : 1952-1989― 増沢, 洵 建築資料研究社 1992 9784874603307 技術・工学 技術・工学

サウナをつくろう ―設計と入浴法のすべて― 沼尻, 良 建築資料研究社 1992 9784874603512 技術・工学 技術・工学

家づくりから町づくりへ ―吉田桂二の仕事― 吉田, 桂二 建築資料研究社 1992 9784874603499 技術・工学 技術・工学

住まいの伝統技術 安藤, 邦広 建築資料研究社 1995 9784874604557 技術・工学 技術・工学

建築と庭 ―西澤文隆「実測図」集― 西沢, 文隆 建築資料研究社 1997 9784874605158 技術・工学 技術・工学

健康な住まいへの道 ―バウビオロギーとバウエコロジー― ホルガー・ケーニッヒ 建築資料研究社 2000 9784874606759 技術・工学 技術・工学

健康な住まいづくりハンドブック ―ひと・環境計画― 石原, 知久 建築資料研究社 2001 9784874607398 技術・工学 技術・工学
New 高齢者居住施設 （[新]建築設計資料 2） 建築思潮研究所 建築資料研究社 2020 9784863587137 技術・工学 技術・工学

ジョージアの歴史建築 ―カフカースのキリスト教建築美術― ヴァフタング・ベリゼ 彩流社 2018 9784779125362 技術・工学 技術・工学

新・住宅論 （放送大学叢書 050） 難波　和彦 左右社 2020 9784865282849 技術・工学 技術・工学

住宅改修アセスメントのすべて ―介護保険「理由書」の書き方・使い方マニュアル― 加島, 守 三和書籍 2009 9784862510648 技術・工学 技術・工学
バリアフリー住宅読本 ―必携実例でわかる福祉住環境 : 高齢者の自立を支援する住環境デザイン―改訂新版 高齢者住環境研究所 三和書籍 2016 9784862511904 技術・工学 技術・工学

建築基準法の耐震・構造規定と構造力学 第2版 石山, 祐二 三和書籍 2016 9784862511775 技術・工学 技術・工学

耐震規定と構造動力学 ―建築構造を知るための基礎知識―新版 石山, 祐二 三和書籍 2018 9784862513144 技術・工学 技術・工学

建築設計学講義 岡河, 貢 鹿島出版会 2017 9784306046504 技術・工学 技術・工学
鋼モルタル板を用いた座屈拘束ブレース = Buckling-restrained brace using steel mortar planks;BRBSM 岩田, 衛 鹿島出版会 2018 9784306033849 技術・工学 技術・工学

建築設計のための構造力学 ―建築構造技術の基礎― 高畠, 秀雄 鹿島出版会 2018 9784306033856 技術・工学 技術・工学

建築を見つめて、都市に見つめられて 石田, 潤一郎 鹿島出版会 2018 9784306046627 技術・工学 技術・工学

耐震工学 川島, 一彦 鹿島出版会 2019 9784306024977 技術・工学 技術・工学

基礎からわかる建築材料と維持管理の知識 小林, 敏男 鹿島出版会 2019 9784306033863 技術・工学 技術・工学

建築法規概論 改訂版（First stageシリーズ 建築・土木） 大村, 謙二郎 実教出版 2019 9784407348323 技術・工学 技術・工学

日本人のすまい ―住居と生活の歴史―（建築の絵本） 稲葉, 和也 彰国社 1983 9784395270217 技術・工学 技術・工学

日本建築のかたち ―生活と建築造形の歴史―（建築の絵本） 西, 和夫 彰国社 1983 9784395270224 技術・工学 技術・工学

和英建築用語表現辞典 星野, 和弘 彰国社 1988 9784395100071 技術・工学 技術・工学

日本の町並み探求 ―伝統・保存とまちづくり―（建築の絵本） 吉田, 桂二 彰国社 1988 9784395270279 技術・工学 技術・工学

建築大辞典 第2版, 普及版 彰国社 彰国社 1993 9784395100156 技術・工学 技術・工学

建築は詩 ―建築家吉村順三のことば100― 吉村, 順三 彰国社 2005 9784395007622 技術・工学 技術・工学

手で練る建築デザイン 中山, 繁信 彰国社 2006 9784395007332 技術・工学 技術・工学

風景の狩人 ―建築家の視野― 鈴木, 恂 彰国社 2006 9784395005482 技術・工学 技術・工学
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住まいの境界を読む ―人・場・建築のフィールドノート― 新版 篠原, 聡子 彰国社 2008 9784395010066 技術・工学 技術・工学

勝手にパース検定 中山, 繁信 彰国社 2008 9784395008735 技術・工学 技術・工学

ゼロからはじめる「RC造建築」入門 原口, 秀昭 彰国社 2008 9784395007929 技術・工学 技術・工学

宮大工西岡常一の遺言 【スマホ・読上】 山崎, 佑次 彰国社 2008 9784395010073 技術・工学 技術・工学

建築史から何が見えるか ―日本文化の美と心― 西, 和夫 彰国社 2009 9784395010110 技術・工学 技術・工学

敷地に負けるな!狭小住宅 井上, 搖子 彰国社 2009 9784395006540 技術・工学 技術・工学

耐震設計ってなんだろう 深澤, 義和 彰国社 2009 9784395010196 技術・工学 技術・工学

ゼロからはじめる「木造建築」入門 原口, 秀昭 彰国社 2009 9784395010141 技術・工学 技術・工学

階段がわかる本 中山, 繁信 彰国社 2010 9784395009084 技術・工学 技術・工学

ゼロからはじめる建築の「設備」教室 原口, 秀昭 彰国社 2010 9784395010226 技術・工学 技術・工学

住宅の設計監理50の心得 ―若き建築家・法律家に贈る― 住宅の設計監理研究会 彰国社 2011 9784395012176 技術・工学 技術・工学

ゼロからはじめる「S造建築」入門 原口, 秀昭 彰国社 2011 9784395010264 技術・工学 技術・工学

子育て世代の安心・安全住宅 ―データで納得― 住まいの安全を考える会 彰国社 2012 9784395012169 技術・工学 技術・工学

スケッチ感覚でパースが描ける本 中山, 繁信 彰国社 2012 9784395021017 技術・工学 技術・工学

ゼロからはじめる建築の「インテリア」入門 原口, 秀昭 彰国社 2012 9784395010325 技術・工学 技術・工学

建築ディテール「基本のき」 ―構法クイズで原理を学ぶ― 真鍋, 恒博 彰国社 2012 9784395012220 技術・工学 技術・工学
New ゼロからはじめる「木造建築」入門 第2版 原口, 秀昭 彰国社 2021 9784395321629 技術・工学 技術・工学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

吾家の設計 【スマホ・読上】（ヴォーリズ著作集 1） W・M・ヴォーリズ 創元社 2017 9784422501253 技術・工学 技術・工学

吾家の設備 【スマホ・読上】（ヴォーリズ著作集 2） W・M・ヴォーリズ 創元社 2017 9784422501260 技術・工学 技術・工学

西山夘三の住宅・都市論 ―その現代的検証― 住田, 昌二 日本経済評論社 2007 9784818819351 技術・工学 技術・工学

人工環境デザインハンドブック 人工環境デザインハンドブック編集委員会 丸善出版 2007 9784621079218 技術・工学 技術・工学

民家再生の技術 日本民家再生リサイクル協会 丸善出版 2007 9784621084533 技術・工学 技術・工学

民家再生の実例 ―全国事例50選― 日本民家再生リサイクル協会 丸善出版 2009 9784621080818 技術・工学 技術・工学

よみがえる蔵 ―全国再生事例44選― 日本民家再生協会 丸善出版 2012 9784621085158 技術・工学 技術・工学

建築構造設計・解析入門 ―Fortran解析プログラム付― 藤井, 大地 丸善出版 2017 9784621301876 技術・工学 技術・工学

本質を理解しながら学ぶ建築数理 猪岡, 達夫 丸善出版 2017 9784621302118 技術・工学 技術・工学

ゴシックの本質 ジョン・ラスキン みすず書房 2011 9784622076353 技術・工学 技術・工学

ヴェネツィアの石 ジョン・ラスキン みすず書房 2019 9784622087182 技術・工学 技術・工学

安藤忠雄建築を生きる 三宅, 理一 みすず書房 2019 9784622088691 技術・工学 技術・工学

建築の東京 五十嵐, 太郎 みすず書房 2020 9784622088950 技術・工学 技術・工学
New 建築構造の力学 2: 不静定力学・振動応答解析編 第2版 寺本, 隆幸 森北出版 2021 9784627505520 技術・工学 技術・工学

New 建築構造の力学　I ―静定力学編―第2版 寺本 隆幸 森北出版 2021 9784627505421 技術・工学 技術・工学

よみがえる安土城 （歴史文化ライブラリー 167） 木戸, 雅寿 吉川弘文館 2003 9784642055673 技術・工学 技術・工学

大工道具の日本史 （歴史文化ライブラリー 182） 渡邉, 晶 吉川弘文館 2004 9784642755825 技術・工学 技術・工学

古建築修復に生きる ―屋根職人の世界―（歴史文化ライブラリー 186） 原田, 多加司 吉川弘文館 2005 9784642055864 技術・工学 技術・工学

建物が語る日本の歴史 海野, 聡 吉川弘文館 2018 9784642083362 技術・工学 技術・工学

奈良の寺々 ―古建築の見かた―（読みなおす日本史） 太田, 博太郎 吉川弘文館 2019 9784642071093 技術・工学 技術・工学

戦国期北部九州の城郭構造 岡寺, 良 吉川弘文館 2020 9784642029643 技術・工学 技術・工学
コンピュテーショナル・モデリング入門から応用 ―Grasshopper×スクリプトで極めるアルゴリズミック・デザイン― 中島　淳雄 ラトルズ 2019 9784899774921 技術・工学 技術・工学

New Rhinoで学ぶ建築モデリング入門 Rhino7対応 山梨知彦 ラトルズ 2021 9784899775164 技術・工学 技術・工学

図説放射線学入門基礎から学ぶ緊急被曝ガイド 岡崎, 龍史 医療科学社 2012 9784860034221 技術・工学 技術・工学

原子力損害賠償制度の研究 ―東京電力福島原発事故からの考察― 遠藤, 典子 岩波書店 2013 9784000227940 技術・工学 技術・工学
New 新しい機械の教科書 第3版 （※） 門田, 和雄 オーム社 2021 9784274227127 技術・工学 技術・工学

ドローンが拓く未来の空 ―飛行のしくみを知り安全に利用する―（DOJIN選書 73） 鈴木, 真二 化学同人 2017 9784759816730 技術・工学 技術・工学

わかりやすい機構学 伊藤, 智博 共立出版 2016 9784320082151 技術・工学 技術・工学
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機械系の材料力学 = Material mechanics of mechanical systems 山川, 宏 共立出版 2017 9784320082175 技術・工学 技術・工学

JIS機械製図の基礎と演習 第5版 熊谷, 信男 共立出版 2018 9784320082199 技術・工学 技術・工学

流体機械 ―基礎理論から応用まで― 山本　誠 共立出版 2018 9784320082205 技術・工学 技術・工学

無人航空機入門 ―ドローンと安全な空社会― 滝本, 隆 共立出版 2019 9784320082212 技術・工学 技術・工学

中国の自転車産業 ―「改革・開放」と産業発展― 駒形, 哲哉 慶應義塾大学出版会 2011 9784766418521 技術・工学 技術・工学

ASEANの自動車産業 （ERIA=TCERアジア経済統合叢書 第7巻） 西村, 英俊 勁草書房 2016 9784326504237 技術・工学 技術・工学

電力と政治 上 ―日本の原子力政策全史― 上川, 龍之進 勁草書房 2018 9784326351725 技術・工学 技術・工学

電力と政治 下 ―日本の原子力政策全史― 上川, 龍之進 勁草書房 2018 9784326351732 技術・工学 技術・工学

機械システム学のための数値計算法 ―MATLAB版― （※） 平井, 慎一 コロナ社 2019 9784339061192 技術・工学 技術・工学

「フクシマ」論 ―原子力ムラはなぜ生まれたのか― 開沼, 博 青土社 2011 9784791766109 技術・工学 技術・工学

災害論 ―安全性工学への疑問―（世界思想社現代哲学叢書） 加藤, 尚武 世界思想社 2011 9784790715412 技術・工学 技術・工学

原子力の環境責任 ―サイエンスとエネルギー政策の展開― 勝田　悟 中央経済社 2013 9784502478901 技術・工学 技術・工学

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 2001 9784130460682 技術・工学 技術・工学

機械振動学 保坂, 寛 東京大学出版会 2005 9784130628105 技術・工学 技術・工学

ドローン襲来! （週刊東洋経済eビジネス新書 No.123） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2015 技術・工学 技術・工学

走らないトヨタ ―ネッツ南国の組織エスノグラフィー― 田中, 研之輔 法律文化社 2016 9784589037916 技術・工学 技術・工学

放射線とは何か ―正しく向き合うための原点― 名越, 智恵子 丸善出版 2011 9784621084212 技術・工学 技術・工学

放射線とつきあう時代を生きる ―あってはならない、なくてはならない放射線― 岩崎, 民子 丸善出版 2013 9784621086049 技術・工学 技術・工学

機械要素入門 吉本 成香 森北出版 2020 9784627650619 技術・工学 技術・工学

イノベーションを生む"改善" ―自動車工場の改善活動と全社の組織設計― 岩尾, 俊兵 有斐閣 2019 9784641165571 技術・工学 技術・工学
拡大する放射能汚染と法規制 ―穴だらけの制度の現状―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 6） 日置, 雅晴 早稲田大学出版部 2011 9784657113061 技術・工学 技術・工学
フクシマ原発の失敗 ―事故対応過程の検証とこれからの安全規制―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 21） 松岡, 俊二 早稲田大学出版部 2012 9784657123121 技術・工学 技術・工学
原子力規制委員会の社会的評価 ―3つの基準と3つの要件―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 034） 松岡, 俊二 早稲田大学出版部 2013 9784657133083 技術・工学 技術・工学

制御の事典 野波, 健蔵 朝倉書店 2015 9784254231410 技術・工学 技術・工学
New ストーリーで学ぶネットワークの基本 左門, 至峰 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2021 9784295006053 技術・工学 技術・工学

New ノーコードシフト ―プログラミングを使わない開発へ― 安藤, 昭太 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2021 9784295011682 技術・工学 技術・工学

照明 増補改訂カラー版（エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 16） 安齋, 哲 エクスナレッジ 2013 9784767815039 技術・工学 技術・工学

絵ときでわかるパワーエレクトロニクス 改訂2版 （※） 粉川　昌巳 オーム社 2019 9784274224317 技術・工学 技術・工学

アナログ電子回路 ―集積回路化時代の―第2版 （※） 藤井　信生 オーム社 2019 9784274224324 技術・工学 技術・工学

実践ロボット制御 ―基礎から動力学まで― （※） 細田　耕 オーム社 2019 9784274224300 技術・工学 技術・工学

はじめてのロボット工学 ―製作を通じて学ぶ基礎と応用―第2版 （※） 石黒　浩 オーム社 2019 9784274223402 技術・工学 技術・工学

FPGAによるPLLモーション制御 （※） 町田　秀和 オーム社 2019 9784274223709 技術・工学 技術・工学

わかりやすいロボットシステム入門 ―メカニズムから制御,システムまで―改訂3版 （※） 松日楽　信人 オーム社 2020 9784274224973 技術・工学 技術・工学

ディジタル電子回路 ―集積回路化時代の―第2版 （※） 藤井　信生 オーム社 2020 9784274224966 技術・工学 技術・工学
New 電力・エネルギー産業を変革する50の技術 （※） オーム社 オーム社 2021 9784274226816 技術・工学 技術・工学

市民・地域共同発電所のつくり方 ―みんなが主役の自然エネルギー普及― 和田, 武 かもがわ出版 2014 9784780306965 技術・工学 技術・工学

インターネットの光と影 ―被害者・加害者にならないための情報倫理入門―Ver. 6 情報教育学研究会情報倫理教育研究グループ 北大路書房 2018 9784762830068 技術・工学 技術・工学

複雑系フォトニクス ―レーザカオスの同期と光情報通信への応用― 内田, 淳史 共立出版 2016 9784320035980 技術・工学 技術・工学

基礎情報伝送工学 古賀, 正文 共立出版 2016 9784320086463 技術・工学 技術・工学
インタフェースデバイスのつくりかた ―その仕組みと勘どころ―（共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 11） 福本, 雅朗 共立出版 2016 9784320009110 技術・工学 技術・工学
無線ネットワークシステムのしくみ ―IoTを支える基盤技術―（共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 15） 塚本, 和也 共立出版 2017 9784320009158 技術・工学 技術・工学

小形アンテナハンドブック 藤本, 京平 共立出版 2017 9784320086470 技術・工学 技術・工学
インターネット, 7つの疑問 ―数理から理解するその仕組み―（共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 26） 大﨑, 博之 共立出版 2018 9784320009264 技術・工学 技術・工学

走査透過電子顕微鏡の物理 （基本法則から読み解く物理学最前線 20） 田中, 信夫 共立出版 2018 9784320035409 技術・工学 技術・工学

デジタル信号処理の基礎 ―例題とPythonによる図で説く― 岡留, 剛 共立出版 2018 9784320086487 技術・工学 技術・工学
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シミュレーションと数値計算の基礎 （シリーズ知能機械工学 8） 山田, 宏尚 共立出版 2018 9784320082267 技術・工学 技術・工学

Advancedコンピュータネットワーク 原山　美知子 共立出版 2018 9784320124400 技術・工学 技術・工学

電気回路入門 大豆生田, 利章 近代科学社 2019 9784764960046 技術・工学 技術・工学

ラリルレロボットの未来 ―5分類からみえてくる人間とのかかわり― 斎藤, 成也 勁草書房 2020 9784326050185 技術・工学 技術・工学

詳解確率ロボティクス ―Pythonによる基礎アルゴリズムの実装― 上田 隆一 講談社 2019 9784065170069 技術・工学 技術・工学

ロボット法 ―AIとヒトの共生にむけて―増補版 平野, 晋 弘文堂 2019 9784335357879 技術・工学 技術・工学

ディジタル移動通信の電波伝搬基礎 改訂版 唐沢, 好男 コロナ社 2016 9784339008838 技術・工学 技術・工学

アナログ/デジタル変換入門 ―原理と回路実装― 和保　孝夫 コロナ社 2019 9784339009187 技術・工学 技術・工学

ディジタル通信 改訂版（コンピュータサイエンス教科書シリーズ 11） （※） 岩波, 保則 コロナ社 2019 9784339027211 技術・工学 技術・工学

こうするしかない原発問題 ―再生可能エネルギーに舵をきろう―（脱原発シリーズ 2） 安藤, 顕 三和書籍 2018 9784862513229 技術・工学 技術・工学

レーザーマイクロ・ナノプロセッシング 杉岡, 幸次 シーエムシー出版 2004 9784882314769 技術・工学 技術・工学

液晶ディスプレイ構成材料の市場 2005年 シーエムシー出版　編集部 シーエムシー出版 2005 9784882314820 技術・工学 技術・工学

液晶・PDP・有機ELの材料技術 岩井, 善弘 シーエムシー出版 2005 9784882315285 技術・工学 技術・工学

半導体製造プロセス材料とケミカルス 坂本, 正典 シーエムシー出版 2006 9784882315889 技術・工学 技術・工学

有機基板上の電子デバイス ―低温プロセスと応用展開― 坂本, 正典 シーエムシー出版 2006 9784882315568 技術・工学 技術・工学

低温ポリシリコン薄膜トランジスタの開発 ―システムオンパネルをめざして― 浦岡, 行治 シーエムシー出版 2007 9784882316787 技術・工学 技術・工学

分子エレクトロニクスの基盤技術と将来展望 松重, 和美 シーエムシー出版 2009 9784882316879 技術・工学 技術・工学

電気回路 改訂版（専門基礎ライブラリー） 加藤, 政一 実教出版 2016 9784407340372 技術・工学 技術・工学

JavaScript入門 （30時間アカデミック） 大川, 晃一 実教出版 2019 9784407347784 技術・工学 技術・工学

動かして学ぶ!Vue.js開発入門 ―新定番の技術をしっかり学べる― 森　巧尚 翔泳社 2019 9784798158921 技術・工学 技術・工学

ロボットの人類学 ―二〇世紀日本の機械と人間―【スマホ・読上】 久保　明教 世界思想社教学社 2015 9784790716495 技術・工学 技術・工学

躍進する風力発電 ―その現状と課題― 瀬川, 久志 大学教育出版 2011 9784864290722 技術・工学 技術・工学

シャープ再建の軌跡 喬, 晋建 中央経済社 2019 9784502321610 技術・工学 技術・工学

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 2001 9784130460675 技術・工学 技術・工学
社会システム・デザイン組み立て思考のアプローチ ―「原発システム」の検証から考える― 横山, 禎徳 東京大学出版会 2019 9784130430425 技術・工学 技術・工学

原発と東電 ―5つの争点―（週刊東洋経済eビジネス新書 No.20） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2013 技術・工学 技術・工学

原発最後の選択 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.219） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2016 技術・工学 技術・工学

電力の大問題 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.253） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2017 技術・工学 技術・工学

神さまとぼく ―山下俊彦伝― 梅沢 正邦 東洋経済新報社 2020 9784492503157 技術・工学 技術・工学

これからWebをはじめる人のHTML&CSS,JavaScriptのきほんのきほん たにぐち, まこと マイナビ出版 2017 9784839959715 技術・工学 技術・工学

よくわかるHTML5+CSS3の教科書 第3版 大藤, 幹 マイナビ出版 2018 9784839965471 技術・工学 技術・工学

透過型電子顕微鏡 （表面分析技術選書） 日本表面科学会 丸善出版 1999 9784621081563 技術・工学 技術・工学

ナノテクノロジーのための走査プローブ顕微鏡 （表面分析技術選書） 日本表面科学会 丸善出版 2002 9784621070697 技術・工学 技術・工学

ナノテクノロジーのための走査電子顕微鏡 （表面分析技術選書） 日本表面科学会 丸善出版 2004 9784621073612 技術・工学 技術・工学

CMOS RF回路設計 束原, 恒夫 丸善出版 2009 9784621082034 技術・工学 技術・工学

電力技術の実用理論  第2版 長谷, 良秀 丸善出版 2011 9784621083642 技術・工学 技術・工学

原子力発電所の事故・トラブル ―分析と教訓― 二見, 常夫 丸善出版 2012 9784621085578 技術・工学 技術・工学
福島第一原子力発電所事故その全貌と明日に向けた提言 ―学会事故調最終報告書― 日本原子力学会東京電力福島第一原子力発電所事故に関する調査委員会 丸善出版 2014 9784621087435 技術・工学 技術・工学

薄膜工学 第3版 日本学術振興会薄膜第131委員会 丸善出版 2016 9784621300985 技術・工学 技術・工学

人間?機械? ―睡眠・ヒト型ロボット・無人操縦― 柳沢, 正史 丸善プラネット 2017 9784863453517 技術・工学 技術・工学

万物創生をはじめよう ―私的VR事始― ジャロン・ラニアー みすず書房 2020 9784622089070 技術・工学 技術・工学

半導体工学 : 新装版 ―半導体物性の基礎―第3版 高橋, 清 森北出版 2020 9784627710443 技術・工学 技術・工学

よくわかる過渡現象 奥平, 鎮正 森北出版 2020 9784627744110 技術・工学 技術・工学

電子・光材料 : 新装版 ―基礎から応用まで―第2版 澤岡, 昭 森北出版 2020 9784627773738 技術・工学 技術・工学

ロボット工学の基礎 第3版 川崎, 晴久 森北出版 2020 9784627913837 技術・工学 技術・工学
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スマートグリッド・エコノミクス ―フィールド実験・行動経済学・ビッグデータが拓くエビデンス政策― 依田, 高典 有斐閣 2017 9784641165052 技術・工学 技術・工学
原発震災と避難 ―原子力政策の転換は可能か―（シリーズ被災地から未来を考える 1） 長谷川, 公一 有斐閣 2017 9784641174337 技術・工学 技術・工学
日本企業における失敗の研究 ―ダイナミック戦略論による薄型TVウォーズの敗因分析― 河合, 忠彦 有斐閣 2019 9784641165465 技術・工学 技術・工学
災害に強い電力ネットワーク ―スマートグリッドの基礎知識―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 2） 横山, 隆一 早稲田大学出版部 2011 9784657113023 技術・工学 技術・工学
原発政策を考える3つの視点 ―震災復興の政治経済学を求めて ; 3―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 27） 齊藤, 純一 早稲田大学出版部 2013 9784657133014 技術・工学 技術・工学
ふくしま・震災後の生活保障 ―大学生たちの目で見た現状―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 30） 菊池, 馨実 早稲田大学出版部 2013 9784657133045 技術・工学 技術・工学

知られざるヒバクシャ ―劣化ウラン弾の実態― 田城, 明 大学教育出版 2003 9784887305106 技術・工学 技術・工学

海洋開発 ―技術とその將来―（UP選書 129） 藤井, 清光 東京大学出版会 1974 9784130060295 技術・工学 技術・工学

ロボット兵器が変える戦争 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.129） 東洋経済新報社 東洋経済新報社 2015 技術・工学 技術・工学
New AI・兵器・戦争の未来 ルイス・A.デルモンテ 東洋経済新報社 2021 9784492444597 技術・工学 技術・工学

New 冷戦期アジアの軍事と援助 （明治大学国際武器移転史研究所研究叢書 6） 横井, 勝彦 日本経済評論社 2021 9784818825857 技術・工学 技術・工学

リンのはなし ―生命現象から資源・環境問題まで― （※） 大竹, 久夫 朝倉書店 2019 9784254141078 技術・工学 技術・工学

マグネシウム合金の成形加工技術の最前線 鎌土, 重晴 シーエムシー出版 2005 9784882314868 技術・工学 技術・工学

ロシア製鉄業史論 山縣, 弘志 学文社 2017 9784762026867 技術・工学 技術・工学

腐食の電気化学と測定法 水流, 徹 丸善出版 2017 9784621302422 技術・工学 技術・工学

たたら製鉄の歴史 （歴史文化ライブラリー 484） 角田, 徳幸 吉川弘文館 2019 9784642058841 技術・工学 技術・工学

化学工学の基礎 新版 上ノ山, 周 朝倉書店 2016 9784254250381 技術・工学 技術・工学

生分解性プラスチックの素材・技術開発 ―海洋プラスチック汚染問題を見据えて― 望月, 政嗣 エヌ・ティー・エス 2019 9784860436230 技術・工学 技術・工学

基礎式から学ぶ化学工学 ―Excelによるモデル解法で直観的にわかる― 伊東, 章 化学同人 2017 9784759819427 技術・工学 技術・工学

現代有機工業化学 = Modern organic industrial chemistry 神戸, 宣明 化学同人 2020 9784759820256 技術・工学 技術・工学

ベーシック化学工学 増補版 橋本, 健治 化学同人 2020 9784759820478 技術・工学 技術・工学

プラスチックの表面処理と接着 小川, 俊夫 共立出版 2016 9784320044517 技術・工学 技術・工学

繊維強化プラスチックの耐久性 宮野, 靖 共立出版 2017 9784320082168 技術・工学 技術・工学
我々は生命を創れるのか ―合成生物学が生みだしつつあるもの―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2103） （※） 藤崎　慎吾 講談社 2019 9784065167786 技術・工学 技術・工学

レシチン ―その基礎と応用― 菰田衛 幸書房 1991 9784782101094 技術・工学 技術・工学

酵素テクノロジー （バイオテクノロジーシリーズ 2） 上島, 孝之 幸書房 1999 9784782101698 技術・工学 技術・工学

油脂化学の知識 改訂新版 原田　一郎 幸書房 2015 9784782103982 技術・工学 技術・工学

バイオサイエンスの光と影 ―生命を囲い込む組織行動― 森岡, 一 三和書籍 2011 9784862511010 技術・工学 技術・工学

防菌・防黴剤の開発と展望 西原, 力 シーエムシー出版 2005 9784882314936 技術・工学 技術・工学

電池と構成材料の市場 2006 シーエムシー出版　編集部 シーエムシー出版 2006 9784882315490 技術・工学 技術・工学

フッ素系材料の応用技術 山辺, 正顕 シーエムシー出版 2006 9784882315674 技術・工学 技術・工学

気体分離膜・透過膜・バリア膜の最新技術 永井, 一清 シーエムシー出版 2007 9784882316800 技術・工学 技術・工学

高分子架橋と分解の新展開 角岡, 正弘 シーエムシー出版 2007 9784882316930 技術・工学 技術・工学

化粧品開発とナノテクノロジー 島田, 邦男 シーエムシー出版 2007 9784882319795 技術・工学 技術・工学

研究開発機能の空間的分業 ―日系化学企業の組織・立地再編とグローバル化― 鎌倉, 夏来 東京大学出版会 2018 9784130461252 技術・工学 技術・工学

花火百華 （丸善ライブラリー 321） 小野里, 公成 丸善出版 2000 9784621053218 技術・工学 技術・工学

早わかりマイクロ化学チップ 北森, 武彦 丸善出版 2006 9784621077610 技術・工学 技術・工学

リスクってなんだ? ―化学物質で考える― 花井, 荘輔 丸善出版 2006 9784621077542 技術・工学 技術・工学

化学物質・プラント事故事例ハンドブック 田村, 昌三 丸善出版 2006 9784621076811 技術・工学 技術・工学

濾過工学ハンドブック 世界濾過工学会日本会 丸善出版 2009 9784621081778 技術・工学 技術・工学

爆発物探知ハンドブック 火薬学会爆発物探知専門部会 丸善出版 2010 9784621083314 技術・工学 技術・工学

プラスチック分析入門 西岡, 利勝 丸善出版 2011 9784621084441 技術・工学 技術・工学

はじめて学ぶ化学工学 草壁, 克己 丸善出版 2011 9784621083734 技術・工学 技術・工学

バイオテクノロジーの法規整 ―交差する公法と知的財産法― 斎藤, 誠 有斐閣 2020 9784641227682 技術・工学 技術・工学
東京湾岸の地震防災対策 ―臨海コンビナートは大丈夫か―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 37） 濱田, 政則 早稲田大学出版部 2014 9784657143020 技術・工学 技術・工学
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家具設計 増補改訂カラー版（エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 35） 和田, 浩一 エクスナレッジ 2013 9784767816524 技術・工学 技術・工学

