
導入図書リスト（H30.10.10現在）
　　赤字で表示されている資料が新しく購入したものです。

ナースのためのレポートの書き方 : 看護のプロ
が教える「伝わる文章」の作法

水戸美津子 中央法規出版

ナースのためのマナー＆接遇術 : 看護のこころ
とセンスを磨く

関根健夫 : 杉山真知子 中央法規出版

ナースのためのクレーム対応術 : 苦情を「患者
満足」へつなげるポイント

関根健夫 : 杉山真知子 中央法規出版

ナースのためのストレスコントロール術 : “幸せ
笑顔”になるヒント

下園壮太 中央法規出版

ケアの評価とナースサポート
坂田三允【総編集】 : 萱間
真美[ほか]【編】

中山書店

実践基礎看護学
中西睦子【監修】 : 内布敦
子 : Patricia J.Larson【編
著】

建帛社

看護管理学
中西睦子【監修】 : 上泉和
子 : 井上悦子

建帛社

実践成人看護学―慢性期
中西睦子【監修】 : 安酸史
子【編著】

建帛社

成人看護学―急性期
中西睦子【監修】 : 井上智
子 : 雄西智恵美

建帛社

成人看護学―リハビリテーション
中西睦子【監修】 : 金城利
雄 : 武田宜子

建帛社

成人看護学―終末期
中西睦子【監修】 : 大森美
津子 : 田村恵子【編著】

建帛社

老人看護学
中西睦子【監修】 : 沼本教
子 : 水谷信子

建帛社

小児看護学
中西睦子【監修】 : 蝦名美
智子 : 及川郁子【編著】

建帛社

母性看護学
中西睦子【監修】 : 堀内成
子【編著】

建帛社

看護関係



実践地域看護学
中西睦子【監修】 : 井伊久
美子 : 平野かよ子【編著】

建帛社

精神看護学
中西睦子【監修】 : 安藤幸
子 : 岡谷恵子

建帛社

在宅看護学
中西睦子【監修】 : 川越博
美 : 山田雅子【編著】

建帛社

家族看護学
中西睦子【監修】 : 野嶋佐
由美 : 鈴木和子【編著】

建帛社

看護動作を助ける基礎人間工学 小川鉱一 東京電機大学出版局

暮らしの中の人間工学　新版 小原二郎 実教出版

ライフステージから学ぶ地域包括リハビリテー
ション実践マニュアル

河野眞【編】 羊土社



農業機械入門 木谷収【編修】 実教出版

農業・食料問題入門 田代洋一 大月書店

農業経営入門 五味仙衛武【監修】 実教出版

自由貿易下における農業・農村の再生：小さき
人々による挑戦 : 小さき人々による挑戦

高崎経済大学地域科学研究
所【編】

日本経済評論社

現代日本農業の政策過程 本間正義 慶應義塾大学出版会

人工光型植物工場 : 世界に広がる日本の農業革
命

古在豊樹 オーム社

生涯学習社会と農業教育 佐々木正剛 大学教育出版

「農業」から教育を拓く 佐野明 実教出版

農業関係



新クラウン英語熟語辞典第３版
大塚高信 : 小林清一 : 安藤
貞雄【編】

三省堂

源氏物語研究文献目録　（源氏物語講座 第１０
巻）

今井卓爾ほか【編】 勉誠出版

研究史と研究文献目録　（仏教文学講座　第９
巻）

伊藤博之 : 今成元昭 : 山田
昭全【編】

勉誠出版

美術家書誌の書誌 : 雪舟から束芋、ヴァン・エ
イクからイ・ブルまで

中島理壽【編】 勉誠出版

日本博物誌総合年表（全２冊） 磯野直秀 平凡社

建築大辞典　第２版 彰国社【編】 彰国社

通信ネットワーク概論 左貝潤一 森北出版

上水道工学　第5版 本山智啓 : 岩崎恭士 森北出版

ジェネリック医薬品パーフェクトBOOK　改訂
２版

日本ジェネリック製薬協会
【編】

南山堂

和英建築用語表現辞典 星野和弘 彰国社

建築英語事典 星野和弘 彰国社

熟語本位　 英和中辞典 　新版
斎藤秀三郎 : 豊田実【増
補】 : 八木克正【校注】

岩波書店

岩波数学辞典　第4版 日本数学会【編】 岩波書店

仏教・インド思想辞典
高崎直道【編集代表】 : 早
島鏡正【監修】

春秋社

増補版 図解 実務者のためのコンクリート診断