死を招くファッション ―服飾とテクノロジーの危険な関係― アリソン・マシューズ・デーヴィッド 化学同人 2019 9784759820140 技術・工学 技術・工学

ビールの自然誌 ロブ・デサール 勁草書房 2020 9784326750566 技術・工学 技術・工学

食品微生物制御の化学 松田　敏生 幸書房 1998 9784782101537 技術・工学 技術・工学

ペクチン ―その科学と食品のテクスチャー― 真部, 孝明 幸書房 2001 9784782101827 技術・工学 技術・工学

おいしさの見える化 ―風味を伝えるマーケティング力― 角, 直樹 幸書房 2019 9784782104422 技術・工学 技術・工学

光合成微生物の機能と応用 上原, 赫 シーエムシー出版 2006 9784882315964 技術・工学 技術・工学

最新食品用機能性包材の開発と応用 日本食品包装研究協会 シーエムシー出版 2006 9784882315636 技術・工学 技術・工学

薬用食品の開発 ―薬用・有用植物の機能性食品素材への応用― 吉川, 雅之 シーエムシー出版 2007 9784882316718 技術・工学 技術・工学

植物ポリフェノール含有素材の開発 ―その機能性と安全性― 吉田, 隆志 シーエムシー出版 2007 9784882316671 技術・工学 技術・工学

日本の曲木家具 ―その誕生から発展の系譜― 石村, 眞一 鹿島出版会 2012 9784306085350 技術・工学 技術・工学
New カルティエ最強のブランド創造経営 ―巨大ラグジュアリー複合企業「リシュモン」に学ぶ感性価値の高め方― 長沢, 伸也 東洋経済新報社 2021 9784492503249 技術・工学 技術・工学

刃物たるべく ―職人の昭和― 土田, 昇 みすず書房 2020 9784622088929 技術・工学 技術・工学

日本の味 ―醤油の歴史―（歴史文化ライブラリー 187） 林, 玲子 吉川弘文館 2005 9784642055871 技術・工学 技術・工学

ママ&パパにつたえたい子どもの病気ホームケアガイド 第5版 日本外来小児科学会 医歯薬出版 2020 9784263237434 技術・工学 技術・工学
ごはんとおかずのルネサンス 基本編 ―誰もが忘れていた日本の真実の味わい― 新版（ごはんとおかずのルネサンスプロジェクト） 弓田, 亨 イル・プルー・シュル・ラ・セーヌ企画 2010 9784901490252 技術・工学 技術・工学

おいしい料理のサイエンス ―見て納得― 杉山, 文 化学同人 2020 9784759820409 技術・工学 技術・工学

被服と化粧の社会心理学 ―人はなぜ装うのか― 大坊郁夫 北大路書房 1996 9784762820588 技術・工学 技術・工学

戦後大学改革と家政学 ―専門学の転成と大学の変革― 石渡　尊子 東京大学出版会 2020 9784130562317 技術・工学 技術・工学

ぐんぐん健康になる食事・運動・医学の事典 ―性格・健康ランク別 : ステップアップ式― 島田, 和幸 法研 2009 9784879547354 技術・工学 技術・工学

サイエンス食生活考 （丸善ライブラリー 150） 成瀬, 宇平 丸善出版 1995 9784621051504 技術・工学 技術・工学

「食」の右側、左側 ―食育へのヒント― 成瀬, 宇平 丸善出版 2006 9784621077405 技術・工学 技術・工学

和食の英語表現事典 亀田, 尚己 丸善出版 2016 9784621300664 技術・工学 技術・工学

地域づくりのプラットフォーム ―つながりをつくり、創発をうむ仕組みづくり― 飯盛, 義徳 学芸出版社 2015 9784761525903 社会科学 産業･商業

現代日本の産業集積研究 ―実態調査研究と論理的含意― 渡辺, 幸男 慶應義塾大学出版会 2011 9784766418514 社会科学 産業･商業

台湾の経済発展 ―キャッチアップ型ハイテク産業の形成過程― 朝元　照雄 勁草書房 2011 9784326503544 社会科学 産業･商業

道の駅の経済学 ―地域社会の振興と経済活性化― 松尾, 隆策 勁草書房 2019 9784326504633 社会科学 産業･商業

ラストベルト都市の産業と産業政策 ―地方都市復活への教訓― 太田, 耕史郎 勁草書房 2019 9784326504657 社会科学 産業･商業

東京湾岸地域づくり学 ―日本橋、月島、豊洲、湾岸地域の解読とデザイン― 志村, 秀明 鹿島出版会 2018 9784306073463 社会科学 産業･商業
New 「寄り添い型研究」による地域価値の向上 井尻昭夫 大学教育出版 2021 9784866921358 社会科学 産業･商業

地方のための経営学 ―高知発、地域ビジネス創造から事業化へ― 桂, 信太郎 千倉書房 2015 9784805110621 社会科学 産業･商業

地方創生でリッチになろう! ―成功する8つの心得― 小島, 慶藏 中央経済社 2019 9784502291418 社会科学 産業･商業

新産業を生み出す地域社会システム ―産学官によるイノベーションの共創― 清, 剛治 中央経済社 2020 9784502345715 社会科学 産業･商業

地域産業政策 （UP選書 247） 清成, 忠男 東京大学出版会 1986 9784130020473 社会科学 産業･商業

中世民衆の生業と技術 網野, 善彦 東京大学出版会 2001 9784130201308 社会科学 産業･商業

産業集積地域の構造変化と立地政策 松原, 宏 東京大学出版会 2018 9784130461221 社会科学 産業･商業

日本の地域別生産性と格差 ―R-JIPデータベースによる産業別分析― 徳井, 丞次 東京大学出版会 2018 9784130402859 社会科学 産業･商業

地域経済と産業振興 ―岩手モデルの実証的研究― 野崎　道哉 日本経済評論社 2009 9784818820630 社会科学 産業･商業

グローカル時代の地域研究 ―伊東維年教授退職記念論集― 伊東, 維年 日本経済評論社 2017 9784818824508 社会科学 産業･商業

産業クラスターのダイナミズム ―技術に感性を埋め込むものづくり― 大木, 裕子 文眞堂 2017 9784830949302 社会科学 産業･商業

現代地域政策学 ―動態的で補完的な内発的発展の創造― 入谷, 貴夫 法律文化社 2018 9784589038906 社会科学 産業･商業

スピリチュアリティによる地域価値発現戦略 （地域デザイン学会叢書 4） 原田, 保 学文社 2017 9784762026904 社会科学 産業･商業
クリエイティブビジネス論 ―大都市創造のためのビジネスデザイン―（地域デザイン学会叢書 5） 原田, 保 学文社 2017 9784762027277 社会科学 産業･商業

持続可能な世界へ ―生活空間再生論序説― 安村, 克己 学文社 2017 9784762027512 社会科学 産業･商業

地域イノベーションのためのトポスデザイン （地域デザイン学会叢書 6） 原田, 保 学文社 2018 9784762028274 社会科学 産業･商業
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New 地域デザインモデルの研究 ―理論構築のための基本と展開―（地域デザイン学会叢書 8） 原田 保 学文社 2020 9784762030277 社会科学 産業･商業

人間的な産業の復活 ―ヨーロッパ型経営のモラル―（丸善ライブラリー 359） 里深, 文彦 丸善出版 2002 9784621053591 社会科学 産業･商業

地域ブランディングの論理 ―食文化資源を活用した地域多様性の創出― 小林　哲 有斐閣 2016 9784641164802 社会科学 産業･商業
ともに創る!まちの新しい未来 ―気仙沼復興塾の挑戦―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 32） 早田, 宰 早稲田大学出版部 2013 9784657133069 社会科学 産業･商業

土のひみつ ―食料・環境・生命― 日本土壌肥料学会「土のひみつ」編集グループ 朝倉書店 2015 9784254400236 社会科学 産業･商業

戦後食糧行政の起源 ―戦中・戦後の食糧危機をめぐる政治と行政― 小田, 義幸 慶應義塾大学出版会 2012 9784766420005 社会科学 産業･商業

農産物貿易交渉の政治経済学 ―貿易自由化をめぐる政策過程― 三浦, 秀之 勁草書房 2020 9784326504732 社会科学 産業･商業
植物たちの戦争 ―病原体との5億年サバイバルレース―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2088） （※） 日本植物病理学会 講談社 2019 9784065152164 社会科学 産業･商業
麵の科学 ―粉が生み出す豊かな食感・香り・うまみ―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2105） （※） 山田　昌治 講談社 2019 9784065167458 社会科学 産業･商業

茶の効能と応用開発 伊勢村, 護 シーエムシー出版 2006 9784882315483 社会科学 産業･商業

農山村の荒廃と空間管理 ―計画学の立場から地域再生を考える― 齋藤, 雪彦 世界思想社教学社 2015 9784790716532 社会科学 産業･商業
農地管理と村落社会 ―社会ネットワーク分析からのアプローチ―（金沢大学人間社会研究叢書） 𠮷田, 国光 世界思想社教学社 2015 9784790716525 社会科学 産業･商業

赤米の博物誌 小川, 正巳 大学教育出版 2008 9784887307919 社会科学 産業･商業

非敗の思想と農ある世界 【スマホ・読上】 小松, 泰信 大学教育出版 2009 9784887309289 社会科学 産業･商業

食をプロデュースする匠たち 長谷川, 宏司 大学教育出版 2011 9784864290906 社会科学 産業･商業

農業近代化の理論 （UP選書 38） T.W.シュルツ 東京大学出版会 1969 9784130050388 社会科学 産業･商業

日本の農業 （UP選書 43） 大内, 力 東京大学出版会 1970 9784130050432 社会科学 産業･商業

デンマーク ―変貌する「乳と蜜の流れるさと」―（UP選書 49） 御園, 喜博 東京大学出版会 1970 9784130050494 社会科学 産業･商業

現代の農業経営 （UP選書 141） 金沢, 夏樹 東京大学出版会 1975 9784130060417 社会科学 産業･商業

21世紀の食糧・農業 （UP選書 149） 奥野, 忠一 東京大学出版会 1975 9784130060493 社会科学 産業･商業

現代農業と農民 （UP選書 157） 佐伯, 尚美 東京大学出版会 1976 9784130060578 社会科学 産業･商業

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 2001 9784130361187 社会科学 産業･商業

ナチス期の農業政策研究 ―1934-36 : 穀物調達措置の導入と食糧危機の発生― 古内, 博行 東京大学出版会 2003 9784130460774 社会科学 産業･商業

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 2003 9784130460798 社会科学 産業･商業

植物育種学 ―交雑から遺伝子組換えまで― 鵜飼, 保雄 東京大学出版会 2003 9784130721011 社会科学 産業･商業

現代日本の農政改革 生源寺, 真一 東京大学出版会 2006 9784130711050 社会科学 産業･商業

WTO体制下の中国農業・農村問題 田島, 俊雄 東京大学出版会 2017 9784130461214 社会科学 産業･商業

アグリビジネスと遺伝子組換え作物 ―政治経済学アプローチ― 久野　秀二 日本経済評論社 2002 9784818814257 社会科学 産業･商業

総合農協の構造と採算問題 坂内　久 日本経済評論社 2006 9784818818163 社会科学 産業･商業

農村の歩みに命と共同を学ぶ ―土地改良にかかわりながら― 川尻, 裕一郎 日本経済評論社 2018 9784818825147 社会科学 産業･商業
New 評伝山口武秀と山口一門 ―戦後茨城農業の「後進性」との闘い― 先崎, 千尋 日本経済評論社 2021 9784818825765 社会科学 産業･商業

New 農業用水と地域再生 ―高崎市・長野堰の事例― 高崎経済大学地域科学研究所 日本経済評論社 2021 9784818825758 社会科学 産業･商業

New 「ゲノム編集作物」を話し合う 三上　直之 ひつじ書房 2019 9784894769816 社会科学 産業･商業 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

47都道府県・米/雑穀百科 井上, 繁 丸善出版 2017 9784621301821 社会科学 産業･商業

農業経済学事典 日本農業経済学会 丸善出版 2019 9784621304570 社会科学 産業･商業
近代中国の食糧事情 ―食糧の生産・流通・消費と農村経済―（金沢大学人間社会研究叢書） 弁納, 才一 丸善出版 2019 9784621304426 社会科学 産業･商業

農家が消える ―自然資源経済論からの提言― 寺西, 俊一 みすず書房 2018 9784622087373 社会科学 産業･商業
New 新しい農業経済論 ―マクロ・ミクロ経済学とその応用―新版（有斐閣ブックス） （※） 山口, 三十四 有斐閣 2020 9784641184503 社会科学 産業･商業

近現代日本の農村 ―農政の原点をさぐる―（歴史文化ライブラリー 155） 庄司, 俊作 吉川弘文館 2003 9784642755559 社会科学 産業･商業

飢えと食の日本史 （読みなおす日本史） 菊池, 勇夫 吉川弘文館 2019 9784642071048 社会科学 産業･商業

古代日本の国家と土地支配 松田, 行彦 吉川弘文館 2019 9784642046565 社会科学 産業･商業
住宅用植栽 増補改訂カラー版（エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 04） 山崎, 誠子 エクスナレッジ 2013 9784767815671 社会科学 産業･商業

マイファーム荒地からの挑戦 ―農と人をつなぐビジネスで社会を変える― 西辻, 一真 学芸出版社 2012 9784761513061 社会科学 産業･商業
プロから学ぶ実践造園図面の描き方 ―豊富な図面集と実例写真でよくわかる造園図面のテクニック― 三橋, 一夫 誠文堂新光社 2013 9784416713280 社会科学 産業･商業

Guide to the temple garden of philosophy Rainer Schulzer 東洋大学出版会 2019 9784908590078 社会科学 産業･商業
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47都道府県・地野菜/伝統野菜百科 成瀬, 宇平 丸善出版 2009 9784621082041 社会科学 産業･商業

データが語るおいしい野菜の健康力 及川, 紀久雄 丸善出版 2012 9784621085202 社会科学 産業･商業

47都道府県・くだもの百科 井上, 繁 丸善出版 2017 9784621301678 社会科学 産業･商業

庭園の中世史 ―足利義政と東山山荘―（歴史文化ライブラリー 209） 飛田, 範夫 吉川弘文館 2006 9784642056090 社会科学 産業･商業

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 2003 9784130460750 社会科学 産業･商業

ユーラシア乳文化論 平田　昌弘 岩波書店 2013 9784000254175 社会科学 産業･商業
New チーズづくりの民族誌 ―ペルー山村の暮らしと市場をつなぐ「計算」と「配慮」― 古川　勇気 大学教育出版 2020 9784866921037 社会科学 産業･商業

47都道府県・地鶏百科 成瀬, 宇平 丸善出版 2014 9784621088012 社会科学 産業･商業

牛疫 ―兵器化され、根絶されたウイルス― アマンダ・ケイ・マクヴェティ みすず書房 2020 9784622088875 社会科学 産業･商業

砂防学 丸谷　知己 朝倉書店 2019 9784254470536 社会科学 産業･商業

森林生態学 （シリーズ現代の生態学 8） 日本生態学会 共立出版 2011 9784320057364 社会科学 産業･商業

森林の変化と人類 （森林科学シリーズ 1） 中静, 透 共立出版 2018 9784320058170 社会科学 産業･商業

森林と土壌 （森林科学シリーズ 7） 柴田, 英昭 共立出版 2018 9784320058231 社会科学 産業･商業

森林と災害 （森林科学シリーズ 3） 中村, 太士 共立出版 2018 9784320058194 社会科学 産業･商業

森林と物質循環 （森林科学シリーズ 8） 柴田, 英昭 共立出版 2018 9784320058248 社会科学 産業･商業
葉を見て枝を見て ―枝葉末節の生態学―（共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 28） 菊沢, 喜八郎 共立出版 2018 9784320009288 社会科学 産業･商業
開発途上国における森林保全 ―経済学と空間情報科学を融合した学際的研究 = Forest conservation in developing countries : towards an integration of economics and spatial information science― 高橋, 遼 勁草書房 2016 9784326504329 社会科学 産業･商業

森と人間と林業 ―生産林を再定義する― 村尾, 行一 築地書館 2019 9784806715849 社会科学 産業･商業

森に学ぶ （UP選書 229） 大政, 正隆 東京大学出版会 1983 9784130020299 社会科学 産業･商業

緑と文明の構図 （UP選書 236） 筒井, 迪夫 東京大学出版会 1985 9784130020367 社会科学 産業･商業

社会的共通資本としての森 （Social common capital） 宇沢, 弘文 東京大学出版会 2015 9784130302524 社会科学 産業･商業
Participatory forest management in a new age ―integration of climate change policy and rural development policy― 井上, 真 東京大学出版会 2019 9784130770125 社会科学 産業･商業

森との共生 ―持続可能な社会のために―（丸善ライブラリー 322） 藤森　隆郎 丸善出版 2000 9784621053225 社会科学 産業･商業

ことわざの生態学 : 新装版 ―森・人・環境考― 只木, 良也 丸善出版 2020 9784621304884 社会科学 産業･商業

ウナギの保全生態学 （共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 8） 海部, 健三 共立出版 2016 9784320009080 社会科学 産業･商業

日本の水産資源管理 ―漁業衰退の真因と復活への道を探る― 片野, 歩 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425802 社会科学 産業･商業

ぜひ知っておきたい日本の水産養殖 ―人の手で育つ魚たち― 中田　誠 幸書房 2008 9784782103135 社会科学 産業･商業

狭い海 ―岐路にたつ漁業と海洋開発―重版（UP選書 68） 長崎, 福三 東京大学出版会 1978 9784130050685 社会科学 産業･商業

漁業と震災 濱田, 武士 みすず書房 2013 9784622077527 社会科学 産業･商業

漁業と国境 濱田, 武士 みすず書房 2020 9784622088707 社会科学 産業･商業

海の生活誌 ―半島と島の暮らし―（歴史文化ライブラリー 165） 山口, 徹 吉川弘文館 2003 9784642755658 社会科学 産業･商業
グローバルエリートのビジネス・キーワード100 ―成功を収めたリーダーたちの言葉の使い方― ロッシェル・カップ ＩＢＣパブリッシング 2014 9784794602992 社会科学 産業･商業
建築・不動産企画 （エクスナレッジムック . 世界で一番やさしい : 110のキーワードで学ぶ 19） 田村, 誠邦 エクスナレッジ 2010 9784767809625 社会科学 産業･商業

New オノマトペ・マーケティング ―もふもふからはじめる市場調査・商品開発・販促支援― （※） 坂本, 真樹 オーム社 2020 9784274226465 社会科学 産業･商業

サービスデザイン ―フレームワークと事例で学ぶサービス構築― 山岡, 俊樹 共立出版 2016 9784320071988 社会科学 産業･商業

メガFTAと世界経済秩序 ―ポストTPPの課題― 石川, 幸一 勁草書房 2016 9784326504312 社会科学 産業･商業

超不確実性時代のWTO ―ナショナリズムの台頭とWTOの危機― 深作, 喜一郎 勁草書房 2019 9784326504602 社会科学 産業･商業
New ビッグデータ活用マーケティング・サイエンス ―実データで体験する : はじめてでもわかる「R」によるデータ分析― （※） 横山, 真一郎 コロナ社 2020 9784339029086 社会科学 産業･商業

不動産取引と土壌汚染のリスク 木暮, 敬二 鹿島出版会 2017 9784306024885 社会科学 産業･商業

現代マーケティング論 第2版（専門基礎ライブラリー） 武井, 寿 実教出版 2018 9784407346237 社会科学 産業･商業

スーパーマーケット ―流通革命の先駆者―（海外経営名著シリーズ） M.M.ジンマーマン 商業界 1962 社会科学 産業･商業

チェーンストア ―米国100年史―（海外経営名著シリーズ） ゴドフリー・M・レブハー 商業界 1964 社会科学 産業･商業

最新スーパーマーケット経営 （海外経営名著シリーズ） エドワード・A.ブランド 商業界 1965 社会科学 産業･商業

フランチャイズ・チェーン （海外経営名著シリーズ 4） ハリー・カーシュ 商業界 1966 社会科学 産業･商業

ボランタリー・チェーンの運営と仕入 （海外経営名著シリーズ 5） クリスティナ・ファロップ 商業界 1966 社会科学 産業･商業
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チェックアウト管理 （海外経営名著シリーズ 6） エドワード・M.ハーウェル 商業界 1966 社会科学 産業･商業

小売業経営概論 （海外経営名著シリーズ 7） S.イヴ・ゴッドフレイ 商業界 1967 社会科学 産業･商業

スーパーマーケットの立地条件 （海外経営名著シリーズ 8） バーナード・J.ケイン,Jr. 商業界 1968 社会科学 産業･商業

集配送センターの計画と管理 （海外経営名著シリーズ 9） アンドリュウ・J・ブリッグス 商業界 1968 社会科学 産業･商業

セルフサービス経営入門 （海外経営名著シリーズ 10） ラルフ・G.トウジイ 商業界 1968 社会科学 産業･商業

最新スーパーマーケット経営 続 （海外経営名著シリーズ 11） エドワード・A.ブランド 商業界 1969 社会科学 産業･商業

実務解説特定商取引法 第2版 上柳　敏郎 商事法務 2018 9784785725976 社会科学 産業･商業

商品先物取引法 新版 河内　隆史 商事法務 2019 9784785727567 社会科学 産業･商業
New 消費者の心理をさぐる ―人間の認知から考えるマーケティング―【スマホ・読上】（心理学叢書） （※） 日本心理学会 誠信書房 2020 9784414311242 社会科学 産業･商業

脱コモディティ化を実現する価値づくり ―競合企業による共創メカニズム― 陰山, 孔貴 中央経済社 2019 9784502294815 社会科学 産業･商業

小売業のグローバル・イノベーション ―競争的相互作用と創造的適応― 白, 貞壬 中央経済社 2019 9784502298615 社会科学 産業･商業

顧客価値を創造するコト・マーケティング ―ビジョンで紡ぐ共創関係― 東, 利一 中央経済社 2019 9784502300615 社会科学 産業･商業

ブランド・コミュニティ ―同一化が結びつきを強化する― 羽藤, 雅彦 中央経済社 2019 9784502312410 社会科学 産業･商業

流通チャネル・リンケージ論 ―マーケティングとロジスティクスの均衡をめざして―第2版 田村, 公一 中央経済社 2020 9784502332616 社会科学 産業･商業
アクティブ・ラーニングのためのマーケティング・ショートケース ―ビジネススクール流思考力トレーニング― 余田, 拓郎 中央経済社 2020 9784502348211 社会科学 産業･商業

ダイエーの経営再建プロセス 高橋, 義昭 中央経済社 2020 9784502336119 社会科学 産業･商業

WTO体制の法構造 小寺, 彰 東京大学出版会 2000 9784130311670 社会科学 産業･商業

葬儀業のエスノグラフィ 田中, 大介 東京大学出版会 2017 9784130563109 社会科学 産業･商業
英語通信文の歴史 ―英国の英文レターマニュアルに見る商用通信文(ビジネスレター)の移り変わり―（神奈川大学経済貿易研究叢書 16） 稲津, 一芳 同文舘出版 2001 9784495676711 社会科学 産業･商業

マーケティング学の生誕へ向けて （神奈川大学経済貿易研究叢書 18） 上沼, 克徳 同文舘出版 2003 9784495639518 社会科学 産業･商業

ユーザーイノベーション ―消費者から始まるものづくりの未来― 小川　進 東洋経済新報社 2013 9784492533352 社会科学 産業･商業

ドキュメントTPP交渉 ―アジア経済覇権の行方― 鯨岡, 仁 東洋経済新報社 2016 9784492444320 社会科学 産業･商業
New ナラティブカンパニー ―企業を変革する「物語」の力― 本田, 哲也 東洋経済新報社 2021 9784492558003 社会科学 産業･商業

New 新しい顧客のつくりかた ―見えない消費者をあなたのお客さまに変える戦略― 山脇, 秀樹 東洋経済新報社 2021 9784492522349 社会科学 産業･商業

サービス経済化時代の地域構造 加藤　幸治　著 日本経済評論社 2011 9784818821521 社会科学 産業･商業

ホスピタリティ・ビジネスの人材育成 山上, 徹 白桃書房 2012 9784561255987 社会科学 産業･商業

競争優位の戦略 ―サプライネットワーク・マネジメント― 水嶋, 康雅 白桃書房 2012 9784561245957 社会科学 産業･商業
イノベーションの普及における正当化とフレーミングの役割 ―「自分へのご褒美」消費の事例から― 鈴木, 智子 白桃書房 2013 9784561266129 社会科学 産業･商業

こだわりと日本人 ―若者の新生活感 : 選択基準と購買行動― 辻, 幸恵 白桃書房 2013 9784561652021 社会科学 産業･商業

わかりやすい消費者行動論 黒田, 重雄 白桃書房 2013 9784561652038 社会科学 産業･商業

商品ビジネス開発のケースブック 見目, 洋子 白桃書房 2013 9784561652076 社会科学 産業･商業

食品スーパーの店舗オペレーション・システム ―競争力構築のメカニズム― 岸本, 徹也 白桃書房 2013 9784561662068 社会科学 産業･商業

中国流通のダイナミズム ―内需拡大期における内資系企業と外資系企業の競争― 渡辺, 達朗 白桃書房 2013 9784561662013 社会科学 産業･商業
グローバル・ブランド・イメージ戦略 ―異なる文化圏ごとにマーケティングの最適化を探る― 古川, 裕康 白桃書房 2016 9784561662204 社会科学 産業･商業

体系流通論 新版 田口, 冬樹 白桃書房 2016 9784561652182 社会科学 産業･商業

マーケティング論 改訂版 新津, 重幸 白桃書房 2017 9784561652212 社会科学 産業･商業

TPPの期待と課題 ―アジア太平洋の新通商秩序― 馬田, 啓一 文眞堂 2016 9784830949111 社会科学 産業･商業

米州の貿易・開発と地域統合 ―新自由主義とポスト新自由主義を巡る相克― 所, 康弘 法律文化社 2017 9784589038647 社会科学 産業･商業
マーケティング・リサーチに従事する人のための調査法・分析法 ―定量調査・実験調査・定性調査の調査法と基礎的分析法― （※） 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会 学文社 2020 9784762029851 社会科学 産業･商業
マーケティング・リサーチに従事する人のためのデータ分析・解析法 ―多変量解析法と継時調査・時系列データの分析― （※） 一般社団法人日本マーケティング・リサーチ協会 学文社 2020 9784762029868 社会科学 産業･商業

ビジネス英語の落とし穴 （丸善ライブラリー 342） 小林, 薫 丸善出版 2001 9784621053423 社会科学 産業･商業

経営者のための企業広報 ―松下幸之助などに学ぶ原点と時代感覚― 杉田, 芳夫 丸善出版 2003 9784621073438 社会科学 産業･商業

ホスピタリティ・マネジメント学原論 ―新概念としてのフレームワーク― 服部, 勝人 丸善出版 2006 9784621076934 社会科学 産業･商業

ホスピタリティ学のすすめ 服部, 勝人 丸善出版 2008 9784621079775 社会科学 産業･商業

サイトサーチアナリティクス ―アクセス解析とUXによるウェブサイトの分析・改善手法― Louis Rosenfeld 丸善出版 2012 9784621086025 社会科学 産業･商業
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創発する営業 ―未来のあたりまえを作る。― 上原, 征彦 丸善出版 2014 9784621084496 社会科学 産業･商業

価値づくりマーケティング ―需要創造のための実践知― 上原, 征彦 丸善出版 2014 9784621088241 社会科学 産業･商業

サービスデザイン ―ユーザーエクスペリエンスから事業戦略をデザインする― Andy Polaine 丸善出版 2014 9784621088180 社会科学 産業･商業
New DX時代のサービスデザイン ―「意味」の力で新たなビジネスを作り出す― （※） 廣田, 章光 丸善出版 2021 9784621306055 社会科学 産業･商業

消費者行動論 ―購買心理からニューロマーケティングまで― 守口, 剛 八千代出版 2012 9784842915715 社会科学 産業･商業

こども文化・ビジネスを学ぶ 白土, 健 八千代出版 2016 9784842916873 社会科学 産業･商業

わかりやすいマーケティング・コミュニケーションと広告 第2版 石崎, 徹 八千代出版 2019 9784842917382 社会科学 産業･商業

広告コミュニケーション 雨宮 史卓 八千代出版 2020 9784842917634 社会科学 産業･商業

電子商取引とeビジネス ―ネット通販からプラットフォーム、AIの活用へ― 丸山　正博 八千代出版 2020 9784842917641 社会科学 産業･商業

顧客志向の新製品開発 ―マーケティングと技術のインタフェイス― 川上, 智子 有斐閣 2005 9784641162396 社会科学 産業･商業

ブランド戦略全書 田中, 洋 有斐閣 2014 9784641164505 社会科学 産業･商業

新・流通と商業 第6版 鈴木, 安昭 有斐閣 2016 9784641164673 社会科学 産業･商業

マーケティング戦略 第5版（有斐閣アルマ Specialized） 和田, 充夫 有斐閣 2016 9784641220782 社会科学 産業･商業

フェイス・トゥ・フェイス・ブック ―クチコミ・マーケティングの効果を最大限に高める秘訣― エド・ケラー 有斐閣 2016 9784641164949 社会科学 産業･商業

マーケティング・エンジニアリング入門 （有斐閣アルマ Specialized） 上田, 雅夫 有斐閣 2017 9784641220829 社会科学 産業･商業

現代広告論 第3版（有斐閣アルマ Specialized） 岸, 志津江 有斐閣 2017 9784641220799 社会科学 産業･商業

グローバル・マーケティング戦略 （有斐閣アルマ Specialized） 三浦, 俊彦 有斐閣 2017 9784641220874 社会科学 産業･商業

日本商業史 ―商業・流通の発展プロセスをとらえる―（Y21） 廣田, 誠 有斐閣 2017 9784641165069 社会科学 産業･商業

高等商業学校の経営史 ―学校と企業・国家― 長廣, 利崇 有斐閣 2017 9784641165113 社会科学 産業･商業

ブランド戦略論 田中, 洋 有斐閣 2017 9784641165106 社会科学 産業･商業

マーケティングをつかむ 新版（Textbooks tsukamu） 黒岩, 健一郎 有斐閣 2018 9784641177253 社会科学 産業･商業

新・国際売買契約ハンドブック 住友商事株式会社法務部 有斐閣 2018 9784641046740 社会科学 産業･商業

消費者視点の小売イノベーション ―オムニ・チャネル時代の食品スーパー― 高橋, 広行 有斐閣 2018 9784641165304 社会科学 産業･商業

消費者理解に基づくマーケティング ―感覚マーケティングと消費者情報消化モデル― 須永, 努 有斐閣 2018 9784641165311 社会科学 産業･商業

そのクチコミは効くのか 久保田, 進彦 有斐閣 2018 9784641165373 社会科学 産業･商業

マーケティング・リサーチ入門 （有斐閣アルマ Specialized） 星野, 崇宏 有斐閣 2018 9784641221161 社会科学 産業･商業

マーケティング・リサーチのわな ―嫌いだけれど買う人たちの研究― 古川, 一郎 有斐閣 2018 9784641165366 社会科学 産業･商業

小売構造ダイナミクス ―消費市場の多様性と小売競争― 横山, 斉理 有斐閣 2019 9784641165441 社会科学 産業･商業

不正競争防止法 第2版 茶園, 成樹 有斐閣 2019 9784641243200 社会科学 産業･商業
New ベーシック流通と商業 ―現実から学ぶ理論と仕組み―第3版（有斐閣アルマ Basic） （※） 原田, 英生 有斐閣 2021 9784641221710 社会科学 産業･商業

江戸と上方 ―人・モノ・カネ・情報―（歴史文化ライブラリー 112） 林, 玲子 吉川弘文館 2001 9784642055123 社会科学 産業･商業

江戸店の明け暮れ （歴史文化ライブラリー 148） 林, 玲子 吉川弘文館 2003 9784642755481 社会科学 産業･商業
東日本大震災とコンビニ ―便利さ(コンビニエンス)を問い直す―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 3） 川辺, 信雄 早稲田大学出版部 2011 9784657113030 社会科学 産業･商業
大災害時に物流を守る ―燃料多様化による対応を―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 036） 早稲田大学マーケティング・コミュニケーション研究所 早稲田大学出版部 2014 9784657143013 社会科学 産業･商業

地方創生を可能にするまちづくり×インバウンド成功する「7つの力」 中村, 好明 朝日出版社 2016 9784255009544 社会科学 産業･商業

ジオパーク ―地質遺産の活用・オンサイトツーリズムによる地域づくり― 平野, 勇 オーム社 2008 9784274206450 社会科学 産業･商業

交通システム 第2版 塚口, 博司 オーム社 2016 9784274218668 社会科学 産業･商業

実践する自転車まちづくり ―役立つ具体策― 古倉, 宗治 学芸出版社 2014 9784761532123 社会科学 産業･商業

観光情報学入門 観光情報学会 近代科学社 2015 9784764904828 社会科学 産業･商業

鉄道少年たちの時代 ―想像力の社会史― 辻, 泉 勁草書房 2018 9784326603060 社会科学 産業･商業

スコットランド ―ウイスキーとツーリズム― 春日　雅司 彩流社 2020 9784779126680 社会科学 産業･商業

ツーリズムの都市デザイン ―非日常と日常の仕掛け― 橋爪, 紳也 鹿島出版会 2015 9784306073142 社会科学 産業･商業

地域の足を支えるコミュニティーバス・デマンド交通 堀内, 重人 鹿島出版会 2017 9784306073364 社会科学 産業･商業

観光マーケティングの現場 ―ブランド創出の理論と実践― 吉田, 春生 大学教育出版 2016 9784864293563 社会科学 産業･商業

航空幻想 ―日本の空は変わったか―第2版 中条　潮 中央経済社 2014 9784502124112 社会科学 産業･商業
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観光と地域振興 ―その実践的応用― 大久保, あかね 中央経済社 2019 9784502298417 社会科学 産業･商業

グローバル・ツーリズム = Global tourism 姜, 聖淑 中央経済社 2019 9784502300714 社会科学 産業･商業

日中観光ビジネスの人類学 ―多文化職場のエスノグラフィ― 田中, 孝枝 東京大学出版会 2020 9784130563116 社会科学 産業･商業
New 地域公共交通政策論 宿利, 正史 東京大学出版会 2021 9784130421522 社会科学 産業･商業

駅名・地名不一致の事典 浅井　建爾 東京堂出版 2016 9784490108804 社会科学 産業･商業

ディズニーリゾートの経済学 新版 粟田, 房穂 東洋経済新報社 2013 9784492314340 社会科学 産業･商業

地域公共交通の統合的政策 ―日欧比較からみえる新時代― 宇都宮, 浄人 東洋経済新報社 2020 9784492212431 社会科学 産業･商業
近代交通体系と清帝国の変貌 ―電信・鉄道ネットワークの形成と中国国家統合の変容― 千葉, 正史 日本経済評論社 2006 9784818819023 社会科学 産業･商業

都市交通の成立 三木, 理史 日本経済評論社 2010 9784818820821 社会科学 産業･商業

非日常の観光社会学 ―森林鉄道・旅の虚構性― 小川, 功 日本経済評論社 2017 9784818823860 社会科学 産業･商業

観光地のアメニティ ―何が観光客を引きつけるか― 田村, 正紀 白桃書房 2012 9784561761969 社会科学 産業･商業
グローバルオペレーターが変えるホテル経営 ―マネジメント契約はホテル産業に何をもたらしたか― 田尾, 桂子 白桃書房 2016 9784561266860 社会科学 産業･商業

国際航空自由化の制度的展開 塩見, 英治 文眞堂 2016 9784830949029 社会科学 産業･商業

観光まちづくりの力学 ―観光と地域の社会学的研究― 安村, 克己 学文社 2006 9784762014758 社会科学 産業･商業

観光とサービスの心理学 ―観光行動学序説―第2版 前田, 勇 学文社 2015 9784762025068 社会科学 産業･商業

国際観光コミュニティの形成 ―訪日中国人観光客を中心として― 馮　力 学文社 2019 9784762029417 社会科学 産業･商業

グリーン・ツーリズム実践の社会学 青木, 辰司 丸善出版 2004 9784621073926 社会科学 産業･商業

交通の百科事典 大久保, 尭夫 丸善出版 2011 9784621083505 社会科学 産業･商業

エコツーリズム ―こころ躍る里山の旅 : 飯能エコツアーに学ぶ― 犬井, 正 丸善出版 2017 9784621301517 社会科学 産業･商業

明治の郵便・鉄道馬車 （東西交流叢書 3） 篠原, 宏 丸善雄松堂 1987 9784841900347 社会科学 産業･商業

観光を学ぶ 白土, 健 八千代出版 2015 9784842916460 社会科学 産業･商業

新・観光を学ぶ 太田, 実 八千代出版 2017 9784842917023 社会科学 産業･商業

新時代の観光を学ぶ 高柳, 直弥 八千代出版 2019 9784842917405 社会科学 産業･商業

交通経済のエッセンス （有斐閣ストゥディア） 田邉, 勝巳 有斐閣 2017 9784641150492 社会科学 産業･商業

交通経済学入門 新版（有斐閣ブックス 454） 竹内, 健蔵 有斐閣 2018 9784641184411 社会科学 産業･商業

海外観光旅行の誕生 （歴史文化ライブラリー 134） 有山, 輝雄 吉川弘文館 2002 9784642755344 社会科学 産業･商業

宿場の日本史 ―街道に生きる―（歴史文化ライブラリー 198） 宇佐美, ミサ子 吉川弘文館 2005 9784642755986 社会科学 産業･商業

大道鎌倉時代の幹線道路 （歴史文化ライブラリー 481） 岡, 陽一郎 吉川弘文館 2019 9784642058810 社会科学 産業･商業

近世最上川水運と西廻航路 ―幕藩領における廻米輸送の研究― 横山, 昭男 吉川弘文館 2020 9784642034982 社会科学 産業･商業

5人目の旅人たち ―「水曜どうでしょう」と藩士コミュニティの研究― 広田, すみれ 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426243 社会科学 産業･商業
EUとドイツの情報通信法制 ―技術発展に即応した規制と制度の展開―（KDDI総研叢書 5） 寺田, 麻佑 勁草書房 2017 9784326403301 社会科学 産業･商業

DX時代の信頼と公共性 ―放送の価値と未来― 民放連研究所客員研究員会 勁草書房 2020 9784326603299 社会科学 産業･商業
New 「テレビは見ない」というけれど 【スマホ・読上】 （※） 西森, 路代 青弓社 2021 9784787234865 社会科学 産業･商業

戦後アメリカの対日政策と日本の技術再興 ―日本のテレビジョン放送・原子力導入と柴田秀利― 奥田, 謙造 大学教育出版 2015 9784864293419 社会科学 産業･商業

東アジアのケーブルテレビ ―政府企業間関係から見る社会的役割の構築過程― 米谷, 南海 中央経済社 2019 9784502289118 社会科学 産業･商業

戦争ラジオ記憶 貴志, 俊彦 勉誠出版 2006 9784585053507 社会科学 産業･商業

日本のテレビ・ドキュメンタリー 丹羽, 美之 東京大学出版会 2020 9784130502016 社会科学 産業･商業

コンテンツの多様性 ―多様な情報に接しているのか― 浅井, 澄子 白桃書房 2013 9784561762010 社会科学 産業･商業

IoT時代の情報通信政策 = Info-communication policy in the IoT era 福家, 秀紀 白桃書房 2017 9784561266846 社会科学 産業･商業

文化財科学の事典 馬淵, 久夫 朝倉書店 2003 9784254101805 芸術 芸術
美の起源 ―アートの行動生物学―（共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 10） 渡辺, 茂 共立出版 2016 9784320009103 芸術 芸術

New 神経美学 ―美と芸術の脳科学―（共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection 30） 石津, 智大 共立出版 2019 9784320009301 芸術 芸術 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

芸術とその対象 リチャード・ウォルハイム 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426847 芸術 芸術
パブリックアート政策 ―芸術の公共性とアメリカ文化政策の変遷―（文化政策のフロンティア 3） 工藤, 安代 勁草書房 2008 9784326301751 芸術 芸術

地域社会の変動と文化 中藤, 康俊 大学教育出版 2011 9784864290944 芸術 芸術
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芸術・スポーツ文化学研究 3 北海道教育大学岩見沢校芸術・スポーツ文化学研究編集部会 大学教育出版 2017 9784864294409 芸術 芸術
New 地域と芸術文化投資 西田 陽介 大学教育出版 2021 9784866921372 芸術 芸術

災害に学ぶ ―文化資源の保全と再生― 木部, 暢子 勉誠出版 2015 9784585221104 芸術 芸術

国宝消滅 ―イギリス人アナリストが警告する「文化」と「経済」の危機― デービッド・アトキンソン 東洋経済新報社 2016 9784492396292 芸術 芸術
New 開発事業と埋蔵文化財 ―伊場遺跡をめぐる開発・保存運動・訴訟― 荒木田, 岳 日本経済評論社 2021 9784818825741 芸術 芸術

日本美術史 （平凡社ライブラリー 377） 岡倉, 覚三 平凡社 2001 9784582763775 芸術 芸術

生活の芸術化 ―ラスキン、モリスと現代―（丸善ライブラリ－） 池上惇 丸善出版 1993 9784621050934 芸術 芸術

パリ・１９２０年代 ―シュルレアリスムからアール・デコまで―（丸善ライブラリー） 渡辺　淳 丸善出版 1997 9784621052310 芸術 芸術

47都道府県・国宝/重要文化財百科 森本, 和男 丸善出版 2018 9784621302958 芸術 芸術
New 美学の事典 = Encyclopedia of aesthetics 美學会 丸善出版 2020 9784621305423 芸術 芸術 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

超現実主義の1937年 ―福沢一郎『シュールレアリズム』を読みなおす― 伊藤, 佳之 みすず書房 2019 9784622087731 芸術 芸術

政治的イコノグラフィーについて カルロ・ギンズブルグ みすず書房 2019 9784622088158 芸術 芸術

ワークショップのはなしをしよう ―芸術文化がつくる地域社会― 今井, 良朗 武蔵野美術大学出版局 2016 9784864630467 芸術 芸術

ファシリテーションの技法 ―アクティブ・ラーニング時代の造形ワークショップ― 高橋, 陽一 武蔵野美術大学出版局 2019 9784864630993 芸術 芸術

落語の博物誌 ―江戸の文化を読む―（歴史文化ライブラリー 171） 岩崎, 均史 吉川弘文館 2004 9784642755719 芸術 芸術

文化財報道と新聞記者 （歴史文化ライブラリー 173） 中村, 俊介 吉川弘文館 2004 9784642055734 芸術 芸術

記憶の図像学 ―亡き人を想う美術の歴史― 加須屋, 誠 吉川弘文館 2019 9784642083485 芸術 芸術

文化遺産と「復元学」 ―遺跡・建築・庭園復元の理論と実践― 海野, 聡 吉川弘文館 2019 9784642016629 芸術 芸術
文化遺産の保全と復興の哲学 ―自然との創造的関係の再生―（早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 11） 中川, 武 早稲田大学出版部 2012 9784657123053 芸術 芸術

絵画の準備を! 松浦, 寿夫 朝日出版社 2005 9784255003535 芸術 芸術
情報デザイン （京都大学デザインスクールテキストシリーズ = Kyoto University design school text series 4） 田中, 克己 共立出版 2018 9784320006034 芸術 芸術

形象という経験 ―絵画・意味・解釈― 三木, 順子 勁草書房 2002 9784326851782 芸術 芸術

ヒエロニムス・ボス ―奇想と驚異の図像学― 神原, 正明 勁草書房 2019 9784326800612 芸術 芸術

ナウシカ解読 増補版 稲葉　振一郎 勁草書房 2019 9784326654246 芸術 芸術

ロヒール・ヴァン・デル・ウェイデン ―情動と優美のフランドル画家― 岡部, 紘三 勁草書房 2020 9784326800629 芸術 芸術

巡礼としての絵画 ―メディチ宮のマギ礼拝堂とゴッツォリの語りの技法― 前川, 久美子 工作舎 2009 9784875024217 芸術 芸術

西欧地獄絵巡礼 久重忠夫 彩流社 1996 9784882023845 芸術 芸術

芸術は世界の力である （放送大学叢書 027） 青山, 昌文 左右社 2014 9784865281170 芸術 芸術

インフォグラフィックスの潮流 ―情報と図解の近代史― 永原, 康史 誠文堂新光社 2016 9784416115497 芸術 芸術

書と思想 ―歴史上の人物から見る日中書法文化―（東方選書 51） 松宮, 貴之 東方書店 2019 9784497219039 芸術 芸術

パウラ・モーダーゾーン=ベッカー ―初めて裸体の自画像を描いた女性画家― バルバラ・ボイス みすず書房 2020 9784622089155 芸術 芸術

日本のポスター ―明治大正昭和―（紫紅社文庫） 三好, 一 紫紅社 2003 9784879405739 芸術 芸術

北斎の謎を解く ―生活・芸術・信仰―（歴史文化ライブラリー 124） 諏訪, 春雄 吉川弘文館 2001 9784642055246 芸術 芸術
校正のレッスン ―活字との対話のために― 改訂2版（本の未来を考える=出版メディアパル No. 27） 大西, 寿男 出版メディアパル 2014 9784902251272 芸術 芸術
校正のレッスン ―活字との対話のために―改訂3版（本の未来を考える=出版メディアパル） 大西, 寿男 出版メディアパル 2017 9784902251326 芸術 芸術

幕末明治横浜写真館物語 （歴史文化ライブラリー 175） 斎藤, 多喜夫 吉川弘文館 2004 9784642055758 芸術 芸術
アーティファクトデザイン （京都大学デザインスクールテキストシリーズ = Kyoto University design school text series 3） 椹木, 哲夫 共立出版 2018 9784320006027 芸術 芸術
日本伝統文化の英語表現事典 = The quick guide to traditional Japanese arts and handicrafts 亀田, 尚己 丸善出版 2018 9784621302972 芸術 芸術

日本伝統文化の英語表現事典 人物編 亀田, 尚己 丸善出版 2020 9784621305386 芸術 芸術

海を渡った陶磁器 （歴史文化ライブラリー 177） 大橋, 康二 吉川弘文館 2004 9784642755771 芸術 芸術

柳宗悦と民藝の現在 （歴史文化ライブラリー 196） 松井, 健 吉川弘文館 2005 9784642055963 芸術 芸術

音楽の哲学入門 セオドア・グレイシック 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425888 芸術 芸術

悲しい曲の何が悲しいのか ―音楽美学と心の哲学― 源河, 亨 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426342 芸術 芸術

ポップ・ミュージックとしてのベートーヴェン 明石, 政紀 勁草書房 2002 9784326851799 芸術 芸術

ポピュラー音楽へのまなざし ―売る・読む・楽しむ― 東谷, 護 勁草書房 2003 9784326652808 芸術 芸術
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グローバリゼーションと音楽文化 ―日本のラップ・ミュージック―（双書 : 音楽文化の現在 2） 木本, 玲一 勁草書房 2009 9784326698622 芸術 芸術

老いと踊り 中島, 那奈子 勁草書房 2019 9784326800605 芸術 芸術
作曲の科学 ―美しい音楽を生み出す「理論」と「法則」―【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2111） （※） フランソワ・デュボワ 講談社 2019 9784065172827 芸術 芸術

西からの音 ―音楽と美術― 前川, 誠郎 彩流社 1998 9784882024910 芸術 芸術

評伝古関裕而 新版 菊池, 清麿 彩流社 2020 9784779126741 芸術 芸術
音楽家はいかに心を描いたか ―バッハ, モーツァルト, ベートーヴェン, シューベルト―（放送大学叢書 003） 笠原, 潔 左右社 2009 9784903500126 芸術 芸術

ミュージックスとの付き合い方 ―民族音楽学の拡がり―（放送大学叢書 031） 徳丸, 吉彦 左右社 2016 9784865281439 芸術 芸術

日本音楽のなぜ? ―歌舞伎・能楽・雅楽が楽しくなる―（放送大学叢書 037） 竹内, 道敬 左右社 2017 9784865281682 芸術 芸術

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 2010 9784788512122 芸術 芸術

音を創る、音を聴く ―音楽の協同的生成― 佐藤, 公治 新曜社 2012 9784788512955 芸術 芸術
New ニッポン男性アイドル史 ―一九六〇-二〇一〇年代―【スマホ・読上】（青弓社ライブラリー 101） （※） 太田, 省一 青弓社 2021 9784787234841 芸術 芸術

音楽と出会う ―21世紀的つきあい方―【スマホ・読上】（教養みらい選書 004） 岡田　暁生 世界思想社教学社 2019 9784790717300 芸術 芸術

現代フランスの音楽事情 永島, 茜 大学教育出版 2010 9784887309647 芸術 芸術

日本近世期における楽律研究 ―『律呂新書』を中心として― 榧木, 亨 東方書店 2017 9784497217035 芸術 芸術

バッハの音楽的宇宙 （丸善ライブラリ－） 大村恵美子 丸善出版 1994 9784621051153 芸術 芸術

ショパンの詩学 ―ピアノ曲『バラード』という詩の誕生― 松尾, 梨沙 みすず書房 2019 9784622087595 芸術 芸術

オーケストラ ―知りたかったことのすべて― クリスチャン・メルラン みすず書房 2020 9784622088776 芸術 芸術

黒船来航と音楽 （歴史文化ライブラリー 119） 笠原, 潔 吉川弘文館 2001 9784642055192 芸術 芸術
オッフェンバックと大衆芸術 ―パリジャンが愛した夢幻オペレッタ―（早稲田大学学術叢書 33） 森, 佳子 早稲田大学出版部 2014 9784657147035 芸術 芸術

母と子への贈物 ―ジブリ宮崎駿作品にこめられた思い― 光元, 和憲 かもがわ出版 2013 9784780306705 芸術 芸術

小津安二郎サイレント映画の美学 滝浪, 佑紀 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426199 芸術 芸術

映画と文藝 ―日本の文豪が表象する映像世界―（えろこれ = Ero-colle） 清水, 純子 彩流社 2020 9784779126482 芸術 芸術

大ヒットアニメで語る心理学 ―「感情の谷」から解き明かす日本アニメの特質― 横田, 正夫 新曜社 2017 9784788515420 芸術 芸術

街に出る劇場 ―社会的包摂活動としての演劇と教育― 石黒　広昭 新曜社 2018 9784788515888 芸術 芸術
New アニメと声優のメディア史 【スマホ・読上】 （※） 石田, 美紀 青弓社 2020 9784787234780 芸術 芸術

New 2.5次元文化論 【スマホ・読上】 （※） 須川, 亜紀子 青弓社 2021 9784787234803 芸術 芸術

水曜日のアニメが待ち遠しい ―フランス人から見た日本サブカルチャーの魅力を解き明かす―【スマホ・読上付】 トリスタン・ブルネ 誠文堂新光社 2015 9784416315088 芸術 芸術

フランス演劇にみるボディワークの萌芽 ―「演技」から「表現」へ― 中筋, 朋 世界思想社教学社 2015 9784790716594 芸術 芸術

宝塚歌劇は「愛」をどう描いてきたか 中本, 千晶 東京堂出版 2015 9784490209204 芸術 芸術

中国の現代演劇 ―中国話劇史概況― 瀬戸, 宏 東方書店 2018 9784497218186 芸術 芸術
New 宝塚歌劇団の経営学 森下, 信雄 東洋経済新報社 2021 9784492503263 芸術 芸術

演劇とその分身 新装復刊 アントナン・アルトー 白水社 2015 9784560084427 芸術 芸術
近代芸能文化史における『壺坂霊験記』 ―生人形から浄瑠璃、そして歌舞伎・講談・浪花節へ―（シリーズ文化研究 4） 細田, 明宏 ひつじ書房 2020 9784823410260 芸術 芸術

歌舞伎 （知っておきたい日本の古典芸能） 瀧口　雅仁 丸善出版 2019 9784621304365 芸術 芸術

忠臣蔵 （知っておきたい日本の古典芸能） 瀧口　雅仁 丸善出版 2019 9784621304402 芸術 芸術

映画と黙示録 岡田, 温司 みすず書房 2019 9784622088738 芸術 芸術

映像文化の社会学 長谷, 正人 有斐閣 2016 9784641174245 芸術 芸術
ハイブリッド製品の開発戦略 ―日本アニメーション産業における新技術と既存技術の統合マネジメント― 一小路, 武安 有斐閣 2017 9784641165199 芸術 芸術

歌舞伎と人形浄瑠璃 （歴史文化ライブラリー 170） 田口, 章子 吉川弘文館 2004 9784642755702 芸術 芸術
Pageant fever ―local history and consumerism in Edwardian England―（早稲田大学学術叢書 16） 吉野, 亜矢子 早稲田大学出版部 2011 9784657117090 芸術 芸術

プロ野球ビジネスのダイバーシティ戦略 小林　至 ＰＨＰ研究所 2019 9784569843704 芸術 スポーツ・レクリエーション

101年目の高校野球「いまどき世代」の力を引き出す監督たち 大利, 実 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2016 9784844381143 芸術 スポーツ・レクリエーション

水泳水中運動のカラクリとその指導 ―科学的エビデンスにもとづくティーチングメソッド―【スマホ・読上】（New thinking and new ways） 合屋, 十四秋 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2018 9784844398899 芸術 スポーツ・レクリエーション

オレたちは「ガイジン部隊」なんかじゃない! ―野球留学生ものがたり― 菊地　高弘 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 2020 9784295008569 芸術 スポーツ・レクリエーション

アスレティックトレーニング （はじめて学ぶ健康・スポーツ科学シリーズ 9） 鹿倉, 二郎 化学同人 2017 9784759817072 芸術 スポーツ・レクリエーション
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スポーツ栄養学 ―栄養サポートの理論と実践力をバランスよく身につけるために―（ステップアップ栄養・健康科学シリーズ 15） 田中, 紀子 化学同人 2019 9784759819052 芸術 スポーツ・レクリエーション

なるほど最新スポーツ科学入門 伊東, 浩司 化学同人 2020 9784759820263 芸術 スポーツ・レクリエーション

New メディアスポーツ20世紀 ―スポーツの世紀を築いたのは、スポーツかメディアか― 黒田 勇 関西大学出版部 2021 9784873547305 芸術 スポーツ・レクリエーション

New <体育会系女子>のポリティクス ―身体・ジェンダー・セクシュアリティ― 井谷 聡子 関西大学出版部 2021 9784873547329 芸術 スポーツ・レクリエーション

希望をくれた人 ―パラアスリートの背中を押したプロフェッショナル― 宮崎, 恵理 協同医書出版社 2016 9784763960269 芸術 スポーツ・レクリエーション

図解スポーツ健康科学入門 北條, 達也 金芳堂 2020 9784765318242 芸術 スポーツ・レクリエーション

身体教育の思想 （教育思想双書 7） 樋口　聡 勁草書房 2005 9784326298792 芸術 スポーツ・レクリエーション

ジュニアスポーツコーチに知っておいてほしいこと 大橋, 恵 勁草書房 2018 9784326851959 芸術 スポーツ・レクリエーション

基礎から学ぶスポーツの心理学 佐々木, 万丈 勁草書房 2019 9784326251346 芸術 スポーツ・レクリエーション

乳酸 ―「運動」「疲労」「健康」との関係は?―（からだワンテーマシリーズ） 八田, 秀雄 講談社 2007 9784061559011 芸術 スポーツ・レクリエーション

スポーツカウンセリング入門 = Introduction to sports counseling 内田, 直 講談社 2011 9784062806565 芸術 スポーツ・レクリエーション

ジムに通う人の栄養学 ―スポーツ栄養学入門―（ブルーバックス B-1807） 岡村, 浩嗣 講談社 2013 9784062578073 芸術 スポーツ・レクリエーション

スポーツ・運動栄養学 第3版（栄養科学シリーズNEXT） 加藤, 秀夫 講談社 2015 9784061553835 芸術 スポーツ・レクリエーション

世界標準のスイングが身につく科学的ゴルフ上達法 【スマホ・読上】（ブルーバックス B-2089） （※） 板橋　繁 講談社 2019 9784065152140 芸術 スポーツ・レクリエーション

健康スポーツとヘルスマネジメント ―リーダーのための健康理論― 吉中　康子 晃洋書房 2019 9784771030701 芸術 スポーツ・レクリエーション

スポーツの「あたりまえ」を疑え! ―スポーツへの多面的アプローチ― 田島　良輝 晃洋書房 2019 9784771032644 芸術 スポーツ・レクリエーション

2000勝投手はこうして誕生した ―サチェル・ペイジとその時代― 佐山, 和夫 彩流社 2019 9784779126239 芸術 スポーツ・レクリエーション

迫りくる戦時体制と職業野球 （プロ野球の誕生 1） 中西, 満貴典 彩流社 2020 9784779126574 芸術 スポーツ・レクリエーション

リーグ元年の万華鏡 （プロ野球の誕生 2） 中西, 満貴典 彩流社 2020 9784779126734 芸術 スポーツ・レクリエーション

山の名著 ―明治・大正・昭和戦前編―（明快案内シリーズ） 近藤, 信行 自由国民社 2009 9784426108304 芸術 スポーツ・レクリエーション

体育のおさらい （おとなの楽習 13） 針谷, 順子 自由国民社 2010 9784426107918 芸術 スポーツ・レクリエーション

空間紛争としての持続的スポーツツーリズム ―持続的開発が語らない地域の生活誌― 村田, 周祐 新曜社 2017 9784788515147 芸術 スポーツ・レクリエーション

New スポーツまちづくりの教科書 【スマホ・読上】 （※） 松橋, 崇史 青弓社 2019 9784787234469 芸術 スポーツ・レクリエーション

世界最強ドイツサッカーに学ぶサッカートレーニング術 ―ゲームに勝つための想像力、素早い状況判断、攻守の切り替えが身につく― マヌエル・ラウルセン 誠文堂新光社 2015 9784416715093 芸術 スポーツ・レクリエーション

プロ野球語辞典 ―プロ野球にまつわる言葉をイラストと豆知識でカッキーンと読み解く― 長谷川, 晶一 誠文堂新光社 2017 9784416517178 芸術 スポーツ・レクリエーション

スポーツ医学常識のうそ 横江, 清司 全日本病院出版会 2010 9784881170540 芸術 スポーツ・レクリエーション

武道をたずねて ―武道教育への活用― 出口, 達也 大学教育出版 2018 9784864294812 芸術 スポーツ・レクリエーション

ベストプレイへのメンタルトレーニング ―心理的競技能力の診断と強化―改訂版 徳永, 幹雄 大修館書店 2003 9784469265286 芸術 スポーツ・レクリエーション