用語事典

小野定 近代科学社

造形教育事典 真鍋一男 : 宮脇理　【編】 建帛社

海外交流史事典 富田仁 日外アソシエーツ

世界の国旗と国章大図鑑 五訂版 苅安望【編著】 平凡社

事典・辞書など



最新 心理学事典 藤永保【監修】 平凡社



マンガでわかる実用敬語 . 初級編 釜渕優子 アルク

マンガでわかる物理 . 力学編 新田英雄 : 高津ケイタ オーム社

マンガでわかる微分積分
小島寛之【著】 : 十神真
【作画】

オーム社

マンガでわかる測量 栗原哲彦 : 佐藤安雄 オーム社

マンガでわかる電気設備
五十嵐博一【著】 : 笹岡悠
瑠【作画】 : ジーグレイブ
【制作】

オーム社

マンガでわかる物理 . 光・音・波編
新田英雄【著】 : 深森あき
【作画】 : トレンド・プロ
【制作】

オーム社

マンガでわかる基礎生理学
田中越郎【監】 : こやまけ
いこ【作画】 : ビーコム
【制作】 　NDC:491.3

オーム社

マンガでわかる熱力学 原田知広 : 川本梨恵 オーム社

マンガでわかる電気回路
飯田芳一 : 山田ガレキ【作
画】

オーム社

マンガでわかるＱＣ検定３級 : 新改定レベル表
対応

内田治【監修】 : 蜜谷子ぐ
り【作画】 : ウェルテ【制
作】 　NDC:509.66

オーム社

マンガでわかる土質力学
加納陽輔 : 黒八 : ジーグレ
イプ

オーム社

マンガでわかるシリーズ（追加分）



あなたのラボにAI（人工知能）×ロボットが
やってくる : 研究に生産性と創造性をもたらす
テクノロジー 実験医学別冊

夏目徹【編】 羊土社

ARMマイコンによる組込みプログラミング入門
（改訂2版） : ロボットで学ぶＣ言語

ロボット実習教材研究会
【監修】 : ヴイストン株式
会社【編】 　NDC:007.64

オーム社

Ｈ８ビギナースガイド 白土義男 東京電機大学出版局

子育ち環境と子育て支援 : よい長時間保育のみ
わけかた

安梅勅江 勁草書房

虐待・親にもケアを : 生きる力をとりもどすMY
TREEプログラム

森田ゆり【編著】 築地書館

乳幼児の健康　第3版 前橋明　【編著】 大学教育出版

遊びが学びに欠かせないわけ : 自立した学び手
を育てる

ピーター・グレイ : 吉田新
一郎【訳】

築地書館

手話の歴史　上 : ろう者が手話を生み、奪わ
れ、取り戻すまで . 上

ハーラン・レイン : 斉藤渡
【訳】 : 前田浩【監修・解
説】

築地書館

手話の歴史　下 : ろう者が手話を生み、奪わ
れ、取り戻すまで . 下

ハーラン・レイン : 斉藤渡
【訳】 : 前田浩【監修・解
説】

築地書館

147処方を味方にする 漢方見ひらき整理帳 井齋偉矢　著 南山堂

新訂　日本建築
渋谷五郎 : 長尾勝馬【原
著】 : 妻木靖延【著】

学芸出版社

スキャンダル戦後美術史 大宮知信 平凡社

４７都道府県地名うんちく大全 八幡和郎 平凡社

熱海の奇跡 : いかにして活気を取り戻したのか 市来広一郎 東洋経済新報社

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

その他



地域観光事業のススメ方 : 観光立国実現に向け
た処方箋

井門隆夫 大学教育出版

日本の工芸を元気にする！ 中川政七 東洋経済新報社

過疎地域再生の戦略　改訂版 : 地方創生から地
域再生へ

中藤　康俊 大学教育出版

通訳ガイドというおしごと : 仕事の始め方から
技術を磨くコツまで

島崎秀定 : アルク アルク

お遍路さん : 美人をたずねて三百里 加賀山耕一 平凡社

日本の地質8　四国地方
日本の地質「四国地方」編
集委員会【編】

共立出版



実践ロボットプログラミング　第2版 : LEGO
Mindstorms EV3で目指せロボコン！

藤吉 弘亘 : 藤井 隆司 : 鈴
木 裕利

近代科学社

ROBO-ONEにチャレンジ！ 二足歩行ロボット
自作ガイド

一般社団法人二足歩行ロ
ボット協会【編】

オーム社

ROSロボットプログラミングバイブル
ピョ・ヨンソク【著】 : 倉
爪 亮【著】 : ジョン　リョ
ウン【著】

オーム社

SLAM入門 : ロボットの自己位置推定と地図構
築の技術

友納　正裕【著】 オーム社

人工知能と社会 : ２０２５年の未来予想
AIX（人工知能先端研究セ
ンター）【監修】 : 栗原 聡
: 長井 隆行

オーム社

自動人形の城 : 人工知能の意図理解をめぐる物
語

川添愛 東京大学出版会

ロボット制御学ハンドブック
松野 文俊 : 大須賀 公一 :
松原 仁

近代科学社

体験する!! オープンソースハードウェア :
NanoPi NEO, Arduino他で楽しむIoT設計

武藤 佳恭 近代科学社

人工知能の創発 : 知能の進化とシミュレーショ
ン

伊庭 斉志 オーム社

坂本真樹先生が教える 人工知能がほぼほぼわか
る本

坂本 真樹 オーム社

言語処理システムをつくる　実践・自然言語処
理シリーズ　第1巻

言語処理学会【編】 : 佐藤
理史

近代科学社

情報通信ネットワークの基礎 : Foundation of
Information Communication Network

宇野新太郎 森北出版

情報社会の「哲学」 : グーグル・ビッグデー
タ・人工知能

大黒岳彦 勁草書房

人工知能とは
人工知能学会【監修】: 松
尾豊【編著】: 中島秀之

近代科学社

ＸＢｅｅによるＡｒｄｕｉｎｏ無線ロボット工
作

鈴木美朗志 東京電機大学出版局

誰でも作れるセンサロボット 熊谷文宏 オーム社

例題で学ぶ知能情報入門 大堀隆文ほか コロナ社

ＵＮＩＴＹで神になる本。 : Ｕｎｉｔｙでゼロ
から学ぶ、オリジナルゲーム制作。

広鉄夫 オーム社

人工知能の基礎　第２版 馬場口登 : 山田誠二 オーム社

ロボット・人工知能



Python言語によるプログラミングイントロダク
ション　世界標準ＭＩＴ教科書

Guttag John V.【著】 : 久保
幹雄【監訳】

近代科学社

アクリルロボット工作ガイド 三井康亘 オーム社

人工知能の方法 : ゲームからＷＷＷまで 伊庭斉志 コロナ社

ロボット考学と人間 : 未来のためのロボット工
学

森政弘 オーム社

実例で学ぶ機械力学・振動学 : ロボットから身
近な乗り物まで

山本郁夫 : 伊藤高廣 コロナ社

知識システムの実装基礎 : スライドで理解する
人工知能技術

新谷虎松 : 大囿忠親 : 白松
俊

コロナ社

新人工知能の基礎知識 太原 育夫 　NDC:007.1 近代科学社

はじめてのＡＩプログラミング : Ｃ言語で作る
人工知能と人工無能

小高知宏 オーム社



かみつく子にはわけがある　子育てと健康シ
リーズ

岩倉政城 大月書店

子どもを伸ばす世代間交流 : 子どもをあらゆる
世代とすごさせよう

斎藤嘉孝 勉誠出版

あたりまえの親子関係に気づくエピソード６５ 菅野幸恵 新曜社

妊娠期から乳幼児期における親への移行 : 親子
のやりとりを通して発達する親

岡本依子 新曜社

家庭は子どもの教育の原点 : 家族の再生のため
に

中田雅敏 勉誠出版

少子化と若者の就業行動  人口学ライブラリー 小崎　敏男 原書房

マンガでわかる 母乳育児支援ケーススタディ
Breastfeeding for a medical profession

水野克己　著 南山堂

子どもの貧困と食格差 : お腹いっぱい食べさせ
たい

阿部 彩 : 村山伸子 : 可知悠
子

大月書店

子どもの貧困に向きあえる学校づくり : 地域の
なかのスクールソーシャルワーク

鈴木庸裕 : 丹波史紀 : 村井
琢哉ほか

かもがわ出版

ひとり親家庭を支援するために : その現実から
支援策を学ぶ

神原文子 : NPO法人 しんぐ
るまざあず・ふぉーらむ・