スポーツルールの論理 守能, 信次 大修館書店 2007 9784469266382 芸術 スポーツ・レクリエーション

スポーツ指導者のためのコンディショニングの基礎知識 山本, 利春 大修館書店 2010 9784469267075 芸術 スポーツ・レクリエーション

乳酸を使いこなすランニング 八田, 秀雄 大修館書店 2011 9784469267259 芸術 スポーツ・レクリエーション

バスケットボール物語 ―誕生と発展の系譜― 水谷, 豊 大修館書店 2011 9784469267099 芸術 スポーツ・レクリエーション

ランニングリテラシー ―走って読んで再発見!― ランニング学会 大修館書店 2011 9784469267211 芸術 スポーツ・レクリエーション

スポーツモチベーション ―スポーツ行動の秘密に迫る!― 西田, 保 大修館書店 2013 9784469267518 芸術 スポーツ・レクリエーション

New 競技スポーツにおけるコーチング・トレーニングの将来展望 ―実践と研究の場における知と技の好循環を求めて― 高松　薫 筑波大学出版会 2021 9784904074602 芸術 スポーツ・レクリエーション

子どものからだ ―科学的な体力づくり―（UP選書 211） 宮下, 充正 東京大学出版会 1980 9784130020114 芸術 スポーツ・レクリエーション

スポーツの科学 ―よりうまく強く楽しく―（UP選書 258） 浅見, 俊雄 東京大学出版会 1987 9784130020589 芸術 スポーツ・レクリエーション

子どものスポーツ （UP選書 262） 武藤, 芳照 東京大学出版会 1989 9784130020626 芸術 スポーツ・レクリエーション

運動するから健康である （UP選書 269） 宮下, 充正 東京大学出版会 1995 9784130020695 芸術 スポーツ・レクリエーション

プロ野球「熱狂」の経営科学 ―ファン心理とスポーツビジネス― 水野, 誠 東京大学出版会 2016 9784130402774 芸術 スポーツ・レクリエーション

New パラリンピックブレイン 中澤, 公孝 東京大学出版会 2021 9784130634083 芸術 スポーツ・レクリエーション 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

MTBハイク入門 ―自然の中へ― 仲野, 成憲 東京電機大学出版局 1994 9784501613808 芸術 スポーツ・レクリエーション

子どもの走り方トレーニング ―速効!5分で伸びる!― 木村　匡宏 東洋館出版社 2018 9784491035536 芸術 スポーツ・レクリエーション

だれでもどこでも泳げるようになる!水泳大全 【スマホ・読上】 （※） 鈴木　大地 東洋館出版社 2018 9784491035772 芸術 スポーツ・レクリエーション

実践!常勝ドイツのプレッシングメソッド ―プレッシングは最強ドイツに学べ!― ラルフ・ペーター 東洋館出版社 2019 9784491036359 芸術 スポーツ・レクリエーション



　※　2021.11　追加タイトル：Newの表示あり

ebook list <Maruzen eBook Library> 128/152

No. 書名 著編者名 出版社名 出版年 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分) 備考
スポーツマンシップバイブル ―スポーツに関わるすべての人が必読の「スポーツの真髄」―【スマホ・読上】 （※） 中村　聡宏 東洋館出版社 2020 9784491039732 芸術 スポーツ・レクリエーション

プロスポーツクラブのマネジメント ―戦略の策定から実行まで―第2版 武藤, 泰明 東洋経済新報社 2013 9784492502495 芸術 スポーツ・レクリエーション

プロスポーツクラブのマネジメント ―戦略の策定から実行まで―第3版 武藤 泰明 東洋経済新報社 2020 9784492503232 芸術 スポーツ・レクリエーション

砂糖をまぶしたパス ―ポルトガル語のフットボール― 市之瀬, 敦 白水社 2006 9784560027936 芸術 スポーツ・レクリエーション

Jリーグの行動科学 ―リーダーシップとキャリアのための教訓― 高橋, 潔 白桃書房 2010 9784561265375 芸術 スポーツ・レクリエーション

ファンクショナルトレーニング ―機能向上と障害予防のためのパフォーマンストレーニング― 中村, 千秋 文光堂 2010 9784830651571 芸術 スポーツ・レクリエーション

アスレティックトレーニング学 ―アスリート支援に必要なクリニカル・エビデンス― 広瀬　統一 文光堂 2019 9784830651915 芸術 スポーツ・レクリエーション

日本武術・武道大事典 加来, 耕三 勉誠出版 2015 9784585200321 芸術 スポーツ・レクリエーション

バスケットボール [正編] ―戦術の基本と実戦での生かし方― 日高, 哲朗 マイナビ出版 2012 9784839941376 芸術 スポーツ・レクリエーション

バスケットボール 組織プレー編 ―戦術の基本と実戦での生かし方― 日高, 哲朗 マイナビ出版 2013 9784839945008 芸術 スポーツ・レクリエーション

サッカー・強豪クラブに合格するための本 ゴールアシスト マイナビ出版 2013 9784839947606 芸術 スポーツ・レクリエーション

バスケットボール オフボール編 ―戦術の基本と実戦での生かし方― 日高, 哲朗 マイナビ出版 2013 9784839949051 芸術 スポーツ・レクリエーション

運ぶドリブル&抜くドリブルをマスターする本 ―スペイン流2大テクニック― 川島, 和彦 マイナビ出版 2014 9784839950071 芸術 スポーツ・レクリエーション

筋力トレーニングの時間短縮プログラム ―最短時間で最大効果!― 石井, 直方 マイナビ出版 2014 9784839950729 芸術 スポーツ・レクリエーション

最新サッカー用語大辞典 ―世界の戦術・理論がわかる!― 大塚, 一樹 マイナビ出版 2014 9784839953744 芸術 スポーツ・レクリエーション

バスケットボールプレーの精度がUP!する自重体幹トレーニング 荒尾, 裕文 マイナビ出版 2014 9784839953782 芸術 スポーツ・レクリエーション

バスケットボールのルールとスコアのつけ方 ―間違いやすいジャッジがひと目でわかる!―第3版 平原, 勇次 マイナビ出版 2015 9784839954628 芸術 スポーツ・レクリエーション

自宅でできる自重筋力トレーニング 荒川, 裕志 マイナビ出版 2015 9784839954857 芸術 スポーツ・レクリエーション

野球あるあるメンタル練習法 ―心を強くすれば必ず野球がうまくなる!―新版 高畑, 好秀 マイナビ出版 2015 9784839957896 芸術 スポーツ・レクリエーション

個人技が飛躍的にUP!するテニス体幹トレーニング 井上, 正之 マイナビ出版 2016 9784839957179 芸術 スポーツ・レクリエーション

トラップが身につく本 ―風間八宏のサッカースクールトラウムトレーニング― 内藤, 清志 マイナビ出版 2016 9784839958015 芸術 スポーツ・レクリエーション

サッカーで、子どもの「考える力」と「たくましい心」を育てる方法 中山, 雅雄 マイナビ出版 2016 9784839958718 芸術 スポーツ・レクリエーション

オリンピックと放送 （丸善ライブラリー23） 西田, 善夫 丸善出版 1991 9784621050231 芸術 スポーツ・レクリエーション

オリンピックの政治学 （丸善ライブラリ－ 53） 池井優 丸善出版 1992 9784621050538 芸術 スポーツ・レクリエーション

IDストレッチング  第2版 鈴木, 重行 三輪書店 2006 9784895902397 芸術 スポーツ・レクリエーション

IDアクティブストレッチング 鈴木, 重行 三輪書店 2007 9784895902700 芸術 スポーツ・レクリエーション

大人の体力測定 ―どこでもできる!1人でできる!― 田中, 喜代次 メディカルトリビューン 2014 9784895894579 芸術 スポーツ・レクリエーション

市民からアスリートまでのスポーツ栄養学 第2版 岡村, 浩嗣 八千代出版 2015 9784842916439 芸術 スポーツ・レクリエーション

New 市民からアスリートまでのスポーツ栄養学 第3版 岡村　浩嗣 八千代出版 2021 9784842917993 芸術 スポーツ・レクリエーション

武道の誕生 （歴史文化ライブラリー 179） 井上, 俊 吉川弘文館 2004 9784642755795 芸術 スポーツ・レクリエーション

スポーツと運動の筋膜 Robert Schleip ラウンドフラット 2019 9784904613481 芸術 スポーツ・レクリエーション

アクティブ・ライフスタイルの構築 ―身体活動・運動の行動変容研究―（早稲田大学学術叢書 37） 竹中, 晃二 早稲田大学出版部 2015 9784657157010 芸術 スポーツ・レクリエーション

ビデオゲームの美学 松永, 伸司 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425673 芸術 スポーツ・レクリエーション

茶の湯といけばなの歴史 ―日本の生活文化―（放送大学叢書 001） 熊倉, 功夫 左右社 2009 9784903500102 芸術 スポーツ・レクリエーション

ゲームライフ ―ぼくは黎明期のゲームに大事なことを教わった― マイケル・W・クルーン みすず書房 2017 9784622086482 芸術 スポーツ・レクリエーション

戦国武将と茶の湯 （読みなおす日本史） 米原, 正義 吉川弘文館 2014 9784642065788 芸術 スポーツ・レクリエーション

香道の文化史 （歴史文化ライブラリー 499） 本間, 洋子 吉川弘文館 2020 9784642058995 芸術 スポーツ・レクリエーション

言語学の領域 1 （シリーズ朝倉「言語の可能性」 1） 中島, 平三 朝倉書店 2009 9784254515619 言語 外国･比較語学

言語学の領域 2 （シリーズ朝倉「言語の可能性」 2） 中島, 平三 朝倉書店 2009 9784254515626 言語 外国･比較語学

言語と進化・変化 （シリーズ朝倉「言語の可能性」 3） 池内, 正幸 朝倉書店 2009 9784254515633 言語 外国･比較語学

言語とメディア・政治 （シリーズ朝倉「言語の可能性」 7） 岡部, 朗一 朝倉書店 2009 9784254515671 言語 外国･比較語学

言語と文学 （シリーズ朝倉「言語の可能性」 10） 斎藤, 兆史 朝倉書店 2009 9784254515701 言語 外国･比較語学

言語と生物学 （シリーズ朝倉「言語の可能性」 4） 長谷川, 寿一 朝倉書店 2010 9784254515640 言語 外国･比較語学

言語と医学 （シリーズ朝倉「言語の可能性」 5） 中込, 和幸 朝倉書店 2010 9784254515657 言語 外国･比較語学

言語と社会・教育 （シリーズ朝倉「言語の可能性」 8） 西原, 鈴子 朝倉書店 2010 9784254515688 言語 外国･比較語学
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言語と哲学・心理学 （シリーズ朝倉「言語の可能性」 9） 遊佐, 典昭 朝倉書店 2010 9784254515695 言語 外国･比較語学

言語と情報科学 （シリーズ朝倉「言語の可能性」 6） 松本, 裕治 朝倉書店 2011 9784254515664 言語 外国･比較語学

言語の事典 新装版 中島, 平三 朝倉書店 2014 9784254510454 言語 外国･比較語学

形態論 （朝倉日英対照言語学シリーズ 4） 漆原, 朗子 朝倉書店 2016 9784254515749 言語 外国･比較語学

データで学ぶ日本語学入門 計量国語学会 朝倉書店 2017 9784254510508 言語 外国･比較語学

最新理論言語学用語事典 畠山, 雄二 朝倉書店 2017 9784254510553 言語 外国･比較語学

認知言語学大事典 辻, 幸夫 朝倉書店 2019 9784254510584 言語 外国･比較語学

バイリンガル教育の方法 ―12歳までに親と教師ができること― 増補改訂版 中島, 和子 アルク 2001 9784757402829 言語 外国･比較語学

翻訳というおしごと （アルクはたらく×英語） 実川, 元子 アルク 2016 9784757428607 言語 外国･比較語学

パースの思想 ―記号論と認知言語学―改訂版 有馬　道子 岩波書店 2014 9784000244763 言語 外国･比較語学

はじめての言語獲得 ―普遍文法に基づくアプローチ― 杉崎, 鉱司 岩波書店 2015 9784000058391 言語 外国･比較語学

ことばは壊れない ―失語症の言語学―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 4） 久保田, 正人 開拓社 2007 9784758925044 言語 外国･比較語学

ことばと論理 ―このままでいいのか言語分析―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 7） 児玉, 徳美 開拓社 2008 9784758925075 言語 外国･比較語学

ネーミングの言語学 ―ハリー・ポッターからドラゴンボールまで―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 8） 窪薗, 晴夫 開拓社 2008 9784758925082 言語 外国･比較語学

日常言語に潜む音法則の世界 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 10） 田中, 伸一 開拓社 2009 9784758925105 言語 外国･比較語学

認知言語学への誘い ―意味と文法の世界―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 17） 李, 在鎬 開拓社 2010 9784758925174 言語 外国･比較語学

ことばから文化へ ―文化がことばの中で息を潜めている―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 18） 安井, 泉 開拓社 2010 9784758925181 言語 外国･比較語学

ひとのことばの起源と進化 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 19） 池内, 正幸 開拓社 2010 9784758925198 言語 外国･比較語学

ことばワークショップ ―言語を再発見する―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 26） 大津, 由紀雄 開拓社 2011 9784758925266 言語 外国･比較語学

レキシコンに潜む文法とダイナミズム 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 28） 由本, 陽子 開拓社 2011 9784758925280 言語 外国･比較語学

20世紀新言語学は何をもたらしたか 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 29） 安井, 稔 開拓社 2011 9784758925297 言語 外国･比較語学

外国語はどこに記憶されるのか ―学びのための言語学応用論―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 37） 中森, 誉之 開拓社 2013 9784758925372 言語 外国･比較語学

対人関係の言語学 ―ポライトネスからの眺め―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 38） 福田, 一雄 開拓社 2013 9784758925389 言語 外国･比較語学

文法とは何か ―音韻・形態・意味・統語のインターフェイス―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 40） 西原, 哲雄 開拓社 2013 9784758925402 言語 外国･比較語学

知覚と行為の認知言語学 ―「私」は自分の外にある―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 41） 本多, 啓 開拓社 2013 9784758925419 言語 外国･比較語学

ことばを読む、心を読む ―認知語用論入門―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 42） 内田, 聖二 開拓社 2013 9784758925426 言語 外国･比較語学

言語研究のためのプログラミング入門 ―Pythonを活用したテキスト処理― 淺尾, 仁彦 開拓社 2013 9784758921886 言語 外国･比較語学

言語の設計・発達・進化 ―生物言語学探究― 藤田, 耕司 開拓社 2014 9784758922050 言語 外国･比較語学

現代意味解釈講義 [正] 澤田, 治美 開拓社 2014 9784758922074 言語 外国･比較語学

語用論キーターム事典 Nicholas Allott 開拓社 2014 9784758921961 言語 外国･比較語学

ソシュールとサピアの言語思想 ―現代言語学を理解するために―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 45） 三輪, 伸春 開拓社 2014 9784758925457 言語 外国･比較語学

修辞的表現論 ―認知と言葉の技巧―（開拓社言語・文化選書 56） 山梨, 正明 開拓社 2015 9784758925563 言語 外国･比較語学

ことば・学問・科学の考え方 ―これからの子どもたちに伝えたい― 中島, 平三 開拓社 2015 9784758980302 言語 外国･比較語学

省略現象と文法理論 島, 越郎 開拓社 2015 9784758922227 言語 外国･比較語学

メタ表示と語用論 （龍谷叢書 33） 東森, 勲 開拓社 2015 9784758922081 言語 外国･比較語学

現代の形態論と音声学・音韻論の視点と論点 （開拓社叢書 25） 西原, 哲雄 開拓社 2015 9784758918206 言語 外国･比較語学

意味論キーターム事典 M. Lynne Murphy 開拓社 2015 9784758922166 言語 外国･比較語学

語彙意味論の新たな可能性を探って 由本, 陽子 開拓社 2015 9784758922210 言語 外国･比較語学

言語理論としての語用論 ―入門から総論まで―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 50） 今井, 邦彦 開拓社 2015 9784758925501 言語 外国･比較語学

日英語と文化の記号論 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 52） 有馬, 道子 開拓社 2015 9784758925525 言語 外国･比較語学

修辞的表現論 ―認知と言葉の技巧―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 56） 山梨, 正明 開拓社 2015 9784758925563 言語 外国･比較語学

第2言語ユーザのことばと心 ―マルチコンピテンスからの提言―（開拓社言語・文化選書 57） 村端, 五郎 開拓社 2016 9784758925570 言語 外国･比較語学

「人間らしさ」の言語学 （開拓社言語・文化選書 58） 織田, 哲司 開拓社 2016 9784758925587 言語 外国･比較語学

生成統語論入門 ―普遍文法の解明に向けて―（開拓社叢書 26） 阿部, 潤 開拓社 2016 9784758918213 言語 外国･比較語学

形式意味論入門 （開拓社叢書 27） 田中, 拓郎 開拓社 2016 9784758918220 言語 外国･比較語学



　※　2021.11　追加タイトル：Newの表示あり

ebook list <Maruzen eBook Library> 130/152

No. 書名 著編者名 出版社名 出版年 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分) 備考

統語論キーターム事典 Silvia Luraghi 開拓社 2016 9784758922265 言語 外国･比較語学

現代意味解釈講義 続 澤田, 治美 開拓社 2016 9784758922234 言語 外国･比較語学

ラネカーの(間)主観性とその展開 中村, 芳久 開拓社 2016 9784758922258 言語 外国･比較語学

文法と語彙への統合的アプローチ ―生成文法・認知言語学と日本語学 : 日英対照― 藤田, 耕司 開拓社 2016 9784758922241 言語 外国･比較語学

コーパスからわかる言語変化・変異と言語理論 小川, 芳樹 開拓社 2016 9784758922326 言語 外国･比較語学

第2言語ユーザのことばと心 ―マルチコンピテンスからの提言―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 57） 村端, 五郎 開拓社 2016 9784758925570 言語 外国･比較語学

「人間らしさ」の言語学 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 58） 織田, 哲司 開拓社 2016 9784758925587 言語 外国･比較語学

外国語音声の認知メカニズム ―聴覚・視覚・触覚からの信号―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 59） 中森, 誉之 開拓社 2016 9784758925594 言語 外国･比較語学

現代音韻論の動向 ―日本音韻論学会20周年記念論文集― 日本音韻論学会 開拓社 2016 9784758922296 言語 外国･比較語学

人生の意味論 ―価値評価をめぐって―（開拓社言語・文化選書 66） 河西, 良治 開拓社 2017 9784758925662 言語 外国･比較語学

概念意味論の基礎 （開拓社言語・文化選書 67） 大室, 剛志 開拓社 2017 9784758925679 言語 外国･比較語学

第二言語習得キーターム事典 Bill VanPatten 開拓社 2017 9784758922456 言語 外国･比較語学

「不思議」に満ちたことばの世界 上 高見, 健一 開拓社 2017 9784758922388 言語 外国･比較語学

「不思議」に満ちたことばの世界 下 高見, 健一 開拓社 2017 9784758922395 言語 外国･比較語学

音韻研究の新展開 ―窪薗晴夫教授還暦記念論文集― 田中, 真一 開拓社 2017 9784758922371 言語 外国･比較語学

生成文法理論の哲学的意義 ―言語の内在的・自然主義的アプローチ― 阿部, 潤 開拓社 2017 9784758922432 言語 外国･比較語学

ことばの科学 ―東京言語研究所開設50周年記念セミナー― 西山, 志風 開拓社 2017 9784758922487 言語 外国･比較語学

語用論の基礎を理解する Gunter Senft 開拓社 2017 9784758922463 言語 外国･比較語学

理論言語学史 畠山, 雄二 開拓社 2017 9784758922470 言語 外国･比較語学

三層モデルでみえてくる言語の機能としくみ （開拓社叢書 28） 広瀬, 幸生 開拓社 2017 9784758918237 言語 外国･比較語学

現代言語理論の最前線 （開拓社叢書 29） 西原, 哲雄 開拓社 2017 9784758918244 言語 外国･比較語学

外国語学習に潜む意識と無意識 （開拓社言語・文化選書 77） 福田, 純也 開拓社 2018 9784758925778 言語 外国･比較語学

ことばを編む 西岡, 宣明 開拓社 2018 9784758922555 言語 外国･比較語学

ことばのパースペクティヴ 中村芳久教授退職記念論文集刊行会 開拓社 2018 9784758922548 言語 外国･比較語学

翻訳と語用論 （龍谷叢書 42） 東森, 勲 開拓社 2018 9784758922562 言語 外国･比較語学

ことばのインテリジェンス ―トリックとレトリック―（開拓社叢書 30） 沖田　知子 開拓社 2018 9784758918251 言語 外国･比較語学

生成意味論入門 （開拓社叢書 31） 阿部　潤 開拓社 2018 9784758918268 言語 外国･比較語学

認知言語学研究の広がり ―福岡認知言語学会20周年記念論文集― 大橋　浩 開拓社 2018 9784758922647 言語 外国･比較語学

誰でも言語学 牧　秀樹 開拓社 2019 9784758922715 言語 外国･比較語学

ここから始める言語学プラス統計分析 （クロスセクショナル統計シリーズ 4） 小泉, 政利 共立出版 2016 9784320111202 言語 外国･比較語学

時制解釈と統語現象 （日英語対照研究シリーズ 1） 三原, 健一 くろしお出版 1992 9784874240700 言語 外国･比較語学

語形成と音韻構造 （日英語対照研究シリーズ 3） 窪薗, 晴夫 くろしお出版 1995 9784874240991 言語 外国･比較語学

機能的構文論による日英語比較 （日英語対照研究シリーズ 4） 高見, 健一 くろしお出版 1995 9784874241073 言語 外国･比較語学

論理構造と文法理論 ―日英語のWH現象―（日英語対照研究シリーズ 7） 西垣内, 泰介 くろしお出版 1999 9784874241714 言語 外国･比較語学

統語構造と文法関係 （日英語対照研究シリーズ 8） 岸本, 秀樹 くろしお出版 2005 9784874243169 言語 外国･比較語学

社会言語学の展望 真田, 信治 くろしお出版 2006 9784874243459 言語 外国･比較語学

変貌する言語教育 ―多言語・多文化社会のリテラシーズとは何か― 佐々木, 倫子 くろしお出版 2007 9784874243954 言語 外国･比較語学

マルチジャンル談話論 ―間ジャンル性と意味の創造― 泉子・K・メイナード くろしお出版 2008 9784874244227 言語 外国･比較語学

Cognitive Domains and Prototypes in Constructions Haruhiko, Murao くろしお出版 2009 9784874244395 言語 外国･比較語学

複言語・複文化主義とは何か ―ヨーロッパの理念・状況から日本における受容・文脈化へ―（リテラシーズ叢書 1） 細川, 英雄 くろしお出版 2010 9784874245057 言語 外国･比較語学

SLA研究入門 ―第二言語の処理・習得研究のすすめ方― 門田, 修平 くろしお出版 2010 9784874244906 言語 外国･比較語学

ことばの習得 ―母語獲得と第二言語習得― 鈴木, 孝明 くろしお出版 2012 9784874245446 言語 外国･比較語学

認知言語学 ―基礎から最前線へ― 森, 雄一 くろしお出版 2013 9784874245958 言語 外国･比較語学

「移動する子ども」という記憶と力 ―ことばとアイデンティティ―（リテラシーズ叢書 2） 川上　郁雄 くろしお出版 2013 9784874245798 言語 外国･比較語学

ことばの本質に迫る理論言語学 畠山, 雄二 くろしお出版 2014 9784874246146 言語 外国･比較語学
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グローバル化社会と言語教育 ―クリティカルな視点から―（久保田竜子著作選 1） 久保田, 竜子 くろしお出版 2015 9784874246689 言語 外国･比較語学

対話原理と第二言語の習得と教育 ―第二言語教育におけるバフチン的アプローチ― 西口, 光一 くろしお出版 2015 9784874246825 言語 外国･比較語学

言語の主観性 ―認知とポライトネスの接点― 小野, 正樹 くろしお出版 2016 9784874246993 言語 外国･比較語学

言語への目覚め活動 ―複言語主義に基づく教授法― 大山, 万容 くろしお出版 2016 9784874246917 言語 外国･比較語学

「もの」の意味、「時間」の意味 ―記号化に頼らない形式意味論の話― 荻原, 俊幸 くろしお出版 2016 9784874246801 言語 外国･比較語学

インターカルチュラル・コミュニケーションの理論と実践 = Theory and practice of intercultural communication 三牧, 陽子 くろしお出版 2016 9784874246870 言語 外国･比較語学

基礎からわかる話す技術 森口, 稔 くろしお出版 2017 9784874247273 言語 外国･比較語学

多言語主義社会に向けて 平高, 史也 くろしお出版 2017 9784874247402 言語 外国･比較語学

New 「移動する子ども」学 川上, 郁雄 くろしお出版 2021 9784874248553 言語 外国･比較語学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

小児失語症の言語回復 ―ランドー・クレフナー症候群と自閉症の比較から― 星, 浩司 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426397 言語 外国･比較語学

New 言葉はいかに人を欺くか ―嘘、ミスリード、犬笛を読み解く― ジェニファー・M・ソール 慶應義塾大学出版会 2021 9784766427455 言語 外国･比較語学

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 2001 9784326153510 言語 外国･比較語学

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 2015 9784326299102 言語 外国･比較語学

名前と対象 ―固有名と裸名詞の意味論― 和泉, 悠 勁草書房 2016 9784326102570 言語 外国･比較語学

会話分析入門 串田, 秀也 勁草書房 2017 9784326602964 言語 外国･比較語学

話し手の意味の心理性と公共性 ―コミュニケーションの哲学へ― 三木　那由他 勁草書房 2019 9784326102785 言語 外国･比較語学

問答の言語哲学 入江, 幸男 勁草書房 2020 9784326102877 言語 外国･比較語学

世界言語への視座 ―歴史言語学と言語類型論― 松本, 克己 三省堂 2006 9784385362779 言語 外国･比較語学

すぐに役立つスピーチ例活用ブック 三省堂編修所 三省堂 2009 9784385158280 言語 外国･比較語学

世界言語の人称代名詞とその系譜 ―人類言語史5万年の足跡― 松本, 克己 三省堂 2010 9784385364896 言語 外国･比較語学

■言語学大辞典 三省堂 言語 外国･比較語学

社会を生き抜く伝える力A to Z ―心・言葉・声11のレッスン― 新木, 睦子 実教出版 2020 9784407348941 言語 外国･比較語学

印欧祖語の母音組織 ―研究史要説と試論― 神山, 孝夫 大学教育出版 2006 9784887307186 言語 外国･比較語学

オリンピックの言語学 ―メディアの談話分析― 神田, 靖子 大学教育出版 2011 9784864290777 言語 外国･比較語学

バイリンガル(2言語使用者) ―その実像と問題点― 山本, 雅代 大修館書店 1991 9784469243079 言語 外国･比較語学

第二言語習得研究の現在 ―これからの外国語教育への視点― 小池, 生夫 大修館書店 2004 9784469244991 言語 外国･比較語学

バイリンガリズム入門 山本, 雅代 大修館書店 2014 9784469245868 言語 外国･比較語学

沈黙の言語 （UP選書 156） 森本, 和夫 東京大学出版会 1976 9784130060561 言語 外国･比較語学

記号の知/メディアの知 ―日常生活批判のためのレッスン― 石田, 英敬 東京大学出版会 2003 9784130100946 言語 外国･比較語学

ICTを活用した外国語教育 ―information and communication technology― CIEC外国語教育研究部会 東京電機大学出版局 2008 9784501544003 言語 外国･比較語学

韓日新聞社説における「主張のストラテジー」の対照研究 （ひつじ研究叢書 言語編 ; 第59巻） 李, 貞旼 ひつじ書房 2008 9784894763562 言語 外国･比較語学

多文化社会オーストラリアの言語教育政策 松田, 陽子 ひつじ書房 2009 9784894764217 言語 外国･比較語学

言語機械の普遍幻想 ―西洋言語思想史における「言葉と事物」問題をめぐって―（明治大学人文科学研究所叢書） 浜口, 稔 ひつじ書房 2011 9784894765535 言語 外国･比較語学

コミュニケーションへの言語的接近 （ひつじ研究叢書 言語編 ; 第129巻） 定延, 利之 ひつじ書房 2016 9784894767621 言語 外国･比較語学

在日パキスタン人児童の多言語使用 ―コードスイッチングとスタイルシフトの研究― 山下, 里香 ひつじ書房 2016 9784894767768 言語 外国･比較語学

メタファーと身体性 鍋島, 弘治朗 ひつじ書房 2016 9784894766211 言語 外国･比較語学

自然論理と日常言語 ―ことばと論理の統合的研究― 山梨, 正明 ひつじ書房 2016 9784894768574 言語 外国･比較語学

ソシュール言語学の意味論的再検討 （ひつじ研究叢書 言語編 ; 第135巻） 松中, 完二 ひつじ書房 2018 9784894767775 言語 外国･比較語学

言語の能格性 今西, 祐介 ひつじ書房 2020 9784823410338 言語 外国･比較語学

論争と「詭弁」 ―レトリックのための弁明―（丸善ライブラリー 297） 香西, 秀信 丸善出版 1999 9784621052976 言語 外国･比較語学

翻訳は文化である （丸善ライブラリー 326） 藤岡, 啓介 丸善出版 2000 9784621053263 言語 外国･比較語学

言語科学の百科事典 鈴木, 良次 丸善出版 2006 9784621077337 言語 外国･比較語学

世界の文字事典 庄司, 博史 丸善出版 2015 9784621088944 言語 外国･比較語学

ことばの不思議の国 ―言語学の魅力がわかる本―（叢書インテグラーレ 018） 広島大学大学院総合科学研究科 丸善出版 2020 9784621304891 言語 外国･比較語学