関西【編著】

大阪大学出版会

「がまんする力」が育つ保育 : 河添理論の保育
実践パート３

今井寿美枝【編著】 大月書店

なるほど幼児教育 : 育児のために知っておきた
いこと

福田博子 勉誠出版

「はう運動あそび」で育つ子どもたち : 河添理
論の保育実践パート２

今井寿美枝 大月書店

子どもの放課後を考える : 諸外国との比較でみ
る学童保育問題

池本美香【編著】 勁草書房

発達障害の疑問に答える　子どものこころと体
シリーズ

黒木俊秀【編著】 慶應義塾大学出版会

生活とあそびで育つ子どもたち : 河添理論の保
育実践

今井寿美枝 : 丸山美和子 大月書店

家庭における人間形成 : 子どもの自立を考える 水野建雄 勉誠出版

父親のための性教育入門 山本直英 大修館書店

親と子の生涯発達心理学 小野寺敦子 勁草書房

親が参画する保育をつくる : 国際比較調査をふ
まえて

池本美香【編著】 勁草書房

母親の心理療法 : 母と水子の物語　叢書・心理
臨床の知

橋本やよい 日本評論社

いま、子どもの心とからだが危ない : 子どもの
未来づくり作戦 . ２

前橋明 大学教育出版

保育の質を問う 塚口伍喜夫 : 谷村誠 大学教育出版

子育て



写真でみる乳幼児健診の神経学的チェック法
改訂９版

前川喜平 : 小枝達也 南山堂



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

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

関東大震災・国有鉄道震災日誌
鉄道省【編】 : 老川慶喜
【解題】

日本経済評論社

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

戦争に隠された「震度７」 : １９４４東南海地
震１９４５三河地震

木村玲欧 吉川弘文館

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

善光寺大地震を生き抜く : 現代語訳『弘化四
年・善光寺地震大変録』

中条唯七郎【著】 : 中村芙
美子【訳】 : 青木美智男

日本経済評論社

津波災害と近代日本 北原糸子 吉川弘文館

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

3.11と心の災害 : 福島にみるストレス症候群 蟻塚亮二 : 須藤康宏 大月書店

東京湾岸の地震防災対策 : 臨海コンビナートは
大丈夫か

浜田政則 : 樋口俊一 : 中村
孝明

早稲田大学出版部

大災害時に物流を守る : 燃料多様化による対応
を

早稲田大学マーケティン
グ・コミュニケーシン研究

早稲田大学出版部

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

松岡俊二 : 師岡愼一 : 黒川
哲志

早稲田大学出版部

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

松岡俊二 : いわきおてんと
ＳＵＮ企業組合【編】

早稲田大学出版部

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

中川武【編】 : 日中共同
ワークショップ編集委員会

早稲田大学出版部

ともに創る！まちの新しい未来 : 気仙沼復興塾
の挑戦

早田宰 : 加藤基樹ほか 早稲田大学出版部

ガジュマル的支援のすすめ : 一人ひとりのここ
ろに寄り添う

辻内琢也【編著】 早稲田大学出版部

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

浦野正樹 : 野坂真ほか 早稲田大学出版部

ふくしま・震災後の生活保障 : 大学生たちの目
で見た現状

菊池馨実【編】 : 早稲田大
学 菊池ゼミ : 福島大学 長

早稲田大学出版部

震災後に読む文学 堀内正規【編】 早稲田大学出版部

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

齋藤純一 : 川岸令和 : 今井
亮佑

早稲田大学出版部

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

早稲田大学【編】 : 佐野眞
一ほか【著】 　NDC:070.4

早稲田大学出版部

震災・災害



風化と闘う記者たち : 忘れない平成三陸大津波
岩手日報社編集局
NDC:369.31

早稲田大学出版部

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

鎌田薫【編】 : 浦野正樹ほ
か【著】

早稲田大学出版部

復興に女性たちの声を : 「３・１１」とジェン
ダー

村田晶子【編著】 早稲田大学出版部

あの日私たちは東北へ向かった : 国際協力ＮＧ
Ｏと３・１１

多賀秀敏【編著】 : 国際協
力ＮＧＯセンター【著】

早稲田大学出版部

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

松岡俊二 早稲田大学出版部

東日本大震災と環境汚染 : アースドクターの診
断

香村一夫 : 名古屋俊士 : 大
河内博

早稲田大学出版部

ともに生きた伝えた : 地域紙『石巻かほく』の
１年

三陸河北新報社 早稲田大学出版部

新聞は大震災を正しく伝えたか : 学生たちの紙
面分析

花田達朗 : 早稲田大学教育
学部花田ゼミ

早稲田大学出版部

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

本田恵子【編著】 早稲田大学出版部

三陸にジオパークを : 未来のいのちを守るため
に

高木秀雄 早稲田大学出版部

大規模災害に強い自治体間連携 : 現場からの報
告と提言

稲継裕昭【編著】 早稲田大学出版部

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

中川武 : 早稲田大学中川研
究室【編著】

早稲田大学出版部

《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

河野勝　ほか 早稲田大学出版部

早く的確な救援のために : 初動体制ガイドライ
ンの提案

中村民雄【編著】 早稲田大学出版部

「日常」の回復 : 江戸儒学の「仁」の思想に学
ぶ

土田健次郎 早稲田大学出版部

東日本大震災と憲法 : この国への直言 水島朝穂 早稲田大学出版部

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

岩井雪乃【編著】 早稲田大学出版部

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

鈴村興太郎 : 須賀晃一ほか
【著】

早稲田大学出版部

３．１１津波で何が起きたか : 被害調査と減災
戦略

柴山知也 早稲田大学出版部

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

小林麻理【編著】 早稲田大学出版部

拡大する放射能汚染と法規制 : 穴だらけの制度
の現状

日置雅晴 早稲田大学出版部

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

加藤基樹【編著】 早稲田大学出版部

災害時にこそ問われる学級経営力 . 岩手・三陸
編

河村茂雄【編著】 早稲田大学出版部

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

横山隆一【編著】 早稲田大学出版部