翻訳と異文化 ―原作との「ずれ」が語るもの― 北條, 文緒 みすず書房 2004 9784622070870 言語 外国･比較語学
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学問としての翻訳 ―『季刊翻訳』『翻訳の世界』とその時代― 佐藤=ロスベアグ・ナナ みすず書房 2020 9784622088998 言語 外国･比較語学

パロールの復権 ―ロシア・フォルマリズムからプラーグ言語美学へ― 山口, 巖 ゆまに書房 1999 9784897146829 言語 外国･比較語学

リンガフランカとしての日本語 ―多言語・多文化共生のために日本語教育を再考する― 青山, 玲二郎 明石書店 2020 9784750350516 言語 日本語

現代日本語探究法 （シリーズ「日本語探究法」 1） 小池, 清治 朝倉書店 2001 9784254515015 言語 日本語

方言探究法 （シリーズ「日本語探究法」 9） 森下, 喜一 朝倉書店 2001 9784254515091 言語 日本語

文法探究法 （シリーズ「日本語探究法」 2） 小池, 清治 朝倉書店 2002 9784254515022 言語 日本語

文字・表記探究法 （シリーズ「日本語探究法」 5） 犬飼, 隆 朝倉書店 2002 9784254515053 言語 日本語

音声・音韻探究法 ―日本語音声へのいざない―（シリーズ「日本語探究法」 3） 湯沢, 質幸 朝倉書店 2004 9784254515039 言語 日本語

レトリック探究法 （シリーズ「日本語探究法」 7） 柳澤, 浩哉 朝倉書店 2004 9784254515077 言語 日本語

語彙探究法 （シリーズ「日本語探究法」 4） 小池, 清治 朝倉書店 2005 9784254515046 言語 日本語

文体探究法 （シリーズ「日本語探究法」 6） 小池, 清治 朝倉書店 2005 9784254515060 言語 日本語

日本語史探究法 （シリーズ「日本語探究法」 8） 小林, 賢次 朝倉書店 2005 9784254515084 言語 日本語

日本語教育探究法 （シリーズ「日本語探究法」 10） 小池, 清治 朝倉書店 2007 9784254515107 言語 日本語

日本語大事典 （上・下巻セット） 佐藤武義 朝倉書店 2014 9784254510348 言語 日本語

文章と文体 （日本語ライブラリー） 沖森, 卓也 朝倉書店 2015 9784254516142 言語 日本語

日本語表現力 ―アカデミック・ライティングのための基礎トレーニング― 石塚, 正英 朝倉書店 2016 9784254510492 言語 日本語

日本語の音 （日本語ライブラリー） 沖森, 卓也 朝倉書店 2017 9784254516159 言語 日本語

漢語 （日本語ライブラリー） 沖森, 卓也 朝倉書店 2017 9784254516166 言語 日本語

漢字 （日本語ライブラリー） 沖森, 卓也 朝倉書店 2017 9784254516173 言語 日本語

古代文学言語の研究 （研究叢書 491） 糸井, 通浩 和泉書院 2018 9784757608597 言語 日本語

大学一年生の文章作法 （岩波テキストブックス α） 山本, 幸司 岩波書店 2014 9784000289153 言語 日本語

上代日本語の音韻 早田　輝洋 岩波書店 2017 9784000611886 言語 日本語

構造から見る日本語文法 （開拓社言語・文化選書 6） 三原, 健一 開拓社 2008 9784758925068 言語 日本語

構造から見る日本語文法 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 6） 三原, 健一 開拓社 2008 9784758925068 言語 日本語

日本語から見た日本人 ―主体性の言語学―（開拓社言語・文化選書 16） 広瀬, 幸生 開拓社 2010 9784758925167 言語 日本語

受身と使役 ―その意味規則を探る―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 25） 高見, 健一 開拓社 2011 9784758925259 言語 日本語

英語を通して学ぶ日本語のツボ （開拓社言語・文化選書 33） 菅井, 三実 開拓社 2012 9784758925334 言語 日本語
日本文法の系譜学 ―国語学史と言語学史の接点―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 32） 斉木, 美知世 開拓社 2012 9784758925327 言語 日本語

英語を通して学ぶ日本語のツボ 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 33） 菅井, 三実 開拓社 2012 9784758925334 言語 日本語

言語学から見た日本語と英語の慣用句 （開拓社言語・文化選書 51） 石田, プリシラ 開拓社 2015 9784758925518 言語 日本語

日英比較構文研究 畠山, 雄二 開拓社 2015 9784758922180 言語 日本語

言語学から見た日本語と英語の慣用句 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 51） 石田, プリシラ 開拓社 2015 9784758925518 言語 日本語

文法現象から捉える日本語 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 53） 岸本, 秀樹 開拓社 2015 9784758925532 言語 日本語

日本語文法ハンドブック ―言語理論と言語獲得の観点から― 村杉, 恵子 開拓社 2016 9784758922302 言語 日本語
認知と言語 ―日本語の世界・英語の世界―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 62） 濱田, 英人 開拓社 2016 9784758925624 言語 日本語

漢字は日本でどう生きてきたか （開拓社言語・文化選書 68） 湯沢, 質幸 開拓社 2017 9784758925686 言語 日本語

連濁の研究 ―国立国語研究所プロジェクト論文選集― ティモシー・J・バンス 開拓社 2017 9784758922524 言語 日本語

「視点」の違いから見る日英語の表現と文化の比較 （開拓社言語・文化選書 75） 尾野, 治彦 開拓社 2018 9784758925754 言語 日本語

文章力・論理力を高める日本語トレーニング 松谷, 英明 学事出版 2014 9784761919481 言語 日本語

ことばと表現 ―大学での日本語表現の基礎― 君野, 隆久 京都造形芸術大学 東北芸術工科大学 出版局 藝術学舎 2017 言語 日本語

アートとしての論述入門 大辻, 都 京都造形芸術大学 東北芸術工科大学 出版局 藝術学舎 2017 言語 日本語

これからレポート・卒論を書く若者のために 第2版 酒井, 聡樹 共立出版 2017 9784320005983 言語 日本語

象は鼻が長い 三上, 章 くろしお出版 1960 9784874241172 言語 日本語

日本語の論理 ―ハとガ― 三上, 章 くろしお出版 1963 9784874241134 言語 日本語

日本語の構文 三上, 章 くろしお出版 1963 9784874242674 言語 日本語
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文法小論集 三上, 章 くろしお出版 1970 9784874241868 言語 日本語

シンタクスの試み （現代語法序説 [正]） 三上, 章 くろしお出版 1972 9784874241141 言語 日本語

現代語法新説 三上, 章 くろしお出版 1972 9784874242643 言語 日本語

主語廃止論 （現代語法序説 続） 三上, 章 くろしお出版 1972 9784874240977 言語 日本語

日本語のシンタクスと意味 第1巻 寺村, 秀夫 くろしお出版 1982 9784874240021 言語 日本語

日本語のシンタクスと意味 第2巻 寺村, 秀夫 くろしお出版 1984 9784874240038 言語 日本語

命題の文法 ―日本語文法序説― 益岡, 隆志 くろしお出版 1987 9784874240205 言語 日本語

はじめての人の日本語文法 （はじめての人シリーズ） 野田, 尚史 くろしお出版 1991 9784874240533 言語 日本語

日本語のシンタクスと意味 第3巻 寺村, 秀夫 くろしお出版 1991 9784874240502 言語 日本語

寺村秀夫論文集 1:日本語文法編 寺村, 秀夫 くろしお出版 1992 9784874240625 言語 日本語

24週日本語文法ツアー 益岡, 隆志 くろしお出版 1993 9784874240847 言語 日本語

寺村秀夫論文集 2:言語学・日本語教育編 寺村, 秀夫 くろしお出版 1993 9784874240779 言語 日本語

「は」と「が」 （新日本語文法選書 1） 野田, 尚史 くろしお出版 1996 9784874241288 言語 日本語

談話分析の可能性 ―理論・方法・日本語の表現性― 泉子・K・メイナード くろしお出版 1997 9784874241455 言語 日本語

「の(だ)」の機能 （Frontier series日本語研究叢書 9） 野田, 春美 くろしお出版 1997 9784874241509 言語 日本語

オノマトペ ―形態と意味―（日英語対照研究シリーズ 6） 田守, 育啓 くろしお出版 1999 9784874241707 言語 日本語

言語学と日本語教育 1 ―実用的言語理論の構築を目指して― アラム佐々木, 幸子 くろしお出版 1999 9784874241684 言語 日本語

日本語疑問文における判断の諸相 （Frontier series日本語研究叢書 11） 安達, 太郎 くろしお出版 1999 9784874241752 言語 日本語

情意の言語学 ―「場交渉論」と日本語表現のパトス― 泉子・K・メイナード くろしお出版 2000 9784874241851 言語 日本語

日本語文法の諸相 益岡, 隆志 くろしお出版 2000 9784874242056 言語 日本語

日本語の述語と文機能 （Frontier series日本語研究叢書 13） 山岡, 政紀 くろしお出版 2000 9784874242070 言語 日本語

言語学と日本語教育 2 南, 雅彦 くろしお出版 2001 9784874242179 言語 日本語

日本語の時間表現 （Frontier series日本語研究叢書 14） 中村, ちどり くろしお出版 2001 9784874242445 言語 日本語

日本語の談話におけるフィラー （Frontier series日本語研究叢書 15） 山根, 智恵 くろしお出版 2002 9784874242636 言語 日本語

三上文法から寺村文法へ ―日本語記述文法の世界― 益岡, 隆志 くろしお出版 2003 9784874242902 言語 日本語

モダリティ （現代日本語文法 4） 日本語記述文法研究会 くろしお出版 2003 9784874242858 言語 日本語

談話言語学 ―日本語のディスコースを創造する構成・レトリック・ストラテジーの研究― 泉子・K・メイナード くろしお出版 2004 9784874243114 言語 日本語

言語学と日本語教育 3 南, 雅彦 くろしお出版 2004 9784874242803 言語 日本語

水海道方言における格と文法関係 （Frontier series日本語研究叢書 16） 佐々木, 冠 くろしお出版 2004 9784874242810 言語 日本語

リテラシーズ 1 ―ことば・文化・社会の日本語教育へ― リテラシーズ研究会 くろしお出版 2005 9784874243220 言語 日本語

生成語彙意味論 （日英語対照研究シリーズ 9） 小野, 尚之 くろしお出版 2005 9784874243244 言語 日本語

談話表現ハンドブック ―日本語教育の現場で使える― 泉子・K・メイナード くろしお出版 2005 9784874243350 言語 日本語

コミュニケーションのための日本語教育文法 野田, 尚史 くろしお出版 2005 9784874243343 言語 日本語

言語学と日本語教育 4 南, 雅彦 くろしお出版 2005 9784874243268 言語 日本語

リテラシーズ 2 ―ことば・文化・社会の日本語教育へ― リテラシーズ研究会 くろしお出版 2006 9784874243510 言語 日本語

リテラシーズ 3 ―ことば・文化・社会の日本語教育へ― リテラシーズ研究会 くろしお出版 2007 9784874243770 言語 日本語

日本語モダリティ探究 益岡, 隆志 くろしお出版 2007 9784874243787 言語 日本語

言語学と日本語教育 5 南, 雅彦 くろしお出版 2007 9784874243848 言語 日本語

日本語条件文と時制節性 （Frontier series日本語研究叢書 20） 有田, 節子 くろしお出版 2007 9784874243824 言語 日本語

日本語におけるテキストの結束性の研究 （Frontier series日本語研究叢書 21） 庵, 功雄 くろしお出版 2007 9784874243992 言語 日本語

アスペクト ; テンス ; 肯否 （現代日本語文法 3） 日本語記述文法研究会 くろしお出版 2007 9784874243855 言語 日本語

第一・第二言語における日本語名詞修飾節の習得過程 大関, 浩美 くろしお出版 2008 9784874244340 言語 日本語

複文 （現代日本語文法 6） 日本語記述文法研究会 くろしお出版 2008 9784874244159 言語 日本語

リテラシーズ 4 ―ことば・文化・社会の日本語教育へ― リテラシーズ研究会 くろしお出版 2009 9784874244586 言語 日本語
現代日本語におけるヴォイスの諸相 ―事象のあり方との関わりから―（Frontier series日本語研究叢書 22） 林, 青樺 くろしお出版 2009 9784874244388 言語 日本語
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格と構文 ; ヴォイス （現代日本語文法 2） 日本語記述文法研究会 くろしお出版 2009 9784874244609 言語 日本語

とりたて ; 主題 （現代日本語文法 5） 日本語記述文法研究会 くろしお出版 2009 9784874244449 言語 日本語

談話 ; 待遇表現 （現代日本語文法 7） 日本語記述文法研究会 くろしお出版 2009 9784874244456 言語 日本語

日本語を教えるための第二言語習得論入門 大関, 浩美 くろしお出版 2010 9784874244807 言語 日本語

言語学と日本語教育 6 南, 雅彦 くろしお出版 2010 9784874244791 言語 日本語

総論 ; 形態論 ; 総索引 （現代日本語文法 1） 日本語記述文法研究会 くろしお出版 2010 9784874244753 言語 日本語
日本語へのまなざし内と外から （古田東朔近現代日本語生成史コレクション . 国語学史 ; 1 第3巻） 古田, 東朔 くろしお出版 2010 9784874244821 言語 日本語
日本語近代への歩み （古田東朔近現代日本語生成史コレクション . 国語学史 ; 2 第4巻） 古田, 東朔 くろしお出版 2010 9784874245040 言語 日本語

国語意識の発生 （古田東朔近現代日本語生成史コレクション . 国語史 ; 2 第2巻） 古田, 東朔 くろしお出版 2011 9784874245248 言語 日本語

江戸から東京へ （古田東朔近現代日本語生成史コレクション . 国語史 ; 1 第1巻） 古田, 東朔 くろしお出版 2012 9784874245736 言語 日本語

国語科教育 ―誕生と発展―（古田東朔近現代日本語生成史コレクション 第5巻） 古田, 東朔 くろしお出版 2013 9784874245941 言語 日本語

日本語教育・日本語学の「次の一手」 庵, 功雄 くろしお出版 2013 9784874246078 言語 日本語

東朔夜話 ―伝記と随筆―（古田東朔近現代日本語生成史コレクション 第6巻） 古田, 東朔 くろしお出版 2014 9784874246429 言語 日本語

日本語のオノマトペ ―音象徴と構造― 浜野, 祥子 くろしお出版 2014 9784874246238 言語 日本語

戦後の国家と日本語教育 山本, 冴里 くろしお出版 2014 9784874246214 言語 日本語
日本語構文の意味と機能を探る = The semantics and functions of some grammatical constructions in Japanese 高見, 健一 くろしお出版 2014 9784874246283 言語 日本語

日本語文法ファイル ―日本語学と言語学からのアプローチ― 鈴木, 孝明 くろしお出版 2015 9784874246610 言語 日本語

基礎からわかる日本語表現法 森口, 稔 くろしお出版 2015 9784874246597 言語 日本語

認知類型論 （認知日本語学講座 第6巻） 中村, 渉 くろしお出版 2015 9784874246719 言語 日本語

認知的アプローチから見た第二言語習得 ―日本語の文法習得と教室指導の効果― 小柳, かおる くろしお出版 2016 9784874246832 言語 日本語

日本語文法研究のフロンティア 庵, 功雄 くろしお出版 2016 9784874247006 言語 日本語

徹底比較日本語文法と英文法 畠山, 雄二 くろしお出版 2016 9784874246894 言語 日本語

国際化時代の日本語を考える ―二表記社会への展望― J.マーシャル・アンガー くろしお出版 2017 9784874247280 言語 日本語

一歩進んだ日本語文法の教え方 1 庵, 功雄 くろしお出版 2017 9784874247365 言語 日本語

幻の日本語ローマ字化計画 ―ロバート・K・ホールと占領下の国字改革― 茅島, 篤 くろしお出版 2017 9784874247372 言語 日本語

東京語におけるアクセント句の形成 ―実験及びコーパスによるdephrasingの分析― 全, 美炷 くろしお出版 2017 9784874247396 言語 日本語

日本語条件文の諸相 ―地理的変異と歴史的変遷― 有田, 節子 くろしお出版 2017 9784874247464 言語 日本語

日本語を教えるための教材研究入門 深澤　のぞみ くろしお出版 2019 9784874248201 言語 日本語

日本語配慮表現の原理と諸相 山岡　政紀 くろしお出版 2019 9784874248157 言語 日本語

データに基づく日本語のモダリティ研究 田窪　行則 くろしお出版 2020 9784874248287 言語 日本語

現代日本語疑問文の研究 林 淳子 くろしお出版 2020 9784874248232 言語 日本語

基本語力アップ！ 初級から学ぶ日本語コロケーション 惠谷　容子 くろしお出版 2020 9784874248416 言語 日本語
New 社会の活性化と方言 （実践方言学講座 第1巻） 半沢康 くろしお出版 2020 9784874248454 言語 日本語 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 方言の教育と継承 （実践方言学講座 第2巻） 大野　眞男 くろしお出版 2020 9784874248461 言語 日本語 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 人間を支える方言 （実践方言学講座 第3巻） 小林　隆 くろしお出版 2020 9784874248478 言語 日本語 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 日本語教師教育学 横溝, 紳一郎 くろしお出版 2021 9784874248638 言語 日本語 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 産学連携でつくる多文化共生 ―カシオとムサビがデザインする日本語教育― 三代, 純平 くろしお出版 2021 9784874248539 言語 日本語 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

迷わず書ける記者式文章術 ―プロが実践する4つのパターン― 松林, 薫 慶應義塾大学出版会 2018 9784766424966 言語 日本語

レポート・論文の書き方入門 第4版 河野, 哲也 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425277 言語 日本語

大槻文彦『言海』 ―辞書と日本の近代―（世界を読み解く一冊の本） 安田, 敏朗 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425543 言語 日本語

思考を鍛えるレポート・論文作成法 = Developing critical thinking to write papers 第3版 井下, 千以子 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425772 言語 日本語

日本語類義表現使い分け辞典 泉原, 省二 研究社 2007 9784767490540 言語 日本語

中級までに学ぶ日本語 ―初中級ブリッジ教材 : テーマ別― 松田, 浩志 研究社 2011 9784327384579 言語 日本語

研究社日本語口語表現辞典 佐藤, 友子 研究社 2013 9784767491127 言語 日本語

中級から学ぶ日本語 ―テーマ別―3訂版 松田, 浩志 研究社 2014 9784327384654 言語 日本語
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上級で学ぶ日本語 ―テーマ別―3訂版 松田, 浩志 研究社 2016 9784327384746 言語 日本語

漢字マスターN2 ―日本語能力試験N2レベル― アークアカデミー 三修社 2010 9784384056327 言語 日本語

日本語能力試験対策N2文法総まとめ ―45日間で基礎からわかる― 遠藤, ゆう子 三修社 2010 9784384055740 言語 日本語

日本語能力試験対策N2文法問題集 ―解けば解くほど実践力がアップする― 遠藤, ゆう子 三修社 2010 9784384055757 言語 日本語

日本語能力試験対策N2文法模擬テスト ―実戦問題で合格力を身につける― 前澤, 由紀子 三修社 2010 9784384055764 言語 日本語

漢字マスターN1 ―日本語能力試験N1レベル― アークアカデミー 三修社 2011 9784384056310 言語 日本語

漢字マスターN3 ―日本語能力試験N3レベル― アークアカデミー 三修社 2011 9784384056334 言語 日本語

漢字マスターN5 ―日本語能力試験N5レベル― アークアカデミー 三修社 2011 9784384056358 言語 日本語

日本語能力試験対策N2漢字語彙 ―45日間で合格レベルへ!― 遠藤, 由美子 三修社 2011 9784384055771 言語 日本語

漢字マスターN4 ―日本語能力試験N4レベル― アークアカデミー 三修社 2012 9784384056341 言語 日本語

日本語能力試験対策N1文法総まとめ ―45日間で完全マスター― 山田, 光子 三修社 2012 9784384056853 言語 日本語

日本語能力試験対策N1文法問題集 ―基礎も実践もこれ1冊でパーフェクト― 山田, 光子 三修社 2012 9784384056860 言語 日本語

日本語能力試験対策N1漢字・語彙 ―45日間で確かな実力!― 遠藤, 由美子 三修社 2013 9784384057621 言語 日本語

日本語能力試験対策N3文法・語彙・漢字 ―基礎から応用までこれ1冊!― 山田, 光子 三修社 2013 9784384057638 言語 日本語

日本大文典  復刻版 ジョアン・ロドリゲス 三省堂 1992 9784385314099 言語 日本語

世界言語のなかの日本語 ―日本語系統論の新たな地平― 松本, 克己 三省堂 2007 9784385363493 言語 日本語

日本語学習のためのよく使う順漢字2200 徳弘, 康代 三省堂 2014 9784385140742 言語 日本語

三省堂国語辞典のひみつ 飯間, 浩明 三省堂 2014 9784385364155 言語 日本語

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 2011 9784788512627 言語 日本語

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 2011 9784788512580 言語 日本語

日本語の作法 ―しなやかな文章術―【スマホ・読上】 中村, 明 青土社 2018 9784791771028 言語 日本語

卒業論文・修士論文作成の要点整理実践マニュアル 滝川, 好夫 税務経理協会 2014 9784419060862 言語 日本語

許すな!悪文と不正確発音 ―正統的な日本語能力養成のために― 赤塚, 伊三武 大学教育出版 2007 9784887307810 言語 日本語
New 日英語対照研究と談話分析 伊藤　晃 大学教育出版 2021 9784866921228 言語 日本語

敬語表現 蒲谷, 宏 大修館書店 1998 9784469221435 言語 日本語

日本語の値段 （大修館・ドルフィン・ブックス） 井上, 史雄 大修館書店 2000 9784469212594 言語 日本語

敬語表現教育の方法 蒲谷, 宏 大修館書店 2006 9784469221831 言語 日本語

文章のレッスン 前田, 巍 大修館書店 2008 9784469213195 言語 日本語

敬語表現ハンドブック 蒲谷, 宏 大修館書店 2009 9784469221992 言語 日本語

待遇コミュニケーション論 蒲谷, 宏 大修館書店 2013 9784469222272 言語 日本語

敬語マスター ―まずはこれだけ三つの基本― 蒲谷, 宏 大修館書店 2014 9784469222357 言語 日本語
女子作文新講 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 24） 与謝野, 晶子 勉誠出版 2007 9784585010777 言語 日本語
女子作文新講 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 25） 与謝野, 晶子 勉誠出版 2008 9784585010784 言語 日本語

オノマトペの語義変化研究 中里, 理子 勉誠出版 2017 9784585280309 言語 日本語

国語の歴史 （UP選書 177） 築島, 裕 東京大学出版会 1977 9784130060776 言語 日本語

日本語を考える ―移りかわる言葉の機構― 山口, 明穂 東京大学出版会 2000 9784130830294 言語 日本語

論文ゼミナール 佐々木, 健一 東京大学出版会 2014 9784130032087 言語 日本語
New 日本語教育実践入門 ―日本語の分析から教材・授業の創造まで― 近藤, 安月子 東京大学出版会 2021 9784130820219 言語 日本語

意志表現をめぐる日中対照研究 （佛教大学研究叢書 32） 孫, 樹喬 東方書店 2018 9784497218063 言語 日本語

採用される作文・レポート・論文の書き方 ―大学生教員採用試験受験者必読!― 井出　一雄 東洋館出版社 2018 9784491035154 言語 日本語
イメージ・スキーマに基づく格パターン構文 ―日本語の構文モデルとして―（ひつじ研究叢書 言語編 ; 第64巻） 伊藤, 健人 ひつじ書房 2008 9784894763814 言語 日本語

日本語の文章理解過程における予測の型と機能 （ひつじ研究叢書 言語編 ; 第66巻） 石黒, 圭 ひつじ書房 2008 9784894763982 言語 日本語

古代日本語時間表現の形態論的研究 （ひつじ研究叢書 言語編 ; 第67巻） 鈴木, 泰 ひつじ書房 2009 9784894764002 言語 日本語

「ハル」敬語考 ―京都語の社会言語史―（ひつじ研究叢書 言語編 ; 第71巻） 辻, 加代子 ひつじ書房 2009 9784894764163 言語 日本語
判定質問に対する返答 ―その形式と意味を結ぶ談話規則と推論―（ひつじ研究叢書 言語編 ; 第72巻） 内田, 安伊子 ひつじ書房 2009 9784894764170 言語 日本語
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日本語学習者の「から」にみる伝達能力の発達 （シリーズ言語学と言語教育 18） 木山, 三佳 ひつじ書房 2009 9784894764187 言語 日本語
第二言語の音韻習得と音声言語理解に関与する言語的・社会的要因 （シリーズ言語学と言語教育 17） 山本, 富美子 ひつじ書房 2009 9784894764194 言語 日本語
現代日本語における蓋然性を表すモダリティ副詞の研究 （ひつじ研究叢書 言語編 ; 第73巻） 杉村, 泰 ひつじ書房 2009 9784894764668 言語 日本語

日本語教育のためのプログラム評価 （シリーズ言語学と言語教育 24） 札野, 寛子 ひつじ書房 2011 9784894765580 言語 日本語

文革から「改革開放」期における中国朝鮮族の日本語教育の研究 本田, 弘之 ひつじ書房 2012 9784894765917 言語 日本語

再構築した日本語文法 小島, 剛一 ひつじ書房 2012 9784894766013 言語 日本語

ことばの結びつきかた ―新日本語語彙論― 城田, 俊 ひつじ書房 2015 9784894767232 言語 日本語

日本語の活用現象 （ひつじ研究叢書 言語編 ; 第131巻） 三原, 健一 ひつじ書房 2015 9784894767683 言語 日本語

富山県方言の文法 （ひつじ研究叢書 言語編 ; 第130巻） 小西, いずみ ひつじ書房 2016 9784894767638 言語 日本語

発話行為から見た日本語授受表現の歴史的研究 （ひつじ研究叢書 言語編 ; 第133巻） 森, 勇太 ひつじ書房 2016 9784894767744 言語 日本語

日韓対照研究によるハとガと無助詞 （ひつじ研究叢書 言語編 ; 第137巻） 金, 智賢 ひつじ書房 2016 9784894767898 言語 日本語

判断のモダリティに関する日中対照研究 （ひつじ研究叢書 言語編 ; 第138巻） 王, 其莉 ひつじ書房 2016 9784894768086 言語 日本語

語構成の文法的側面についての研究 （ひつじ研究叢書 言語編 ; 第139巻） 斎藤, 倫明 ひつじ書房 2016 9784894768093 言語 日本語

明治期における日本語文法研究史 （ひつじ研究叢書 言語編 ; 第146巻） 服部, 隆 ひつじ書房 2017 9784894768376 言語 日本語

日本語指示表現の文脈指示用法の研究 （ひつじ研究叢書 言語編 ; 第157巻） 庵, 功雄 ひつじ書房 2019 9784894769571 言語 日本語

蚕と戦争と日本語 ―欧米の日本理解はこうして始まった― 小川, 誉子美 ひつじ書房 2020 9784823410314 言語 日本語

理科系の論文作法 高木, 隆司 丸善出版 2003 9784621072646 言語 日本語

和製英語事典 亀田, 尚己 丸善出版 2014 9784621087633 言語 日本語

よくわかる卒論の書き方 第2版（やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ） 白井, 利明 ミネルヴァ書房 2013 9784623065721 言語 日本語

U-CANの日本語能力試験N1これだけ!一問一答集 ―文法― ユーキャン日本語能力試験研究会 ユーキャン 2010 9784426601867 言語 日本語

U-CANの日本語能力試験N2これだけ!一問一答集 ―文法 : 新試験に完全対応!― ユーキャン日本語能力試験研究会 ユーキャン 2010 9784426601874 言語 日本語

U-CANの日本語能力試験N1これだけ!一問一答集 ―文字・語彙― ユーキャン日本語能力試験研究会 ユーキャン 2011 9784426602956 言語 日本語

U-CANの日本語能力試験N2これだけ!一問一答集 ―文字・語彙― ユーキャン日本語能力試験研究会 ユーキャン 2011 9784426602963 言語 日本語
論文の書き方マニュアル ―ステップ式リサーチ戦略のすすめ―新版（有斐閣アルマ Advanced） 花井, 等 有斐閣 2014 9784641220362 言語 日本語

大学1年生のための伝わるレポートの書き方 都筑, 学 有斐閣 2016 9784641174207 言語 日本語

日本語の誕生 ―古代の文字と表記―（歴史文化ライブラリー 151） 沖森, 卓也 吉川弘文館 2003 9784642055512 言語 日本語

日本語はだれのものか （歴史文化ライブラリー 190） 川口, 良 吉川弘文館 2005 9784642755900 言語 日本語

数え方の日本史 （歴史文化ライブラリー 210） 三保, 忠夫 吉川弘文館 2006 9784642056106 言語 日本語

昭和を騒がせた漢字たち ―当用漢字の事件簿―（歴史文化ライブラリー 241） 円満字, 二郎 吉川弘文館 2007 9784642756419 言語 日本語

接触場面への参加による日本語母語話者と非母語話者の変化 嶋原, 耕一 立教大学出版会 2019 9784901988360 言語 日本語
対話のことばの科学 ―プロソディが支えるコミュニケーション―（早稲田大学学術叢書 18） 市川, 熹 早稲田大学出版部 2011 9784657117113 言語 日本語

平曲譜本による近世京都アクセントの史的研究 （早稲田大学学術叢書 15） 上野, 和昭 早稲田大学出版部 2011 9784657117076 言語 日本語
New 現代中国語アスペクトの体系的研究 戴 耀晶 関西大学出版部 2021 9784873547299 言語 外国･比較語学