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

川辺信雄 早稲田大学出版部



鎌倉将軍・執権・連署列伝
日本史史料研究会【監修】
: 細川重男【編】

吉川弘文館

心理学の本全情報 . ２００３‐２００７ 日外アソシエーツ【編】 日外アソシエーツ

災害・防災の本全情報 . １９９５‐２００４ 日外アソシエーツ【編】 日外アソシエーツ

医療問題の本全情報 . １９９６－２００３ 日外アソシエーツ【編】 日外アソシエーツ

心理学の本全情報 . １９９８‐２００２ 日外アソシエーツ【編】 日外アソシエーツ

医療問題の本全情報 . ４５／９６ 日外アソシエーツ【編】 日外アソシエーツ

災害・防災の本全情報 . ４５／９５ 日外アソシエーツ【編】 日外アソシエーツ

薬局ですぐに役立つ薬の比較と使い分け100 児島悠史 株式会社羊土社

ジェネリック医薬品パーフェクトBOOK
日本ジェネリック製薬協会
編

南山堂

調べ物に役立つ資料



ロボコンマガジン　2018年5月号 オーム社

ロボコンマガジン　2018年3月号 オーム社

ロボコンマガジン　2018年1月号 オーム社

ロボコンマガジン　2017年11月号 オーム社

ロボコンマガジン　2017年9月号 オーム社

ロボコンマガジン　2017年7月号 オーム社

ロボコンマガジン　2017年5月号 オーム社

ロボコンマガジン　2017年3月号 オーム社

ロボコンマガジン　2017年1月号 オーム社

人工知能　　2018年5月号 人工知能学会

人工知能　　2018年3月号 人工知能学会

人工知能　　2018年1月号 人工知能学会

雑誌　ロボコンマガジン・人工知能

両タイトルとも継続して導入予定



三木武夫研究 小西徳應【編著】 日本経済評論社

日本の神々 : 神社と聖地：山陽・四国 . 第２巻 谷川健一【編】 白水社

【新版】日本の民話 : 阿波の民話．第１集 . 第
８巻

湯浅良幸 未來社

【新版】日本の民話 : 阿波の民話．第２集 . 第
４５巻

武田明【編】 未來社

四国編　陂池改良論・香川県農業水利慣行・板
野郡中島高地整理組合事業誌

農業土木学会古典複刻委員
会【編】

日本経済評論社

徳島県史　普及版 徳島県

徳島県史　第一巻 徳島県

徳島県史　第二巻 徳島県

徳島県史　第三巻 徳島県

徳島県史　第四巻 徳島県

徳島県史　第五巻 徳島県

徳島県史　第六巻 徳島県

徳島県史料　第一巻 徳島県

徳島県史料　第二巻 徳島県

郷土資料関係



日本語多義語学習辞典 : イメージでわかる言葉
の意味と使い方 . 名詞編

荒川洋平 アルク

新装版　どんなときどう使う日本語表現文型辞
典 : 日本語能力試験N1～N5の重要表現を網羅

友松悦子 アルク

日本語多義語学習辞典 : イメージでわかる言葉
の意味と使い方 . 動詞編

森山新 アルク

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

今井新悟 アルク

電気工事基礎用語事典 電気と工事編集部 オーム社

古今対照日本歴史地名字引　平成地名増補版 関根正直 慧文社

三省堂年中行事事典 田中宣一 三省堂

三省堂日本山名事典 徳久球雄 三省堂

新明解語源辞典 小松寿雄 三省堂

三省堂英語イディオム・句動詞大辞典 安藤貞雄【編】 三省堂

図説機械用語事典　新版 淺岡廣一 実教出版

図説電気・電子用語事典　新版 新井芳明 実教出版

図説土木用語事典　新版 土木出版企画委員会【編】 実教出版

中国学芸大事典 近藤春雄 大修館書店

谷津・内田動物分類名辞典 内田亨【監修】 中山書店

精神医学キーワード事典 松下正明【総編集】 中山書店

天文・宇宙開発事典 : トピックス . 古代－２０
０９

日外アソシエーツ 日外アソシエーツ

日本経済史事典 : トピックス １９４５－２００
８ . １９４５－２００８