中国朝鮮族の言語使用と意識 高木　丈也 くろしお出版 2019 9784874248195 言語 外国･比較語学

大学1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 2019 9784766425840 言語 外国･比較語学

サンスクリット語・その形と心 = The Sanskrit language, its form and spirit 上村, 勝彦 三省堂 2010 9784385364650 言語 外国･比較語学

つたわる中国語文法 ―前置詞・副詞・接続詞を総復習― 林, 松濤 東方書店 2017 9784497217097 言語 外国･比較語学

中国語虎の巻 ―実力アップ15の秘伝―増補改訂版 彭, 飛 東方書店 2017 9784497217134 言語 外国･比較語学

中国語を歩く パート3 ―辞書と街角の考現学―（東方選書 49） 荒川, 清秀 東方書店 2018 9784497218025 言語 外国･比較語学

聴いて鍛える中国語通訳実践講座 ―ニュースとスピーチで学ぶ―音声ダウンロード版 神崎, 多實子 東方書店 2018 9784497218179 言語 外国･比較語学

長文読解の"秘訣" ―マオ老師の中国語エッセイで楽しく学ぼう―新装改訂版 毛, 丹青 東方書店 2019 9784497219046 言語 外国･比較語学

中国語筋トレみっちり基礎編 木本, 一彰 東方書店 2019 9784497219152 言語 外国･比較語学

古典ヘブライ語 （ニューエクスプレスプラス） 山田　恵子 白水社 2019 9784560088159 言語 中国語. その他の東洋の諸言語

中国語における「空間動詞」の文法化研究 ―日本語と英語との関連で― 盧, 濤 白帝社 2000 9784891744083 言語 外国･比較語学

日韓対照言語学入門 油谷, 幸利 白帝社 2005 9784891747336 言語 外国･比較語学
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日本語と中国語のヴォイス 日中対照言語学会 白帝社 2012 9784863981102 言語 外国･比較語学

中国語文法の意味とかたち ―「虚」的意味の形態化と構造化に関する研究― 木村, 英樹 白帝社 2012 9784863980976 言語 外国･比較語学

日本語と中国語のモダリティ 日中対照言語学会 白帝社 2015 9784863982031 言語 外国･比較語学

初級韓国語学習者の学習態度の変容に関する研究 （シリーズ言語学と言語教育 37） 齊藤, 良子 ひつじ書房 2018 9784894768796 言語 外国･比較語学

「主題-解説」構造から見た韓国語 -n kes-itaと日本語ノダ （ひつじ研究叢書 言語編 ; 第154巻） 李, 英蘭 ひつじ書房 2018 9784894769106 言語 外国･比較語学

接続表現の多義性に関する日韓対照研究 （ひつじ研究叢書 言語編 ; 第155巻） 池, 玟京 ひつじ書房 2018 9784894769342 言語 外国･比較語学

アムド・チベット語文法 海老原, 志穂 ひつじ書房 2019 9784894769519 言語 外国･比較語学

はじめてみようよ中国語 （丸善ライブラリー） 竹内, 誠 丸善出版 2002 9784621053560 言語 外国･比較語学

漢字文化の源流 （京大人気講義シリーズ） 阿辻, 哲次 丸善出版 2009 9784621082058 言語 外国･比較語学

正しく書いて読むための英文法用語事典 畠山, 雄二 朝倉書店 2019 9784254510621 言語 英語
New 英語上達40レッスン ―言語学から見た4技能の伸ばし方― 畠山, 雄二 朝倉書店 2020 9784254510652 言語 英語

New 音と形態 （ネイティブ英文法 3） 都田, 青子 朝倉書店 2020 9784254516739 言語 英語

実践|TOEIC TEST対応英文法ビジュアルNAVI 松岡, 浩史 朝日出版社 2013 9784255007144 言語 英語

ENGLISH ACADEMIA ―ストーリーで学ぶアカデミック英会話― 中澤, 明子 朝日出版社 2017 9784255010182 言語 英語

言外の意味 上 新版 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 1） 安井, 稔 開拓社 2007 9784758925013 言語 英語

言外の意味 下 新版 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 2） 安井, 稔 開拓社 2007 9784758925020 言語 英語
世界に通用しない英語 ―あなたの教室英語、大丈夫?―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 3） 八木, 克正 開拓社 2007 9784758925037 言語 英語
英語の文型 ―文型がわかれば、英語がわかる―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 5） 安藤, 貞雄 開拓社 2008 9784758925051 言語 英語
レキシカル・グラマーへの招待 ―新しい教育英文法の可能性―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 9） 佐藤, 芳明 開拓社 2009 9784758925099 言語 英語
英語ジョーク快読のススメ ―ジョークがわかれば、言葉も文化もわかる―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 11） 中野, 清治 開拓社 2009 9784758925112 言語 英語

英語の冠詞 ―その使い方の原理を探る―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 12） 樋口, 昌幸 開拓社 2009 9784758925129 言語 英語
コミュニケーションの英語学 ―話し手と聞き手の談話の世界―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 13） 安武, 知子 開拓社 2009 9784758925136 言語 英語
単語の構造の秘密 ―日英語の造語法を探る―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 14） 竝木, 崇康 開拓社 2009 9784758925143 言語 英語
意味論から見る英語の構造 ―移動と状態変化の表現を巡って―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 15） 米山, 三明 開拓社 2009 9784758925150 言語 英語

教室英文法の謎を探る 中川, 右也 開拓社 2010 9784758913058 言語 英語
イメージで捉える感覚英文法 ―認知文法を参照した英語学習法―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 20） 今井, 隆夫 開拓社 2010 9784758925204 言語 英語

Google検索による英語語法学習・研究法 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 21） 衣笠, 忠司 開拓社 2010 9784758925211 言語 英語
言葉をさかのぼる ―歴史に閉ざされた英語と日本語の世界―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 22） 藤原, 保明 開拓社 2010 9784758925228 言語 英語

英語構文を探求する 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 23） 大庭, 幸男 開拓社 2011 9784758925235 言語 英語
英語語法ライブラリ ―ペーパーバックが教えてくれた―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 24） 柏野, 健次 開拓社 2011 9784758925242 言語 英語

英語教育に役立つ英語の基礎知識Q&A 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 27） 八木, 克正 開拓社 2011 9784758925273 言語 英語
学校英文法プラス ―英語のより正確な理解に迫る―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 30） 中野, 清治 開拓社 2012 9784758925303 言語 英語

英語の前置詞 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 31） 安藤, 貞雄 開拓社 2012 9784758925310 言語 英語
英語の仕組みと文法のからくり ―語彙・構文アプローチ―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 34） 岩田, 彩志 開拓社 2012 9784758925341 言語 英語
英語接辞の魅力 ―語彙力を高める単語のメカニズム―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 39） 西川, 盛雄 開拓社 2013 9784758925396 言語 英語
英語とはどんな言語か ―より深く英語を知るために―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 43） 安井, 稔 開拓社 2014 9784758925433 言語 英語

ことばの仕組みから学ぶ和文英訳のコツ 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 46） 畠山, 雄二 開拓社 2014 9784758925464 言語 英語

文法化する英語 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 47） 保坂, 道雄 開拓社 2014 9784758925471 言語 英語
英語学習者のためのGoogle・英辞郎検索術 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 48） 衣笠, 忠司 開拓社 2014 9784758925488 言語 英語

英語の法助動詞 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 49） 中野, 清治 開拓社 2014 9784758925495 言語 英語

新英文法概説 山岡　洋 開拓社 2014 9784758921848 言語 英語

英語と日本語における数量表現と関係節の解釈に関する記述的・理論的研究 田中, 秀毅 開拓社 2015 9784758922203 言語 英語

最新英語学・言語学用語辞典 赤野, 一郎 開拓社 2015 9784758922159 言語 英語

歴史的にみた英語の語形成 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 54） 米倉, 綽 開拓社 2015 9784758925549 言語 英語
英語の素朴な疑問から本質へ ―文法を作る文法―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 55） 小野, 隆啓 開拓社 2015 9784758925556 言語 英語
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英語の意味を極める 1 : 名詞・形容詞・副詞編 （一歩進める英語学習・研究ブックス） 友繁, 義典 開拓社 2016 9784758912013 言語 英語

英語の意味を極める 2 : 動詞・前置詞編 （一歩進める英語学習・研究ブックス） 友繁, 義典 開拓社 2016 9784758912020 言語 英語

文法変化と言語理論 田中, 智之 開拓社 2016 9784758922319 言語 英語
名著に学ぶこれからの英語教育と教授法 ―外山正一・岡倉由三郎・O.イェスペルセン・H.スウィート― 中村, 捷 開拓社 2016 9784758922340 言語 英語

教育英語意味論への誘い 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 60） 武田, 修一 開拓社 2016 9784758925600 言語 英語

時間と言語を考える ―「時制」とはなにか―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 61） 溝越, 彰 開拓社 2016 9784758925617 言語 英語

機能・視点から考える英語のからくり 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 63） 上山, 恭男 開拓社 2016 9784758925631 言語 英語

英語仮定法を洗い直す 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 64） 中野, 清治 開拓社 2016 9784758925648 言語 英語

英語学を学ぼう ―英語学の知見を英語学習に活かす―（開拓社言語・文化選書 69） 高橋, 勝忠 開拓社 2017 9784758925693 言語 英語

斜めからの学校英文法 （開拓社言語・文化選書 70） 中島, 平三 開拓社 2017 9784758925709 言語 英語

英語クラスターハンドブック ―基本単語のつながり用例辞典― 安井, 稔 開拓社 2017 9784758922425 言語 英語

Sherlock Holmesの英語 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 65） 秋元, 実治 開拓社 2017 9784758925655 言語 英語

英語教育徹底リフレッシュ ―グローバル化と21世紀型の教育― 今尾, 康裕 開拓社 2017 9784758922449 言語 英語

教員のための「国際語としての英語」学習法のすすめ 大坪, 喜子 開拓社 2017 9784758922418 言語 英語
Efficacy of visual-auditory shadowing method in SLA based on language processing models in cognitive psychology 中山, 誠一 開拓社 2017 9784758922364 言語 英語
Studies in Middle and Modern English ―historical variation―（Studies in the history of the English language 6） 谷, 明信 開拓社 2017 9784758922494 言語 英語
Language contact and variation in the history of English （Studies in the history of the English language 7） 内田, 充美 開拓社 2017 9784758922531 言語 英語
動詞の意味を分解する ―様態・結果・状態の語彙意味論―（開拓社言語・文化選書 71） 出水, 孝典 開拓社 2018 9784758925716 言語 英語

意味解釈の中のモダリティ 上 （開拓社言語・文化選書 72） 澤田, 治美 開拓社 2018 9784758925723 言語 英語

意味解釈の中のモダリティ 下 （開拓社言語・文化選書 73） 澤田, 治美 開拓社 2018 9784758925730 言語 英語

ことわざから探る英米人の知恵と考え方 （開拓社言語・文化選書 74） 安藤, 邦男 開拓社 2018 9784758925747 言語 英語

新たな英語史研究をめざして ―詩学と記号論を視点に―（開拓社言語・文化選書 76） 三輪, 伸春 開拓社 2018 9784758925761 言語 英語
ネイティブの語感に迫るアクティブな英単語力 大学入学レベル （一歩進める英語学習・研究ブックス） 中村, 良夫 開拓社 2018 9784758912037 言語 英語
イメージ感覚で捉える英語の前置詞 ―39の前置詞を集中マスター―（一歩進める英語学習・研究ブックス） 上田, 明子 開拓社 2018 9784758912044 言語 英語

英語の時制の一致 ―時制の一致と「仮定法の伝播」―（開拓社叢書 32） 千葉　修司 開拓社 2018 9784758918275 言語 英語

英語教師のための英語史 片見　彰夫 開拓社 2018 9784758922586 言語 英語

発話型英文法の教え方・学び方 中村　捷 開拓社 2018 9784758922623 言語 英語
A Dynamic Study of Some Derivative Processes in English Grammar ―Towards a Theory of Explanation― 中澤　和夫 開拓社 2018 9784758922609 言語 英語
A Study on Cross‐Linguistic Variations in Realization Patterns ―New Proposals Based on Competition Theory― 西牧　和也 開拓社 2018 9784758922616 言語 英語

英文法の心理 中右　実 開拓社 2018 9784758922654 言語 英語

脳のしくみが解れば英語がみえる （一歩進める英語学習・研究ブックス） 濱田　英人 開拓社 2019 9784758912082 言語 英語

ミニマリスト日英語比較統語論 外池　滋生 開拓社 2019 9784758922661 言語 英語

英語tough構文の研究 千葉　修司 開拓社 2019 9784758922708 言語 英語
New プロジェクト発信型英語プログラム ―自分軸を鍛える「教えない」教育― 山中 司 北大路書房 2021 9784762831430 言語 英語 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

会話分析 （日英語対照研究シリーズ 2） 泉子・K・メイナード くろしお出版 1993 9784874240717 言語 英語

動詞意味論 ―言語と認知の接点―（日英語対照研究シリーズ 5） 影山, 太郎 くろしお出版 1996 9784874241301 言語 英語

機能的統語論 （日英語対照による英語学演習シリーズ 4） 高見, 健一 くろしお出版 1997 9784874241516 言語 英語

音声学・音韻論 （日英語対照による英語学演習シリーズ 1） 窪薗, 晴夫 くろしお出版 1998 9784874241561 言語 英語

生成文法と比較統語論 （日英語対照による英語学演習シリーズ 3） 三原, 健一 くろしお出版 1998 9784874241677 言語 英語

意味論１－形式意味論－ （日英語対照による英語学演習シリーズ 5） 杉本, 孝司 くろしお出版 1998 9784874241554 言語 英語

意味論２－認知意味論－ （日英語対照による英語学演習シリーズ 8） 杉本, 孝司 くろしお出版 1998 9784874241615 言語 英語

形態論と意味 （日英語対照による英語学演習シリーズ 2） 影山, 太郎 くろしお出版 1999 9784874241745 言語 英語

英語リーディングの認知メカニズム 門田, 修平 くろしお出版 2001 9784874242162 言語 英語
英語の書きことばと話しことばはいかに関係しているか ―第二言語理解の認知メカニズム―（関西学院大学研究叢書 第100編） 門田, 修平 くろしお出版 2002 9784874242520 言語 英語

冠詞と名詞 （謎解きの英文法） 久野, 暲 くろしお出版 2004 9784874243015 言語 英語
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文の意味 （謎解きの英文法） 久野, 暲 くろしお出版 2005 9784874243237 言語 英語

第二言語理解の認知メカニズム ―英語の書きことばの処理と音韻の役割― 門田, 修平 くろしお出版 2006 9784874243404 言語 英語

否定 （謎解きの英文法） 久野, 暲 くろしお出版 2007 9784874243916 言語 英語

単数か複数か （謎解きの英文法） 久野, 暲 くろしお出版 2009 9784874244524 言語 英語

省略と倒置 （謎解きの英文法） 久野, 暲 くろしお出版 2013 9784874245897 言語 英語

時の表現 （謎解きの英文法） 久野, 暲 くろしお出版 2013 9784874245934 言語 英語

使役 （謎解きの英文法） 久野, 暲 くろしお出版 2014 9784874246382 言語 英語

副詞と数量詞 （謎解きの英文法） 久野, 暲 くろしお出版 2015 9784874246672 言語 英語

動詞 （謎解きの英文法） 久野, 暲 くろしお出版 2017 9784874247242 言語 英語

英語の命令文 ―神話と現実― 高橋, 英光 くろしお出版 2017 9784874247341 言語 英語

英語を学ぶ楽しみ ―国際コミュニケーションのために― 岡, 秀夫 くろしお出版 2018 9784874247631 言語 英語

形容詞 （謎解きの英文法） 久野, 暲 くろしお出版 2018 9784874247761 言語 英語
New 日英対照 英語学の基礎 三原健一 高見健一ほか くろしお出版 201300 9784874246009 言語 英語

英語スタイルブック ―ライティングの表記ルール辞典― 石井　隆之 クロスメディアランゲージ 2019 9784295403197 言語 英語

英語教育のグランド・デザイン ―慶應義塾大学SFCの実践と展望― 鈴木, 佑治 慶應義塾大学出版会 2003 9784766409895 言語 英語

必ずものになる話すための英文法 Step1 入門編1 市橋, 敬三 研究社 2006 9784327451936 言語 英語

必ずものになる話すための英文法 Step2 入門編2 市橋, 敬三 研究社 2006 9784327451943 言語 英語

必ずものになる話すための英文法 Step3 初級編1 市橋, 敬三 研究社 2006 9784327451950 言語 英語

必ずものになる話すための英文法 Step4 初級編2 市橋, 敬三 研究社 2006 9784327451967 言語 英語

必ずものになる話すための英文法 Step5 中級編1 市橋, 敬三 研究社 2008 9784327452117 言語 英語

必ずものになる話すための英文法 Step6 中級編2 市橋, 敬三 研究社 2008 9784327452124 言語 英語

語根で覚える英単語 ―語源によるラクラク英単語記憶法― 研究社辞書編集部 研究社 2008 9784327452148 言語 英語

TOEICテスト魔法の単語帳 白野, 伊津夫 研究社 2009 9784327430641 言語 英語

必ずものになる話すための英文法 Step7 上級編 市橋, 敬三 研究社 2010 9784327452353 言語 英語

留学英会話ハンドブック ―Campus English A to Z―改訂版 仁木, 久恵 研究社 2010 9784327452285 言語 英語

とっさのときに困らない英語の30秒スピーチ 小坂, 貴志 研究社 2010 9784327430658 言語 英語

語根で覚える英単語プラス ―語源によるサクサク英単語10倍記憶法― 研究社辞書編集部 研究社 2010 9784327452315 言語 英語

ネイティブが教える英語の語法とライティング デイビッド・セイン 研究社 2011 9784327452407 言語 英語

ほめる英語・励ます英語 ―コミュニケーションを円滑にする― クライド・ダブンポート 研究社 2011 9784327440992 言語 英語

ネイティブ添削で学ぶ英文ライティング 英語便 研究社 2012 9784327452445 言語 英語

ネイティブが教える英語の動詞の使い分け デイビッド・セイン 研究社 2012 9784327452476 言語 英語

ネイティブが教えるほんとうの英語の冠詞の使い方 デイビッド・セイン 研究社 2013 9784327452537 言語 英語
ネイティブが教える英語の形容詞の使い分け = Natural adjective usage for advanced learners デイビッド・セイン 研究社 2013 9784327452568 言語 英語

頂上制覇TOEICテストリーディングPart5&6究極の技術 (テクニック) [本編] ―Book3― ロバート・ヒルキ 研究社 2013 言語 英語
頂上制覇TOEICテストリーディングPart5&6究極の技術 (テクニック) 別冊問題 ―Book3― 研究社 2013 言語 英語

頂上制覇TOEICテストリーディングPart7究極の技術 (テクニック) [本編] ―Book4― ロバート・ヒルキ 研究社 2013 9784327291044 言語 英語

頂上制覇TOEICテストリーディングPart7究極の技術 (テクニック) 別冊問題 ―Book4― 研究社 2013 言語 英語

ネイティブが教えるほんとうの英語の助動詞の使い方 デイビッド・セイン 研究社 2014 9784327452605 言語 英語

はじめての英語教育研究 ―押さえておきたいコツとポイント― 浦野, 研 研究社 2016 9784327421977 言語 英語

■英語基本3点セット 研究社 言語 英語

英語論文基礎表現717 安原, 和也 三修社 2011 9784384033526 言語 英語

三省堂英語イディオム・句動詞大辞典 安藤, 貞雄 三省堂 2011 9784385104270 言語 英語

Why English Now? ―今なぜ英語を学ぶのか― 松田, 武 三和書籍 2019 9784862513953 言語 英語

わたしたちの英語 ―地球市民のコミュニケーション力―【スマホ・読上】 宮武, 久佳 青土社 2018 9784791770519 言語 英語

大学生入門  3訂版 高橋, 三郎 世界思想社教学社 2009 9784790713944 言語 英語
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英語学講義  新版 浅田, 寿男 大学教育出版 1997 9784887302266 言語 英語

古英語散文撰 井上, 省紀 大学教育出版 1998 9784887302976 言語 英語

英語再学習の技法 大園, 弘 大学教育出版 2000 9784887303645 言語 英語

英語から日本が見える 小比賀, 香苗 大学教育出版 2001 9784887304529 言語 英語

英語を学ぶ日本人のための基礎英語学 堀江, 周三 大学教育出版 2004 9784887305816 言語 英語

英語で楽しむ昔話 内桶, 真二 大学教育出版 2006 9784887306943 言語 英語

英語能 = Noh Theater in Translation 北村, 英子 大学教育出版 2007 9784887307735 言語 英語

英語上達法 ―文法から総合力へ― 中田, 康行 大学教育出版 2007 9784887307612 言語 英語

英語から現在(いま)が見える ―英語文化学入門― 小比賀, 香苗 大学教育出版 2007 9784887307414 言語 英語
英語教育改善のためのプログラム化とマネジメント ―すべての学生の英語力向上をめざして― 植山, 剛行 大学教育出版 2009 9784887308848 言語 英語

英字新聞「日経ウィークリー」活用法 [1] 杉田, 米行 大学教育出版 2010 9784864290371 言語 英語

英語論文表現入門 ―中高基本150語から学ぶ英語学術表現の世界― 安原, 和也 大学教育出版 2011 9784864290845 言語 英語

重要英語構文・英文法ノート 安武, 繁 大学教育出版 2011 9784864290050 言語 英語

英字新聞「日経ウィークリー」活用法 2 杉田, 米行 大学教育出版 2011 9784864291125 言語 英語

英字新聞「日経ウィークリー」活用法 3 ―TOEIC対策必携書― 杉田, 米行 大学教育出版 2012 9784864291873 言語 英語

アメリカ人の言語観を知るための10章 ―先住民・黒人・ヒスパニック・日系の事例から― 杉野, 俊子 大学教育出版 2012 9784864291774 言語 英語
日本人英語学習者のためのタスクによるライティング評価法 ―構成概念に基づく言語処理的テスト法― 杉田, 由仁 大学教育出版 2013 9784864292153 言語 英語

日英対照動詞の意味と構文 影山, 太郎 大修館書店 2001 9784469244595 言語 英語

英語教育用語辞典 改訂版 白畑, 知彦 大修館書店 2009 9784469245394 言語 英語

英語教師のためのコーパス活用ガイド 赤野, 一郎 大修館書店 2014 9784469245851 言語 英語

理想のリスニング ―「人間的モヤモヤ」を聞きとる英語の世界― 阿部, 公彦 東京大学出版会 2020 9784130830812 言語 英語

Parsing strategies of Japanese low-proficiency EFL learners 安間, 一雄 ひつじ書房 2009 9784894764378 言語 英語
児童の英語音声知覚メカニズム ―L2学習過程において―（シリーズ言語学と言語教育 22） 西尾, 由里 ひつじ書房 2011 9784894765245 言語 英語
Style and creativity ―towards a theory of creative stylistics―（Hituzi Language Studies No.2） 斎藤, 兆史 ひつじ書房 2016 9784894767256 言語 英語
An Affect‐Oriented English Pronunciation Instructional Design for Japanese University Students （Hituzi Linguistics in English No.29） 中條, 純子 ひつじ書房 2020 9784894769229 言語 英語
Tag Questions and Their Intersubjectivity ―A Cognitive Linguistic Approach―（Hituzi Linguistics in English No.31） 中谷, 博美 ひつじ書房 2020 9784823410239 言語 英語

街角のイギリス英語 （丸善ライブラリ－ 86） 大村善勇 丸善出版 1993 9784621050866 言語 英語

理科系の英語 （丸善ライブラリー 147） 志村, 史夫 丸善出版 1995 9784621051474 言語 英語

日本語の発想・英語の発想 （丸善ライブラリー 247） 山田, 雅重 丸善出版 1997 9784621052471 言語 英語

英文法のからくり ―英語表現の意味を「推理」する―（丸善ライブラリー 341） 武田, 修一 丸善出版 2001 9784621053416 言語 英語

人の噂は七五日or九日? ―数の「英語・日本語」表現くらべ―（丸善ライブラリー 343） 山田, 雅重 丸善出版 2001 9784621053430 言語 英語

英語表現・論理トレーニング ―ビジネスから国際関係文書・公式文書まで― 小野田, 摂子 丸善出版 2008 9784621080214 言語 英語

日英ことばの文化事典 亀田, 尚己 丸善出版 2015 9784621089804 言語 英語

日英ことわざ文化事典 山田, 雅重 丸善出版 2017 9784621301661 言語 英語

日英・慣用句の文化事典 山田, 雅重 丸善出版 2019 9784621304174 言語 英語

大学英語教育の可能性 ―授業実践からの提言― 寶壺, 貴之 丸善プラネット 2012 9784863451124 言語 英語

国際学会英語表現辞典 ―congress English : 即戦力・ポケット版― 大井, 静雄 三輪書店 1998 9784895900812 言語 英語

An automodular view of English grammar （早稲田大学学術叢書 35） 上野, 義雄 早稲田大学出版部 2014 9784657147059 言語 英語

ドイツ語再帰構文の対照言語学的研究 （ひつじ研究叢書 言語編 ; 第60巻） 大矢, 俊明 ひつじ書房 2008 9784894763555 言語 ドイツ語
New フランス語の話し言葉における舌打ち音の研究 森田, 美里 くろしお出版 2021 9784874248522 言語 フランス語 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

スペイン語とともに考える英語のラテン語彙の世界 【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 36） 山中, 和樹 開拓社 2013 9784758925365 言語 外国･比較語学

スペイン語の世界 岡本, 信照 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425338 言語 外国･比較語学

ロマンス語入門 町田, 健 三省堂 2011 9784385364643 言語 外国･比較語学

スラヴ語入門 三谷, 恵子 三省堂 2011 9784385364667 言語 外国･比較語学

Essays on Irish syntax 1 牧, 秀樹 開拓社 2011 9784758921688 言語 外国･比較語学
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ラテン語・その形と心 風間, 喜代三 三省堂 2005 9784385362526 言語 外国･比較語学

オウィディウスでラテン語を読む 風間, 喜代三 三省堂 2013 9784385362533 言語 外国･比較語学

歴史言語学の方法 ―ギリシア語史とその周辺― 松本, 克己 三省堂 2014 9784385362786 言語 外国･比較語学

教科書啓蒙文集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 11） 斉藤, 利彦 岩波書店 2006 9784002402116 文学 文学(外国･比較)

■世界文学あらすじ大事典　全4巻セット 国書刊行会 文学 文学(外国･比較)

世界文学大図鑑 ジェイムズ・キャントン 三省堂 2017 9784385162331 文学 文学(外国･比較)

「外部」遭遇文学論 ―ハーン・ロティ・猿― 大貫, 徹 新曜社 2011 9784788512412 文学 文学(外国･比較)

日本の笑いと世界のユーモア ―異文化コミュニケーションの観点から― 大島, 希巳江 世界思想社教学社 2006 9784790712169 文学 文学(外国･比較)

「世界文学」はつくられる ―1827-2020― 秋草　俊一郎 東京大学出版会 2020 9784130801089 文学 文学(外国･比較)

ノーベル文学賞 ―作家とその時代―（丸善ライブラリー） 柏倉, 康夫 丸善出版 1992 9784621050644 文学 文学(外国･比較)

ブルジョワ ―歴史と文学のあいだ― フランコ・モレッティ みすず書房 2018 9784622087236 文学 文学(外国･比較)

震災後に読む文学 （早稲田大学ブックレット : 「震災後」に考える 28） 堀内, 正規 早稲田大学出版部 2013 9784657133021 文学 文学(外国･比較)

遠藤周作論 ―「歴史小説」を視座として―（近代文学研究叢刊 65） 長濵, 拓磨 和泉書院 2018 9784757608658 文学 日本文学

源氏物語論考 ―古筆・古注・表記―（研究叢書 494） 田坂, 憲二 和泉書院 2018 9784757608665 文学 日本文学

中世の戦乱と文学 （研究叢書 497） 松林, 靖明 和泉書院 2018 9784757608726 文学 日本文学

日本鉱物文化語彙攷 （研究叢書 502） 吉野, 政治 和泉書院 2018 9784757608818 文学 日本文学

古今和歌集 （新日本古典文学大系 5） 紀, 友則 岩波書店 1989 9784002400051 文学 日本文学

金葉和歌集 . 詞花和歌集 （新日本古典文学大系 9） 源, 俊頼 岩波書店 1989 9784002400099 文学 日本文学

続日本紀 1 （新日本古典文学大系 12） 藤原, 継縄 岩波書店 1989 9784002400129 文学 日本文学

落窪物語 . 住吉物語 （新日本古典文学大系 18） 藤井, 貞和 岩波書店 1989 9784002400181 文学 日本文学

土佐日記 . 蜻蛉日記 . 紫式部日記 . 更級日記 （新日本古典文学大系 24） 紀, 貫之 岩波書店 1989 9784002400242 文学 日本文学

方丈記 . 徒然草 （新日本古典文学大系 39） 鴨, 長明 岩波書店 1989 9784002400396 文学 日本文学

室町物語集 上 （新日本古典文学大系 54） 市古, 貞次 岩波書店 1989 9784002400549 文学 日本文学

武道伝来記 ; 西鶴置土産 ; 万の文反古 ; 西鶴名残の友 （新日本古典文学大系 77） 井原, 西鶴 岩波書店 1989 9784002400778 文学 日本文学

けいせい色三味線 ; けいせい伝受紙子 ; 世間娘気質 （新日本古典文学大系 78） 江島, 其磧 岩波書店 1989 9784002400785 文学 日本文学