日外アソシエーツ 日外アソシエーツ

環境史事典 : トピックス １９２７－２００６ .
１９２７－２００６

日外アソシエーツ 日外アソシエーツ

日本スポーツ事典 : トピックス １９６４－２０
０５ . １９６４－２００５

日外アソシエーツ 日外アソシエーツ

植物レファレンス事典 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ

事典・辞典類



事典近代日本の先駆者 富田仁 日外アソシエーツ

ジャパンスタディ「日本研究」人物事典 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ

地震・噴火災害全史 災害情報センター 日外アソシエーツ

鉄道・航空機事故全史 災害情報センター 日外アソシエーツ

産業災害全史 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ

台風・気象災害全史 宮沢清治 日外アソシエーツ

号・別名辞典 . 近代・現代 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ

号・別名辞典 . 古代・中世・近世 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ

同姓異読み人名辞典 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ

外国人別名辞典 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ

同姓異読み人名辞典 . 西洋人編 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ

最新科学賞事典 . ２００８－２０１２　１ 理
学・工学

日外アソシエーツ 日外アソシエーツ

最新科学賞事典 . ２００８－２０１２　２　医
学・薬学・農学・総合領域

日外アソシエーツ 日外アソシエーツ

事典　日本人の見た外国 富田仁 日外アソシエーツ

海を越えた日本人名事典　新訂増補 富田仁【編】 日外アソシエーツ

人物レファレンス事典 . 科学技術篇 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ

教育問題情報事典 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ

西郷隆盛事典 志村有弘【編】 勉誠出版

山頭火秀句鑑賞事典 北影雄幸 勉誠出版

山頭火旅情鑑賞事典 北影雄幸 勉誠出版

北海道文学事典 志村有弘【編】 勉誠出版

古事記小事典 : 古代の真相を探る 歴史と文学の会【編】 勉誠出版

真田幸村歴史伝説文学事典 志村有弘【編】 勉誠出版

平清盛小事典 : 平家物語の真実 歴史と文学の会【編】 勉誠出版

坂本龍馬事典 志村有弘【編】 勉誠出版

司馬遼太郎事典 志村有弘【編】 勉誠出版



藤沢周平事典 志村有弘【編】 勉誠出版

合戦騒動事典 歴史と文学の会 勉誠出版

吉川英治事典 志村有弘【編】 勉誠出版

くらべてわかる科学小事典 兵頭俊夫［監修］ 大月書店

高齢者のこころとからだ事典 大川一郎：佐藤真一 中央法規出版

環境問題情報事典 第2版 日外アソシエーツ 日外アソシエーツ

電気工事基礎用語事典（第3版） 電気と工事編集部　編 オーム社

人工知能学事典 人工知能学会編 共立出版

部首ときあかし辞典 円満字　二郎 研究社

イギリス哲学・思想事典 日本イギリス哲学会 研究社

暗号事典 吉田一彦、友清理士 研究社

経営学史事典【第2版】 経営学史学会編 文眞堂

星の文化史事典 出雲晶子編著 白水社

現代アジア事典
長谷川啓之監修  上原秀
樹・川上高司・谷口洋志・

文眞堂

飛鳥史跡事典 木下正史 吉川弘文館

日本ミステリアス妖怪・怪奇・妖人事典 志村有弘【編】 勉誠出版