浮世風呂 ; 戯場粋言幕の外 ; 大千世界楽屋探 （新日本古典文学大系 86） 式亭, 三馬 岩波書店 1989 9784002400860 文学 日本文学

江戸繁昌記 . 柳橋新誌 （新日本古典文学大系 100） 寺門, 静軒 岩波書店 1989 9784002401003 文学 日本文学

後撰和歌集 （新日本古典文学大系 6） 片桐, 洋一 岩波書店 1990 9784002400068 文学 日本文学

拾遺和歌集 （新日本古典文学大系 7） 小町谷, 照彦 岩波書店 1990 9784002400075 文学 日本文学

続日本紀 2 （新日本古典文学大系 13） 藤原, 継縄 岩波書店 1990 9784002400136 文学 日本文学

芭蕉七部集 （新日本古典文学大系 70） 松尾, 芭蕉 岩波書店 1990 9784002400709 文学 日本文学

宇治拾遺物語 . 古本説話集 （新日本古典文学大系 42） 三木, 紀人 岩波書店 1990 9784002400426 文学 日本文学

中世和歌集 鎌倉篇 （新日本古典文学大系 46） 伊藤, 敬 岩波書店 1990 9784002400464 文学 日本文学

五山文学集 （新日本古典文学大系 48） 入矢, 義高 岩波書店 1990 9784002400488 文学 日本文学

中世日記紀行集 （新日本古典文学大系 51） 福田, 秀一 岩波書店 1990 9784002400518 文学 日本文学

田舎荘子 . 当世下手談義 . 当世穴さがし （新日本古典文学大系 81） 丹羽, 樗山 岩波書店 1990 9784002400815 文学 日本文学

米饅頭始 ; 仕懸文庫 ; 昔話稲妻表紙 （新日本古典文学大系 85） 山東, 京傳 岩波書店 1990 9784002400853 文学 日本文学

初期俳諧集 （新日本古典文学大系 69） 森川, 昭 岩波書店 1991 9784002400693 文学 日本文学

竹田出雲並木宗輔浄瑠璃集 （新日本古典文学大系 93） 竹田, 出雲 岩波書店 1991 9784002400938 文学 日本文学

枕草子 （新日本古典文学大系 25） 清少納言 岩波書店 1991 9784002400259 文学 日本文学

平家物語 上 （新日本古典文学大系 44） 梶原, 正昭 岩波書店 1991 9784002400440 文学 日本文学

中世和歌集 室町篇 （新日本古典文学大系 47） 伊藤, 敬 岩波書店 1991 9784002400471 文学 日本文学

竹林抄 （新日本古典文学大系 49） 宗祇 岩波書店 1991 9784002400495 文学 日本文学

日本詩史 ; 五山堂詩話 （新日本古典文学大系 65） 江村, 北海 岩波書店 1991 9784002400655 文学 日本文学

仮名草子集 （新日本古典文学大系 74） 渡辺, 守邦 岩波書店 1991 9784002400747 文学 日本文学
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好色二代男 ; 西鶴諸国ばなし ; 本朝二十不孝 （新日本古典文学大系 76） 井原, 西鶴 岩波書店 1991 9784002400761 文学 日本文学

東路記 . 己巳紀行 . 西遊記 （新日本古典文学大系 98） 貝原, 益軒 岩波書店 1991 9784002400983 文学 日本文学

新古今和歌集 （新日本古典文学大系 11） 源, 通具 岩波書店 1992 9784002400112 文学 日本文学

続日本紀 3 （新日本古典文学大系 14） 藤原, 継縄 岩波書店 1992 9784002400143 文学 日本文学

堤中納言物語 . とりかへばや物語 （新日本古典文学大系 26） 大槻, 脩 岩波書店 1992 9784002400266 文学 日本文学

本朝文粋 （新日本古典文学大系 27） 藤原, 明衡 岩波書店 1992 9784002400273 文学 日本文学

保元物語 . 平治物語 . 承久記 （新日本古典文学大系 43） 栃木, 孝惟 岩波書店 1992 9784002400433 文学 日本文学

室町物語集 下 （新日本古典文学大系 55） 市古, 貞次 岩波書店 1992 9784002400556 文学 日本文学

繁野話 . 曲亭伝竒花釵児 . 催馬楽竒談 . 鳥辺山調綫 （新日本古典文学大系 80） 都賀, 庭鐘 岩波書店 1992 9784002400808 文学 日本文学

漱石全集 第1巻 ―吾輩は猫である― 夏目, 漱石 岩波書店 1993 9784000918015 文学 日本文学

源氏物語 1 （新日本古典文学大系 19） 紫式部 岩波書店 1993 9784002400198 文学 日本文学

千載和歌集 （新日本古典文学大系 10） 藤原, 俊成 岩波書店 1993 9784002400105 文学 日本文学

今昔物語集 3 （新日本古典文学大系 35） 今野, 達 岩波書店 1993 9784002400358 文学 日本文学

江戸座点取俳諧集 （新日本古典文学大系 72） 鈴木, 勝忠 岩波書店 1993 9784002400723 文学 日本文学

近松浄瑠璃集 上 （新日本古典文学大系 91） 近松, 門左衛門 岩波書店 1993 9784002400914 文学 日本文学

宝物集 . 閑居友 . 比良山古人霊託 （新日本古典文学大系 40） 平, 康頼 岩波書店 1993 9784002400402 文学 日本文学

平家物語 下 （新日本古典文学大系 45） 梶原, 正昭 岩波書店 1993 9784002400457 文学 日本文学

梁塵秘抄 ; 閑吟集 ; 狂言歌謡 （新日本古典文学大系 56） 小林, 芳規 岩波書店 1993 9784002400563 文学 日本文学

七十一番職人歌合 . 新撰狂歌集 . 古今夷曲集 （新日本古典文学大系 61） 岩崎, 佳枝 岩波書店 1993 9784002400617 文学 日本文学

寝惚先生文集 ; 狂歌才蔵集 ; 四方のあか （新日本古典文学大系 84） 大田, 南畝 岩波書店 1993 9784002400846 文学 日本文学

紅葉全集 第3巻 小説3 （三人妻,二人女房,紅白毒饅頭,他） 尾崎紅葉 岩波書店 1993 9784000917735 文学 日本文学

紅葉全集 第6巻 小説6 （多情多恨,青葡萄） 尾崎紅葉 岩波書店 1993 9784000917766 文学 日本文学

紅葉全集 第7巻 小説7 （金色夜叉） 尾崎紅葉 岩波書店 1993 9784000917773 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第23巻 断腸亭日乗3 永井荷風 岩波書店 1993 9784000917438 文学 日本文学

漱石全集 第2巻 ―倫敦塔ほか・坊っちやん― 夏目, 漱石 岩波書店 1994 9784000918022 文学 日本文学

漱石全集 第3巻 ―草枕・二百十日・野分― 夏目, 漱石 岩波書店 1994 9784000918039 文学 日本文学

漱石全集 第4巻 ―虞美人草― 夏目, 漱石 岩波書店 1994 9784000918046 文学 日本文学

漱石全集 第5巻 ―坑夫・三四郎― 夏目, 漱石 岩波書店 1994 9784000918053 文学 日本文学

漱石全集 第6巻 ―それから・門― 夏目, 漱石 岩波書店 1994 9784000918060 文学 日本文学

漱石全集 第7巻 ―彼岸過迄― 夏目, 漱石 岩波書店 1994 9784000918077 文学 日本文学

漱石全集 第8巻 ―行人― 夏目, 漱石 岩波書店 1994 9784000918084 文学 日本文学

漱石全集 第9巻 ―心― 夏目, 漱石 岩波書店 1994 9784000918091 文学 日本文学

漱石全集 第10巻 ―道草― 夏目, 漱石 岩波書店 1994 9784000918107 文学 日本文学

漱石全集 第11巻 ―明暗― 夏目, 漱石 岩波書店 1994 9784000918114 文学 日本文学

漱石全集 第12巻 ―小品― 夏目, 漱石 岩波書店 1994 9784000918121 文学 日本文学

源氏物語 2 （新日本古典文学大系 20） 紫式部 岩波書店 1994 9784002400204 文学 日本文学

後拾遺和歌集 （新日本古典文学大系 8） 藤原, 通俊 岩波書店 1994 9784002400082 文学 日本文学

今昔物語集 4 （新日本古典文学大系 36） 今野, 達 岩波書店 1994 9784002400365 文学 日本文学

元禄俳諧集 （新日本古典文学大系 71） 大内, 初夫 岩波書店 1994 9784002400716 文学 日本文学

平安私家集 （新日本古典文学大系 28） 犬養, 廉 岩波書店 1994 9784002400280 文学 日本文学

とはずがたり . たまきはる （新日本古典文学大系 50） 後深草院二条 岩波書店 1994 9784002400501 文学 日本文学

舞の本 （新日本古典文学大系 59） 麻原, 美子 岩波書店 1994 9784002400594 文学 日本文学

本朝一人一首 （新日本古典文学大系 63） 林, 鵞峰 岩波書店 1994 9784002400631 文学 日本文学

紅葉全集 第1巻 小説1 （二人比丘尼色懺悔,恋山賤,夏痩,他） 尾崎　紅葉 岩波書店 1994 9784000917711 文学 日本文学

紅葉全集 第2巻 小説2 （伽羅枕,此ぬし,他） 尾崎紅葉 岩波書店 1994 9784000917728 文学 日本文学
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紅葉全集 第4巻 小説4 （隣の女,心の闇,袖時雨,他） 尾崎紅葉 岩波書店 1994 9784000917742 文学 日本文学

紅葉全集 第5巻 小説5 （不言不語,紫,冷熱,他） 尾崎紅葉 岩波書店 1994 9784000917759 文学 日本文学

紅葉全集 第8巻 小説8 （西洋娘気質,八重だすき,他） 尾崎紅葉 岩波書店 1994 9784000917780 文学 日本文学

紅葉全集 第9巻 俳句・初期詩文 尾崎紅葉 岩波書店 1994 9784000917797 文学 日本文学

紅葉全集 第10巻 評判・随筆 尾崎紅葉 岩波書店 1994 9784000917803 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第24巻 断腸亭日乗4 永井荷風 岩波書店 1994 9784000917445 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第25巻 断腸亭日乗5 永井荷風 岩波書店 1994 9784000917452 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第28巻 対談･座談 永井荷風 岩波書店 1994 9784000917483 文学 日本文学

漱石全集 第13巻 ―英文学研究― 夏目, 漱石 岩波書店 1995 9784000918138 文学 日本文学

漱石全集 第14巻 ―文学論― 夏目, 漱石 岩波書店 1995 9784000918145 文学 日本文学

漱石全集 第15巻 ―文学評論― 夏目, 漱石 岩波書店 1995 9784000918152 文学 日本文学

漱石全集 第16巻 ―評論ほか― 夏目, 漱石 岩波書店 1995 9784000918169 文学 日本文学

漱石全集 第18巻 ―漢詩文― 夏目, 漱石 岩波書店 1995 9784000918183 文学 日本文学

漱石全集 第19巻 ―日記・断片／上― 夏目, 漱石 岩波書店 1995 9784000918190 文学 日本文学

源氏物語 3 （新日本古典文学大系 21） 紫式部 岩波書店 1995 9784002400211 文学 日本文学

八代集総索引 （新日本古典文学大系 別巻1） 久保田, 淳 岩波書店 1995 9784002401010 文学 日本文学

続日本紀 4 （新日本古典文学大系 15） 藤原, 継縄 岩波書店 1995 9784002400150 文学 日本文学

近松浄瑠璃集 下 （新日本古典文学大系 92） 近松, 門左衛門 岩波書店 1995 9784002400921 文学 日本文学

袋草紙 （新日本古典文学大系 29） 藤原, 清輔 岩波書店 1995 9784002400297 文学 日本文学

中華若木詩抄 . 湯山聯句鈔 （新日本古典文学大系 53） 如月, 寿印 岩波書店 1995 9784002400532 文学 日本文学

偐紫田舎源氏 上 （新日本古典文学大系 88） 柳亭, 種彦 岩波書店 1995 9784002400884 文学 日本文学

偐紫田舎源氏 下 （新日本古典文学大系 89） 柳亭, 種彦 岩波書店 1995 9784002400891 文学 日本文学

紅葉全集 第11巻 紀行・日記 尾崎紅葉 岩波書店 1995 9784000917810 文学 日本文学

紅葉全集 第12巻 書簡・雑纂 尾崎紅葉 岩波書店 1995 9784000917827 文学 日本文学

紅葉全集 別巻 共同執筆・翻訳 尾崎紅葉 岩波書店 1995 9784000917834 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第27巻 書簡 永井　壯吉 岩波書店 1995 9784000917476 文学 日本文学

荷風全集荷風全集（新版） 第29巻 雑纂 永井荷風 岩波書店 1995 9784000917490 文学 日本文学

漱石全集 第17巻 ―俳句・詩歌― 夏目, 漱石 岩波書店 1996 9784000918176 文学 日本文学

漱石全集 第20巻 ―日記・断片／下― 夏目, 漱石 岩波書店 1996 9784000918206 文学 日本文学

漱石全集 第22巻 ―書簡／上― 夏目, 漱石 岩波書店 1996 9784000918220 文学 日本文学

漱石全集 第23巻 ―書簡／中― 夏目, 漱石 岩波書店 1996 9784000918237 文学 日本文学

漱石全集 第25巻 ―別冊／上― 夏目, 漱石 岩波書店 1996 9784000918251 文学 日本文学

漱石全集 第26巻 ―別冊／中― 夏目, 漱石 岩波書店 1996 9784000918268 文学 日本文学

漱石全集 別巻 ―漱石言行録― 夏目, 漱石 岩波書店 1996 9784000918299 文学 日本文学

源氏物語 4 （新日本古典文学大系 22） 紫式部 岩波書店 1996 9784002400228 文学 日本文学

今昔物語集 5 （新日本古典文学大系 37） 今野, 達 岩波書店 1996 9784002400372 文学 日本文学

近松半二江戸作者浄瑠璃集 （新日本古典文学大系 94） 近松, 半二 岩波書店 1996 9784002400945 文学 日本文学

日本霊異記 （新日本古典文学大系 30） 景戒 岩波書店 1996 9784002400303 文学 日本文学

狂言記 （新日本古典文学大系 58） 橋本, 朝生 岩波書店 1996 9784002400587 文学 日本文学

太閤記 （新日本古典文学大系 60） 小瀬, 甫庵 岩波書店 1996 9784002400600 文学 日本文学

菅茶山頼山陽詩集 （新日本古典文学大系 66） 水田, 紀久 岩波書店 1996 9784002400662 文学 日本文学

近世歌文集 上 （新日本古典文学大系 67） 松野, 陽一 岩波書店 1996 9784002400679 文学 日本文学

漱石全集 第21巻 ―ノート― 夏目, 漱石 岩波書店 1997 9784000918213 文学 日本文学

漱石全集 第24巻 ―書簡／下― 夏目, 漱石 岩波書店 1997 9784000918244 文学 日本文学

漱石全集 第27巻 ―別冊／下― 夏目, 漱石 岩波書店 1997 9784000918275 文学 日本文学
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源氏物語 5 （新日本古典文学大系 23） 紫式部 岩波書店 1997 9784002400235 文学 日本文学

江戸歌舞伎集 （新日本古典文学大系 96） 古井戸, 秀夫 岩波書店 1997 9784002400969 文学 日本文学

竹取物語 ; 伊勢物語 （新日本古典文学大系 17） 堀内, 秀晃 岩波書店 1997 9784002400174 文学 日本文学

三宝絵 . 注好選 （新日本古典文学大系 31） 源, 為憲 岩波書店 1997 9784002400310 文学 日本文学

江談抄 . 中外抄 . 富家語 （新日本古典文学大系 32） 大江, 匡房 岩波書店 1997 9784002400327 文学 日本文学

田植草紙 . 山家鳥虫歌 . 鄙廼一曲 . 琉歌百控 （新日本古典文学大系 62） 友久, 武文 岩波書店 1997 9784002400624 文学 日本文学

蘐園録稿 ; 梅墩詩鈔 ; 如亭山人遺藁 （新日本古典文学大系 64） 日野, 龍夫 岩波書店 1997 9784002400648 文学 日本文学

近世歌文集 下 （新日本古典文学大系 68） 松野, 陽一 岩波書店 1997 9784002400686 文学 日本文学

草双紙集 （新日本古典文学大系 83） 木村, 八重子 岩波書店 1997 9784002400839 文学 日本文学

続日本紀 5 （新日本古典文学大系 16） 藤原, 継縄 岩波書店 1998 9784002400167 文学 日本文学

天明俳諧集 （新日本古典文学大系 73） 山下, 一海 岩波書店 1998 9784002400730 文学 日本文学

上方歌舞伎集 （新日本古典文学大系 95） 土田, 衞 岩波書店 1998 9784002400952 文学 日本文学

六百番歌合 （新日本古典文学大系 38） 久保田, 淳 岩波書店 1998 9784002400389 文学 日本文学

謡曲百番 （新日本古典文学大系 57） 西野, 春雄 岩波書店 1998 9784002400570 文学 日本文学

異素六帖 ; 古今俄選 ; 粋宇瑠璃 ; 田舍芝居 （新日本古典文学大系 82） 浜田, 啓介 岩波書店 1998 9784002400822 文学 日本文学

開巻驚奇俠客伝 （新日本古典文学大系 87） 曲亭, 馬琴 岩波書店 1998 9784002400877 文学 日本文学

漱石全集 第28巻 ―総索引― 夏目, 漱石 岩波書店 1999 9784000918282 文学 日本文学

源氏物語索引 （新日本古典文学大系 別巻2） 柳井, 滋 岩波書店 1999 9784002401027 文学 日本文学

萬葉集 1 （新日本古典文学大系 1） 佐竹, 昭広 岩波書店 1999 9784002400013 文学 日本文学

今昔物語集 1 （新日本古典文学大系 33） 今野, 達 岩波書店 1999 9784002400334 文学 日本文学

今昔物語集 2 （新日本古典文学大系 34） 今野, 達 岩波書店 1999 9784002400341 文学 日本文学

古浄瑠璃 ; 説経集 （新日本古典文学大系 90） 信多, 純一 岩波書店 1999 9784002400907 文学 日本文学

萬葉集 2 （新日本古典文学大系 2） 佐竹, 昭広 岩波書店 2000 9784002400020 文学 日本文学

続日本紀索引年表 （新日本古典文学大系 別巻3） 笹山, 晴生 岩波書店 2000 9784002401034 文学 日本文学

当代江戸百化物 ; 在津紀事 ; 仮名世説 （新日本古典文学大系 97） 多治比, 郁夫 岩波書店 2000 9784002400976 文学 日本文学

仁齋日札 . たはれ草 . 不盡言 . 無可有郷 （新日本古典文学大系 99） 伊藤, 仁斎 岩波書店 2000 9784002400990 文学 日本文学

今昔物語集索引 （新日本古典文学大系 別巻4） 小峯, 和明 岩波書店 2001 9784002401041 文学 日本文学

伽婢子 （新日本古典文学大系 75） 浅井, 了意 岩波書店 2001 9784002400754 文学 日本文学

河竹黙阿弥集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 8） 河竹, 黙阿弥 岩波書店 2001 9784002402086 文学 日本文学

新体詩 ; 聖書 ; 讃美歌集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 12） 阿毛, 久芳 岩波書店 2001 9784002402123 文学 日本文学

樋口一葉集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 24） 樋口, 一葉 岩波書店 2001 9784002402246 文学 日本文学

萬葉集 3 （新日本古典文学大系 3） 佐竹, 昭広 岩波書店 2002 9784002400037 文学 日本文学

翻訳小説集 2 （新日本古典文学大系 明治編 ; 15） 中川, 久定 岩波書店 2002 9784002402154 文学 日本文学

坪内逍遙二葉亭四迷集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 18） 坪内, 逍遥 岩波書店 2002 9784002402185 文学 日本文学

泉鏡花集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 20） 泉, 鏡花 岩波書店 2002 9784002402208 文学 日本文学

幸田露伴集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 22） 幸田, 露伴 岩波書店 2002 9784002402222 文学 日本文学

女性作家集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 23） 中島, 湘煙 岩波書店 2002 9784002402239 文学 日本文学

キリスト者評論集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 26） 藪, 禎子 岩波書店 2002 9784002402260 文学 日本文学

萬葉集 4 （新日本古典文学大系 4） 佐竹, 昭広 岩波書店 2003 9784002400044 文学 日本文学

和歌 俳句 歌謡 音曲集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 4） 久保田, 啓一 岩波書店 2003 9784002402048 文学 日本文学

政治小説集 1 （新日本古典文学大系 明治編 ; 16） 山田, 俊治 岩波書店 2003 9784002402161 文学 日本文学

尾崎紅葉集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 19） 尾崎, 紅葉 岩波書店 2003 9784002402192 文学 日本文学

正岡子規集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 27） 正岡, 子規 岩波書店 2003 9784002402277 文学 日本文学

萬葉集索引 （新日本古典文学大系 別巻5） 佐竹, 昭広 岩波書店 2004 9784002401058 文学 日本文学

開化風俗誌集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 1） 日野, 龍夫 岩波書店 2004 9784002402017 文学 日本文学
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漢詩文集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 2） 入谷, 仙介 岩波書店 2004 9784002402024 文学 日本文学

森鷗外集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 25） 森, 鴎外 岩波書店 2004 9784002402253 文学 日本文学

古事談 ; 続古事談 （新日本古典文学大系 41） 川端, 善明 岩波書店 2005 9784002400419 文学 日本文学

漢文小説集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 3） 池澤, 一郎 岩波書店 2005 9784002402031 文学 日本文学

硯友社文学集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 21） 山田, 有策 岩波書店 2005 9784002402215 文学 日本文学

風刺文学集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 29） 中野, 三敏 岩波書店 2005 9784002402291 文学 日本文学

落語怪談咄集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 6） 延広, 真治 岩波書店 2006 9784002402062 文学 日本文学

政治小説集 2 （新日本古典文学大系 明治編 ; 17） 大沼, 敏男 岩波書店 2006 9784002402178 文学 日本文学

国木田独歩 宮崎湖処子集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 28） 国木田, 独歩 岩波書店 2006 9784002402284 文学 日本文学

明治実録集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 13） 須田, 千里 岩波書店 2007 9784002402130 文学 日本文学

講談人情咄集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 7） 延広, 真治 岩波書店 2008 9784002402079 文学 日本文学

海外見聞集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 5） 松田, 清 岩波書店 2009 9784002402055 文学 日本文学

明治名作集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 30） 谷川, 恵一 岩波書店 2009 9784002402307 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第1巻 初期作品集 永井　壮吉 岩波書店 2009 9784000917216 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第2巻 野心,地獄の花 永井　壮吉 岩波書店 2009 9784000917223 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第3巻 夢の女,女優ナヽ 永井　壮吉 岩波書店 2009 9784000917230 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第4巻 あめりか物語,西遊日誌抄 永井　壮吉 岩波書店 2009 9784000917247 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第5巻 ふらんす物語 永井　壮吉 岩波書店 2009 9784000917254 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第6巻 歓楽,すみだ川 永井　壮吉 岩波書店 2009 9784000917261 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第7巻 冷笑,紅茶の後 永井　壮吉 岩波書店 2009 9784000917278 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第11巻 夏すがた,日和下駄 永井　壮吉 岩波書店 2009 9784000917315 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第16巻 つゆのあとさき,荷風随筆 永井　壮吉 岩波書店 2009 9784000917360 文学 日本文学

明治戯作集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 9） 須田, 千里 岩波書店 2010 9784002402093 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第8巻 暴君,新橋夜話 永井　壮吉 岩波書店 2010 9784000917285 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第9巻 珊瑚集 永井　壮吉 岩波書店 2010 9784000917292 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第10巻 柳さくら,江戸藝術論 永井　壮吉 岩波書店 2010 9784000917308 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第12巻 腕くらべ,断腸亭雑稾 永井　壮吉 岩波書店 2010 9784000917322 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第13巻 おかめ笹,毎月見聞録 永井　壮吉 岩波書店 2010 9784000917339 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第14巻 雨瀟瀟,麻布襍記 永井　壮吉 岩波書店 2010 9784000917346 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第15巻 かし間の女,下谷叢話 永井　壮吉 岩波書店 2010 9784000917353 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第17巻 墨東綺譚,おもかげ 永井　壮吉 岩波書店 2010 9784000917377 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第18巻 浮沈,勲章 永井　壮吉 岩波書店 2010 9784000917384 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第19巻 問はずがたり,葛飾土産 永井　壮吉 岩波書店 2010 9784000917391 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第20巻 裸体,偏奇館吟草 永井　壮吉 岩波書店 2010 9784000917407 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第21巻 断腸亭日乗1 永井荷風 岩波書店 2010 9784000917414 文学 日本文学

福澤諭吉集 （新日本古典文学大系 明治編 ; 10） 福澤, 諭吉 岩波書店 2011 9784002402109 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第22巻 断腸亭日乗2 永井荷風 岩波書店 2011 9784000917421 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第26巻 断腸亭日乗6,『断腸亭日乗』索引 永井　壯吉 岩波書店 2011 9784000917469 文学 日本文学

荷風全集（新版） 第30巻 補遺1・年譜・著作年表・書誌・荷風全集収 永井　壯吉 岩波書店 2011 9784000917506 文学 日本文学

荷風全集（新版） 別巻 補遺2・永井荷風―人と作品・書簡宛名解説 永井　壯吉 岩波書店 2011 9784000917605 文学 日本文学

普請中 ; 鶏ほか （鷗外近代小説集 第2巻） 森, 鴎外 岩波書店 2012 9784000927321 文学 日本文学

青年 （鷗外近代小説集 第4巻） 森, 鴎外 岩波書店 2012 9784000927345 文学 日本文学

かのやうに ; 雁ほか （鷗外近代小説集 第6巻） 森, 鴎外 岩波書店 2012 9784000927369 文学 日本文学

連想の文体 ―王朝文学史序説― 鈴木, 日出男 岩波書店 2012 9784000256605 文学 日本文学

舞姫 ; ヰタ・セクスアリスほか （鷗外近代小説集 第1巻） 森, 鴎外 岩波書店 2013 9784000927314 文学 日本文学
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仮面灰燼ほか （鷗外近代小説集 第3巻） 森, 鴎外 岩波書店 2013 9784000927338 文学 日本文学

蛇 ; カズイスチカほか （鷗外近代小説集 第5巻） 森, 鴎外 岩波書店 2013 9784000927352 文学 日本文学

翻訳小説集 1 （新日本古典文学大系 明治編 ; 14） 中川, 久定 岩波書店 2013 9784002402147 文学 日本文学

徒然草の十七世紀 ―近世文芸思潮の形成― 川平　敏文 岩波書店 2015 9784000239011 文学 日本文学

中世和歌史論 ―様式と方法― 渡部, 泰明 岩波書店 2017 9784000238892 文学 日本文学

源氏物語越境論 ―唐物表象と物語享受の諸相― 河添, 房江 岩波書店 2018 9784000613064 文学 日本文学

徒然草の誕生 ―中世文学表現史序説― 中野, 貴文 岩波書店 2019 9784000014106 文学 日本文学

露伴全集 第一巻 小説一 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第二巻 小説二 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第三巻 小説三 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第四巻 小説四 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第五巻 小説五 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第六巻 小説六 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第七巻 小説七 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第八巻 小説八 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第九巻 小説九 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第十巻 小説餘稿,少年文学 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第十一巻 少年文学 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第十二巻 戯曲 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第十三巻 詩 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第十四巻 紀行 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第十五巻 史傳一 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第十六巻 史傳二 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第十七巻 史傳三 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第十八巻 研究 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第十九巻 考證 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第二十巻 評釋芭蕉七部集一 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第二十一巻 評釋芭蕉七部集二 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第二十二巻 評釋芭蕉七部集三 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第二十三巻 評釋芭蕉七部集四 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第二十四巻 評論一 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第二十五巻 評論二 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第二十六巻 評論三 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第二十七巻 評論四 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第二十八巻 評論五 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第二十九巻 随筆一 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第三十巻 随筆二 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第三十一巻 随筆三 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第三十二巻 題跋,歌文 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第三十三巻 譯註水滸傳一 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第三十四巻 譯註水滸傳二 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第三十五巻 譯註水滸傳三 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第三十六巻 譯註水滸傳四 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第三十七巻 譯註水滸傳五 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第三十八巻 日記 岩波書店 文学 日本文学
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露伴全集 第三十九巻 書簡 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第四十巻 雑纂 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 第四十一巻 別冊 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 別巻上 拾遺 上 岩波書店 文学 日本文学

露伴全集 別巻下 拾遺 下 岩波書店 文学 日本文学

新装版啄木全集 第一巻 歌集 岩波書店 文学 日本文学

新装版啄木全集 第二巻 詩集一 岩波書店 文学 日本文学

新装版啄木全集 第三巻 詩集二 岩波書店 文学 日本文学

新装版啄木全集 第四巻 小説一 岩波書店 文学 日本文学

新装版啄木全集 第五巻 小説二 岩波書店 文学 日本文学

新装版啄木全集 第六巻 小説三 岩波書店 文学 日本文学

新装版啄木全集 第七巻 小説四 岩波書店 文学 日本文学

新装版啄木全集 第八巻 感想・評論一 岩波書店 文学 日本文学

新装版啄木全集 第九巻 感想・評論二 岩波書店 文学 日本文学

新装版啄木全集 第十巻 感想・評論三 岩波書店 文学 日本文学

新装版啄木全集 第十一巻 書簡一 岩波書店 文学 日本文学

新装版啄木全集 第十二巻 書簡二 岩波書店 文学 日本文学

新装版啄木全集 第十三巻 日記一 岩波書店 文学 日本文学

新装版啄木全集 第十四巻 日記二 岩波書店 文学 日本文学

新装版啄木全集 第十五巻 日記三 岩波書店 文学 日本文学

新装版啄木全集 第十六巻 日記四 岩波書店 文学 日本文学

記号論から見た俳句 （開拓社言語・文化選書 78） 有馬, 道子 開拓社 2018 9784758925785 文学 日本文学

母子避難、心の軌跡 ―家族で訴訟を決意するまで― 森松, 明希子 かもがわ出版 2013 9784780306767 文学 日本文学

「徒然草」ゼミナール （奈良女子大学文学部「まほろば」叢書 第5巻） 鈴木, 広光 かもがわ出版 2014 9784780306927 文学 日本文学

俳句理解の心理学 皆川　直凡 北大路書房 2005 9784762824630 文学 日本文学

「認知運動療法」日記 ―ボクは日々、変容する身体 : リハビリテーション・レポート― 藤田, 貴史 協同医書出版社 2016 9784763940117 文学 日本文学

魔女は真昼に夢を織る 松本, 祐子 聖学院大学出版会 2016 9784907113209 文学 日本文学

「内向の世代」論 古屋, 健三 慶應義塾大学出版会 1998 9784766407075 文学 日本文学

遠藤周作 加藤, 宗哉 慶應義塾大学出版会 2006 9784766412901 文学 日本文学

荷風と市川 秋山, 征夫 慶應義塾大学出版会 2012 9784766419429 文学 日本文学

泉鏡花 ―百合と宝珠の文学史― 持田, 叙子 慶應義塾大学出版会 2012 9784766419726 文学 日本文学

折口信夫の晩年 岡野　弘彦 慶應義塾大学出版会 2017 9784766424768 文学 日本文学

どれがほんと? ―万太郎俳句の虚と実― 高柳, 克弘 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425130 文学 日本文学

折口信夫秘恋の道 持田, 叙子 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425321 文学 日本文学

異郷論・祭祀論 （精選折口信夫 1） 折口, 信夫 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425482 文学 日本文学

文学発生論・物語史論 （精選折口信夫 2） 折口, 信夫 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425499 文学 日本文学

短歌史論・迢空短歌編 （精選折口信夫 3） 折口, 信夫 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425505 文学 日本文学

芸能史論 （精選折口信夫 4） 折口, 信夫 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425512 文学 日本文学

随想ほか・迢空詩編 （精選折口信夫 5） 折口, 信夫 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425529 文学 日本文学

百鬼園戰前・戰中日記 上 内田, 百間 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426038 文学 日本文学

百鬼園戰前・戰中日記 下 内田, 百間 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426045 文学 日本文学

季節をいとおしむ言葉 （美しい日本語 荷風 1） 永井, 荷風 慶應義塾大学出版会 2019 9784766426168 文学 日本文学

アルバム （精選折口信夫 6） 折口, 信夫 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425536 文学 日本文学

人生に口づけする言葉 （美しい日本語荷風 2） 永井, 荷風 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426175 文学 日本文学

心の自由をまもる言葉 （美しい日本語荷風 3） 永井, 荷風 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426182 文学 日本文学
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「うたのことば」に耳をすます 久保田, 淳 慶應義塾大学出版会 2020 9784766426984 文学 日本文学

批評の熱度 ―体験的吉本隆明論― 大井, 浩一 勁草書房 2017 9784326851928 文学 日本文学

夏目漱石と日本美術 伊藤, 宏見 国書刊行会 2012 9784336054586 文学 日本文学

開高健・旅と表現者 吉田春生 彩流社 1992 9784882022169 文学 日本文学

電子文学論 榎本, 正樹 彩流社 1993 9784882022695 文学 日本文学

村上春樹、転換する 吉田, 春生 彩流社 1997 9784882024958 文学 日本文学

文学するコンピュータ 榎本　正樹 彩流社 1998 9784882024651 文学 日本文学

漱石と英国 ―留学体験と創作との間―増補版 塚本　利明 彩流社 1999 9784882024637 文学 日本文学

高橋たか子の風景 中川　成美 彩流社 1999 9784882024668 文学 日本文学

徒然草をどう読むか （放送大学叢書 004） 島内, 裕子 左右社 2009 9784903500140 文学 日本文学

方丈記と住まいの文学 （放送大学叢書 033） 島内, 裕子 左右社 2016 9784865281453 文学 日本文学

三省堂新現代川柳必携 田口, 麦彦 三省堂 2014 9784385137841 文学 日本文学

日本の名作おさらい （おとなの楽習 16） 中嶋, 毅史 自由国民社 2010 9784426107963 文学 日本文学

季節のことば ―心地よい季語の味わい―（日本のたしなみ帖 : 和ごころ、こと始め。） 現代用語の基礎知識・編集部 自由国民社 2015 9784426119102 文学 日本文学

夏目漱石博物館 ―その生涯と作品の舞台―（建築の絵本） 石崎, 等 彰国社 1985 9784395270248 文学 日本文学

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 2012 9784788513143 文学 日本文学

主題としての「終り」 ―文学の構想力― 高橋, 修 新曜社 2012 9784788512832 文学 日本文学

3・11慟哭の記録 ―71人が体感した大津波・原発・巨大地震― 金菱　清 新曜社 2012 9784788512702 文学 日本文学

漱石のヒロインたち ―古典から読む― 増田, 裕美子 新曜社 2017 9784788515291 文学 日本文学

動物の声、他者の声 ―日本戦後文学の倫理― 村上, 克尚 新曜社 2017 9784788515376 文学 日本文学

不寛容な時代のポピュリズム 【スマホ・読上】 森, 達也 青土社 2017 9784791769940 文学 日本文学

夏目漱石「われ」の行方 柴田, 勝二 世界思想社教学社 2015 9784790716549 文学 日本文学

司馬遼太郎 ―旅する感性―【スマホ・読上】 （※） 桑島 秀樹 世界思想社教学社 2020 9784790717393 文学 日本文学
大伴家持歌の風流 (みやび) ―花鳥風月と花月―（広島女学院大学総合研究所叢書 第6号） 森, 斌 大学教育出版 2012 9784864291156 文学 日本文学

交渉することば （叢書想像する平安文学 第4巻） 河添, 房江 勉誠出版 1999 9784585020769 文学 日本文学

三島由紀夫事典 松本, 徹 勉誠出版 2000 9784585060185 文学 日本文学

夢そして欲望 （叢書想像する平安文学 第5巻） 河添, 房江 勉誠出版 2001 9784585020776 文学 日本文学

家と血のイリュージョン （叢書想像する平安文学 第6巻） 河添, 房江 勉誠出版 2001 9784585020783 文学 日本文学

系図をよむ/地図をよむ ―物語時空論―（叢書想像する平安文学 第7巻） 河添, 房江 勉誠出版 2001 9784585020790 文学 日本文学

音声と書くこと （叢書想像する平安文学 第8巻） 河添, 房江 勉誠出版 2001 9784585020806 文学 日本文学
東西南北 ; 天地玄黄 ; 鉄幹子 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 1） 与謝野, 寛 勉誠出版 2001 9784585010548 文学 日本文学

紫 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 2） 与謝野, 寛 勉誠出版 2002 9784585010555 文学 日本文学

小扇 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 3） 与謝野, 晶子 勉誠出版 2002 9784585010562 文学 日本文学
一隅より ; 青海波 ; 雲のいろいろ （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 6） 与謝野, 晶子 勉誠出版 2002 9784585010593 文学 日本文学
新訳源氏物語 [1] （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 7） 紫式部 勉誠出版 2002 9784585010609 文学 日本文学
新訳源氏物語 [2] （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 8） 紫式部 勉誠出版 2002 9784585010616 文学 日本文学

常夏 ; 佐保姫 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 4） 与謝野, 寛 勉誠出版 2003 9784585010579 文学 日本文学

檞之葉 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 5） 与謝野, 寛 勉誠出版 2003 9784585010586 文学 日本文学

巴里より （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 10） 与謝野, 寛 勉誠出版 2003 9784585010630 文学 日本文学
新訳栄華物語 上巻、中巻・前半 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 11） 与謝野, 晶子 勉誠出版 2003 9784585010647 文学 日本文学
新訳栄華物語 中巻・後半、下巻 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 12） 与謝野, 晶子 勉誠出版 2003 9784585010654 文学 日本文学
明るみへ ; 夏より秋へ （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 9） 与謝野, 晶子 勉誠出版 2004 9784585010623 文学 日本文学

リラの花 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 13） 与謝野, 寛 勉誠出版 2004 9784585010661 文学 日本文学
さくら草 ; 雑記帳 ; うねうね川 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 14） 与謝野, 寛 勉誠出版 2004 9784585010678 文学 日本文学
歌の作りやう ; 朱葉集 ; 短歌三百講 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 15） 与謝野, 晶子 勉誠出版 2004 9784585010685 文学 日本文学
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人及び女として ; 舞ごろも ; 新訳紫式部日記 ; 新訳和泉式部日記 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 16） 与謝野, 晶子 勉誠出版 2004 9784585010692 文学 日本文学
新訳徒然草 ; 我等何を求むるか ; 晶子新集 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 17） 与謝野, 晶子 勉誠出版 2005 9784585010708 文学 日本文学
愛、理性及び勇気 ; 若き友へ （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 18） 与謝野, 晶子 勉誠出版 2005 9784585010715 文学 日本文学
心頭雑草 ; 行つて参ります ; 激動の中を行く （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 19） 与謝野, 寛 勉誠出版 2005 9784585010722 文学 日本文学
火の鳥 ; 晶子歌話 ; 女人創造 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 20） 与謝野, 寛 勉誠出版 2006 9784585010739 文学 日本文学
太陽と薔薇 ; 人間礼拝 ; 草の夢 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 21） 与謝野, 晶子 勉誠出版 2006 9784585010746 文学 日本文学
愛の創作 ; 流星の道 ; 瑠璃光 ; 砂に書く （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 22） 与謝野, 晶子 勉誠出版 2007 9784585010753 文学 日本文学
心の遠景 ; 光る雲 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 23） 与謝野, 寛 勉誠出版 2007 9784585010760 文学 日本文学

満蒙遊記 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 26） 与謝野, 寛 勉誠出版 2008 9784585010791 文学 日本文学

こんなに優しい日本人 （人間愛叢書） 志村, 有弘 勉誠出版 2009 9784585012320 文学 日本文学
優勝者となれ ; 平安朝女流日記蜻蛉日記 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 27） 与謝野, 寛 勉誠出版 2009 9784585010807 文学 日本文学
新新訳源氏物語 第1-2巻 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 28） 紫式部 勉誠出版 2009 9784585010814 文学 日本文学
新新訳源氏物語 第3-4巻 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 29） 紫式部 勉誠出版 2009 9784585010821 文学 日本文学
新新訳源氏物語 第5-6巻 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 30） 紫式部 勉誠出版 2010 9784585010838 文学 日本文学
与謝野寛遺稿歌集 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 31） 与謝野, 寛 勉誠出版 2010 9784585010845 文学 日本文学
全歌集五句索引篇 （鉄幹晶子全集 / [与謝野鉄幹, 与謝野晶子著] ; 逸見久美編集代表 32） 与謝野, 寛 勉誠出版 2011 9784585010852 文学 日本文学

フルカラー見る・知る・読む源氏物語 中野, 幸一 勉誠出版 2013 9784585290575 文学 日本文学

正訳源氏物語 第1冊 ―本文対照― 紫式部 勉誠出版 2015 9784585295716 文学 日本文学

正訳源氏物語 第2冊 ―本文対照― 紫式部 勉誠出版 2016 9784585295723 文学 日本文学

正訳源氏物語 第3冊 ―本文対照― 紫式部 勉誠出版 2016 9784585295730 文学 日本文学

正訳源氏物語 第4冊 ―本文対照― 紫式部 勉誠出版 2016 9784585295747 文学 日本文学

正訳源氏物語 第5冊 ―本文対照― 紫式部 勉誠出版 2016 9784585295754 文学 日本文学

正訳源氏物語 第6冊 ―本文対照― 紫式部 勉誠出版 2016 9784585295761 文学 日本文学

正訳源氏物語 第7冊 ―本文対照― 紫式部 勉誠出版 2016 9784585295778 文学 日本文学

正訳源氏物語 第8冊 ―本文対照― 紫式部 勉誠出版 2017 9784585295785 文学 日本文学

正訳源氏物語 第9冊 ―本文対照― 紫式部 勉誠出版 2017 9784585295792 文学 日本文学

正訳源氏物語 第10冊 ―本文対照― 紫式部 勉誠出版 2017 9784585295808 文学 日本文学

昭和文学の上海体験 （関西学院大学研究叢書 第185編） 大橋, 毅彦 勉誠出版 2017 9784585291404 文学 日本文学

夏目漱石 （UP選書 51） 瀬沼, 茂樹 東京大学出版会 1970 9784130050517 文学 日本文学

近代戯曲の世界 （UP選書 93） 永平, 和雄 東京大学出版会 1972 9784130050937 文学 日本文学

中世文学の世界 （UP選書 94） 久保田, 淳 東京大学出版会 1972 9784130050944 文学 日本文学

王朝女流文学の世界 （UP選書 95） 秋山, 虔 東京大学出版会 1972 9784130050951 文学 日本文学

日本文学の近代と反近代 （UP選書 105） 三好, 行雄 東京大学出版会 1972 9784130060059 文学 日本文学

源氏物語一面 ―平安文学覚書―（UP選書 120） 寺田, 透 東京大学出版会 1973 9784130060202 文学 日本文学

森鴎外 （UP選書 164） 生松, 敬三 東京大学出版会 1976 9784130060646 文学 日本文学

歴史と人間について ―藤村と近代日本―（UP選書 265） 小谷, 汪之 東京大学出版会 1991 9784130020657 文学 日本文学

平安物語叙述論 藤井, 貞和 東京大学出版会 2001 9784130800631 文学 日本文学

菅原道真と平安朝漢文学 藤原, 克己 東京大学出版会 2001 9784130800648 文学 日本文学

物語理論講義 （Liberal arts） 藤井, 貞和 東京大学出版会 2004 9784130830386 文学 日本文学

世界文学と日本近代文学 野網, 摩利子 東京大学出版会 2019 9784130860581 文学 日本文学
New ふわふわする漱石 ―その哲学的基礎とウィリアム・ジェイムズ― 岩下, 弘史 東京大学出版会 2021 9784130860635 文学 日本文学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 講義日本文学 ―「共同性」からの視界― 東京大学国文学研究室 東京大学出版会 2021 9784130820462 文学 日本文学 2022年1月末まで同時ｱｸｾｽ30のｷｬﾝﾍﾟｰﾝ中

New 平安朝文人論 宋, 晗 東京大学出版会 2021 9784130860628 文学 日本文学

村上春樹と私 ―日本の文学と文化に心を奪われた理由― ジェイ・ルービン 東洋経済新報社 2016 9784492062029 文学 日本文学

昭和十年前後の太宰治 ―「青年」・メディア・テクスト―（未発選書 15） 松本, 和也 ひつじ書房 2009 9784894764279 文学 日本文学
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太宰治ブームの系譜 （未発選書 第26巻） 滝口, 明祥 ひつじ書房 2016 9784894768154 文学 日本文学

村上春樹のフィクション （ひつじ研究叢書 文学編 ; 9） 西田谷, 洋 ひつじ書房 2017 9784894768888 文学 日本文学
地津震波 (zi tsu shin pa) ―the Great East Japan Earthquake a collection of tanka (Japanese poetry) and prose― 佐藤, 成晃 ヒロエンタープライズ 2014 文学 日本文学

東日本大震災歌文集・地津震波 佐藤, 成晃 ヒロエンタープライズ 2014 文学 日本文学
東日本大震災 ―被災障害者の日記 : 夢は見るもの、叶えるもの。踏ん張れば必ず報われる。― 後藤, 新喜 ヒロエンタープライズ 2014 文学 日本文学

補助線を描く ―大震災のボランティア― 菅野, 隆義 ヒロエンタープライズ 2014 文学 日本文学

東日本大震災 ―シャドウ― 霜月, 風雅 ヒロエンタープライズ 2014 文学 日本文学

東日本大震災 ―あなたに持っていて欲しい物― 相澤, 陽子 ヒロエンタープライズ 2014 文学 日本文学

ハンセン病文学全集 1: 小説1 大岡, 信 皓星社 2002 9784774403908 文学 日本文学

ハンセン病文学全集 2: 小説2 大岡, 信 皓星社 2002 9784774403915 文学 日本文学

ハンセン病文学全集 3: 小説3 大岡, 信 皓星社 2002 9784774403922 文学 日本文学

ハンセン病文学全集 4: 記録・随筆 大岡, 信 皓星社 2003 9784774403939 文学 日本文学

ハンセン病文学全集 6: 詩1 大岡, 信 皓星社 2003 9784774403953 文学 日本文学

ハンセン病文学全集 10: 児童作品 大岡, 信 皓星社 2003 9784774403991 文学 日本文学

ハンセン病文学全集 7: 詩2 大岡, 信 皓星社 2004 9784774403960 文学 日本文学

ハンセン病文学全集 8: 短歌 大岡, 信 皓星社 2006 9784774403977 文学 日本文学

ハンセン病文学全集 5: 評論 大岡, 信 皓星社 2010 9784774403946 文学 日本文学

ハンセン病文学全集 9: 俳句・川柳 大岡, 信 皓星社 2010 9784774403984 文学 日本文学

幕末明治の社会変容と詩歌 青山　英正 勉誠出版 2020 9784585291961 文学 日本文学

謎解き・風の又三郎 （丸善ライブラリ－ 033） 天沢退二郎 丸善出版 1991 9784621050330 文学 日本文学

作家の訳した世界の文学 （丸善ライブラリ－ 46） 井上健 丸善出版 1992 9784621050460 文学 日本文学

文学と風土 ―房総を旅した作家たち―（丸善ライブラリ－ 105） 坂本哲郎 丸善出版 1993 9784621051054 文学 日本文学

『源氏物語』を楽しむ ―恋のかけひき―（丸善ライブラリー 237） 山口　仲美 丸善出版 1997 9784621052372 文学 日本文学

漱石と「學鐙」 小山, 慶太 丸善出版 2017 9784621301203 文学 日本文学

遺稿集連鎖 ―近代文学側面誌― 紅野, 敏郎 丸善雄松堂 2002 9784841903096 文学 日本文学

Haruki Murakamiを読んでいるときに我々が読んでいる者たち 辛島, デイヴィッド みすず書房 2018 9784622087007 文学 日本文学

海を撃つ ―福島・広島・ベラルーシにて― 安東, 量子 みすず書房 2019 9784622087823 文学 日本文学

天台仏教と平安朝文人 （歴史文化ライブラリー 133） 後藤, 昭雄 吉川弘文館 2002 9784642755337 文学 日本文学

宮本武蔵の読まれ方 （歴史文化ライブラリー 152） 櫻井, 良樹 吉川弘文館 2003 9784642755528 文学 日本文学

藤原俊成 ―中世和歌の先導者― 久保田, 淳 吉川弘文館 2020 9784642085298 文学 日本文学

島村抱月の文藝批評と美学理論 （早稲田大学学術叢書 27） 岩佐, 壯四郎 早稲田大学出版部 2013 9784657137043 文学 日本文学

魯迅選集 第1巻 吶喊,野草 魯迅 岩波書店 1980 9784001000016 文学 文学(外国･比較)

魯迅選集 第2巻 彷徨,朝花夕拾 魯迅 岩波書店 1980 9784001000023 文学 文学(外国･比較)

魯迅選集 第3巻 故事新編,両地書第1集 魯迅 岩波書店 1980 9784001000030 文学 文学(外国･比較)

魯迅選集 第4巻 両地書第2集,両地書第3集 魯迅 岩波書店 1980 9784001000047 文学 文学(外国･比較)

魯迅選集 第5巻 墳 魯迅 岩波書店 1980 9784001000054 文学 文学(外国･比較)

魯迅選集 第6巻 熱風,華蓋集,華蓋集続編 魯迅 岩波書店 1980 9784001000061 文学 文学(外国･比較)

魯迅選集 第7巻 華蓋集続編,而已集 魯迅 岩波書店 1980 9784001000078 文学 文学(外国･比較)

魯迅選集 第8巻 三間集,二心集 魯迅 岩波書店 1980 9784001000085 文学 文学(外国･比較)

魯迅選集 第9巻 南腔北調集,偽自由書 魯迅 岩波書店 1980 9784001000092 文学 文学(外国･比較)

魯迅選集 第10巻 准風月談,花辺文学 魯迅 岩波書店 1980 9784001000108 文学 文学(外国･比較)

魯迅選集 第11巻 且介亭雑文,且介亭雑文2集 魯迅 岩波書店 1980 9784001000115 文学 文学(外国･比較)

魯迅選集 第12巻 且介亭雑文末編,集外集,その他 魯迅 岩波書店 1980 9784001000122 文学 文学(外国･比較)

魯迅選集 第13巻 日記・書簡・年譜 魯迅 岩波書店 1980 9784001000139 文学 文学(外国･比較)

本朝水滸伝 ; 紀行 ; 三野日記 ; 折々草 （新日本古典文学大系 79） 建部, 綾足 岩波書店 1992 9784002400792 文学 文学(外国･比較)
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西遊記 ―妖怪たちのカーニヴァル―（世界を読み解く一冊の本） 武田, 雅哉 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425567 文学 文学(外国･比較)

現代インド短篇小説集 岳真也 彩流社 1992 9784882022282 文学 文学(外国･比較)

中央駅 【スマホ・読上】 （※） キム　ヘジン 彩流社 2019 9784779126116 文学 文学(外国･比較)

風月無尽 ―中国の古典と自然―（UP選書 92） 前野, 直彬 東京大学出版会 1972 9784130050920 文学 文学(外国･比較)

中国の現代文学 （UP選書 96） 小野, 忍 東京大学出版会 1972 9784130050968 文学 文学(外国･比較)

中国文学序説 前野, 直彬 東京大学出版会 1982 9784130820387 文学 文学(外国･比較)

現在に生きる魯迅像 ―ジェンダー・権力・民衆の時代に向けて― 湯山, トミ子 東方書店 2016 9784497216052 文学 文学(外国･比較)

歴史の周縁から ―先鋒派作家格非、蘇童、余華の小説論― 森岡, 優紀 東方書店 2016 9784497216113 文学 文学(外国･比較)

古代中国の語り物と説話集 高橋, 稔 東方書店 2017 9784497217141 文学 文学(外国･比較)

「玄怪録」と「伝奇」 （古代中国の語り物と説話集 . 志怪から伝奇へ 続） 高橋, 稔 東方書店 2018 9784497218209 文学 文学(外国･比較)

「満洲国」の文学とその周辺 岡田, 英樹 東方書店 2019 9784497219145 文学 文学(外国･比較)

中国はここにある ―貧しき人々のむれ― 梁, 鴻 みすず書房 2018 9784622087212 文学 文学(外国･比較)

英語の構造からみる英詩のすがた ―文法・リズム・押韻―【スマホ・読上】（開拓社言語・文化選書 44） 岡崎, 正男 開拓社 2014 9784758925440 文学 英米文学

言語学から文学作品を見る ―ヘミングウェイの文体に迫る―（開拓社叢書 33） 倉林　秀男 開拓社 2018 9784758918282 文学 英米文学
A Chronological and Comparative Study of Body Language in English and American Literature （Studies in the History of the English Language 8） 堀　正広 開拓社 2018 9784758922685 文学 英米文学

大英自然史博物館珍鳥標本盗難事件 ―なぜ美しい羽は狙われたのか― カーク・ウォレス・ジョンソン 化学同人 2019 9784759820133 文学 英米文学

グレアム・グリーンある映画的人生 佐藤, 元状 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425109 文学 英米文学

アメリカのナボコフ ―塗りかえられた自画像― 秋草, 俊一郎 慶應義塾大学出版会 2018 9784766425222 文学 英米文学

チョーサー ―カンタベリー物語 : ジャンルをめぐる冒険―（世界を読み解く一冊の本） 松田, 隆美 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425604 文学 英米文学

カンガル－ デ－ヴィド・ハ－バ－ト・ロ－レンス 彩流社 1990 9784882021803 文学 英米文学

アフリカ ―文学的イメ－ジ― マ－ティン・タッカ－山崎勉 彩流社 1992 9784882022305 文学 英米文学

ジョイスの世界 ―モダニズム文学の解読―増補版 鈴木良平 彩流社 1992 9784882022343 文学 英米文学

ハックとトムの神話世界 ―『ハックルベリィ・フィンの冒険』を読む― 佐野守男 彩流社 1996 9784882023968 文学 英米文学

ロレンスのイタリア 上村　哲彦 彩流社 1996 9784882023999 文学 英米文学

ウィリアム・ブレイク研究 ―「四重の人間」と性愛、友愛、犠牲、救済をめぐって― 大熊　昭信 彩流社 1997 9784882024453 文学 英米文学

アメリカ文学の冒険 ―空間の想像力― 原川, 恭一 彩流社 1998 9784882024880 文学 英米文学

ウォルコットとヒーニー ―ノーベル賞詩人を読む― 徳永, 暢三 彩流社 1998 9784882024897 文学 英米文学

ディケンズとアメリカ ―19世紀アメリカ事情― 川澄, 英男 彩流社 1998 9784882024927 文学 英米文学

ヘミングウェイの時代 ―短編小説を読む― 日下, 洋右 彩流社 1999 9784882025160 文学 英米文学

「連載版」マーク・トウェイン自伝 マーク・トウェイン 彩流社 2020 9784779126765 文学 英米文学

シェイクスピア大図鑑 【スマホ・読上】 （※） スタンリー・ウェルズ 三省堂 2016 9784385162294 文学 英米文学
喜劇としての国際ビジネス ―私が出会った<一流>という名の怪優たち―【スマホ・読上】 （※） ダニエル・レヴィン 創元社 2017 9784422340012 文学 英米文学

現代アメリカ小説研究 【スマホ・読上】 竹本, 憲昭 大学教育出版 2011 9784864290548 文学 英米文学
New E.M.フォースターと「見えないもの」 ―キリスト教との関連から― 松山　献 大学教育出版 2020 9784866921112 文学 英米文学

New C.S.ルイス『ナルニア国年代記物語』における回心の諸相 松山　献 大学教育出版 2021 9784866921310 文学 英米文学

迷宮としてのテクスト ―フォークナー的エクリチュールへの誘い―（アメリカ太平洋研究叢書） 林, 文代 東京大学出版会 2004 9784130860314 文学 英米文学

エマソン ―自己から世界へ― 堀内, 正規 南雲堂 2017 9784523293309 文学 英米文学

ハムレットは太っていた! 河合, 祥一郎 白水社 2001 9784560047224 文学 英米文学
いかにしてアーサー王は日本で受容されサブカルチャー界に君臨したか アーサー版 ―変容する中世騎士道物語― 岡本, 広毅 みずき書林 2019 9784909710055 文学 英米文学

誓います ―結婚できない僕と彼氏が学んだ結婚の意味― ダン・サヴェージ みすず書房 2017 9784622085966 文学 英米文学

74歳の日記 メイ・サートン みすず書房 2019 9784622088523 文学 英米文学

マザーグースと日本人 （歴史文化ライブラリー 129） 鷲津, 名都江 吉川弘文館 2001 9784642055291 文学 英米文学

Negotiating history ―from Romanticism to Victorianism―（早稲田大学学術叢書 23） 鈴木, 理恵子 早稲田大学出版部 2012 9784657127037 文学 英米文学

破滅者 トーマス・ベルンハルト みすず書房 2019 9784622088462 文学 ドイツ文学

恋するフランス文学 小倉, 孝誠 慶應義塾大学出版会 2012 9784766419900 文学 フランス文学



　※　2021.11　追加タイトル：Newの表示あり

ebook list <Maruzen eBook Library> 152/152

No. 書名 著編者名 出版社名 出版年 冊子版ISBN 分野
(大区分) 分野
(小区分) 備考

聖杯の探索 ―作者不詳・中世フランス語散文物語― 天沢, 退二郎 人文書院 1994 9784409130186 文学 フランス文学
宗教性にやどる「文学の力」を求めて ―ドストエフスキー、ジッド、サン=テグジュペリ、カミュ― 山本, 和道 大学教育出版 2017 9784864294430 文学 フランス文学

ジョルジュ・バタイユ ―行動の論理と文学― 石川, 学 東京大学出版会 2018 9784130160360 文学 フランス文学

サドから『星の王子さま』へ ―フランス小説と日本人―（丸善ライブラリー） 稲垣, 直樹 丸善出版 1993 9784621051078 文学 フランス文学

原理 ―ハイゼンベルクの軌跡― ジェローム・フェラーリ みすず書房 2017 9784622086109 文学 フランス文学

ボードレールの自己演出 ―『悪の花』における女と彫刻と自意識― 小倉, 康寛 みすず書房 2019 9784622088585 文学 フランス文学

ボルヘス伝奇集 ―迷宮の夢見る虎―（世界を読み解く一冊の本） 今福, 龍太 慶應義塾大学出版会 2019 9784766425628 文学 文学(外国･比較)

エスプランディアンの武勲 (いさおし) （アマディス・デ・ガウラ 続） ガルシ・ロドリゲス・デ・モンタルボ 彩流社 2020 9784779126512 文学 文学(外国･比較)

ソ連邦崩壊と文学 ―ロシア文学の興隆と低迷― 阿部, 軍治 彩流社 1998 9784882024873 文学 文学(外国･比較)

プーシキン ―饗宴の宇宙― 郡, 伸哉 彩流社 1999 9784882024835 文学 文学(外国･比較)

アイルランド戯曲 ―リアリズムをめぐって― 前波, 清一 大学教育出版 2010 9784864290142 文学 文学(外国･比較)
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