日本古典博物事典 小林祥次郎 勉誠出版

姓氏家系歴史伝説大事典 志村有弘【編】 勉誠出版

三島由紀夫事典
松本徹⊥佐藤秀明⊥井上隆
史【編】

勉誠出版

柳田國男事典
野村純一⊥宮田登⊥三浦佑
之⊥吉川祐子【編】

勉誠出版

トマス・ジェファソン伝記事典 西川秀和 大学教育出版

幼児体育用語辞典 前橋明⊥日本幼児体育学会 大学教育出版

ジェームズ・マディソン伝記事典 西川秀和 大学教育出版

日本武術・武道大事典 加来耕三【編】 勉誠出版

日中韓マナー・慣習基本事典
佐藤貢悦⊥斎藤智文⊥嚴錫
仁

勉誠出版



東北近代文学事典
日本近代文学会東北支部
【編】

勉誠出版

武士道基本用語事典 北影雄幸 勉誠出版

英語で日本を語るための辞典
本名信行⊥ベイツ・ホッ
ファ

アスク出版

ｅビジネス用語英和辞典 菊地義明 中央経済社

ベーシック経営学辞典 片岡信之 中央経済社

モンマルトル風俗事典 鹿島茂【著】 白水社

五カ国語共通のことわざ辞典 張福武 慧文社

医療・福祉に携わる人のための医療用語辞典 伊藤典子 オーム社

戦国大名家辞典 森岡　浩 東京堂出版

全国名字辞典 森岡　浩 東京堂出版

日本名門・名家大辞典 森岡　浩 東京堂出版

中国・朝鮮地名異称辞典 国書刊行会 国書刊行会

朝鮮書画人物辞典 呉世昌 国書刊行会

書画人・浮世絵師呼称辞典 国書刊行会 国書刊行会

満和辞典 羽田亨 国書刊行会

蝦和英三対辞書 ジョン・バチェラー 国書刊行会

語源の分かる恐竜学名辞典
小林快次⊥藤原慎一【監
修】⊥松田眞由美【著】

北隆館

子どものメンタルヘルス事典 清水将之 日本評論社

類義語使い分け辞典 研究社

英語固有名詞語源小辞典 研究社

漢字ときあかし辞典 研究社

英語談話標識用法辞典 研究社

漢字の使い分けときあかし辞典 研究社

新編英語教育指導法事典 研究社



研究社日本語教育事典 研究社

〈華族爵位〉請願人名辞典 松田敬之 吉川弘文館

日本漢方典籍辞典 小曽戸洋 大修館書店

科学技術４５万語英和対訳大辞典 日外アソシエーツ【編】 日外アソシエーツ

同名異人事典　新訂増補 日外アソシエーツ【編】 日外アソシエーツ

最新科学賞事典 日外アソシエーツ【編】 日外アソシエーツ

英米小説原題邦題事典　新訂増補版 日外アソシエーツ【編】 日外アソシエーツ

同名異人事典 日外アソシエーツ【編】 日外アソシエーツ

人文社会３７万語英和対訳大辞典
人文社会対訳大辞典編集委
員会【編】

日外アソシエーツ

最新科学賞事典 日外アソシエーツ【編】 日外アソシエーツ

広東語辞典 台湾総督府 国書刊行会

認知科学辞典 共立出版

測量用語辞典 松井啓之輔 共立出版

英語語源辞典 研究社

日本語類義表現使い分け辞典 研究社

２０世紀英語文学辞典 研究社

研究社日本語コロケーション辞典 研究社

研究社日本語口語表現辞典 研究社

世界神話伝説大事典
篠田知和基⊥丸山顯德
【編】

勉誠出版

２０世紀西洋人名事典 日外アソシエーツ【編】 日外アソシエーツ

言語処理学事典 言語処理学会編 共立出版



平成新編  仏教法具図鑑 有賀要延編著 国書刊行会

原色牧野植物大図鑑（合弁花・離弁花編） 牧野富太郎 北隆館

原色牧野植物大図鑑（離弁花・単子葉植物編） 牧野富太郎 北隆館

新訂　原色昆虫大図鑑（Ⅰ）　蝶・蛾編 矢田　脩 北隆館

新訂　原色昆虫大図鑑（Ⅱ）　甲虫編 森本　桂 北隆館

新訂　原色昆虫大図鑑（Ⅲ）　トンボ目・カワ
ゲラ目・バッタ目・カメムシ目・ハエ目・ハチ
目他

平嶋　義宏 北隆館

APG原色牧野植物大図鑑（Ⅰ）〔ソテツ科～バ
ラ科〕

邑田仁、米倉浩司 北隆館

田園環境の害虫・益虫生態図鑑
江村薫、久保田栄、平井一
男

北隆館

江戸のイラスト辞典　訓蒙図彙
中村惕斎【著】⊥小林祥次
郎【編】

勉誠出版

新訂　原色樹木大図鑑 邑田　仁 北隆館

新訂　原色牧野和漢薬草大図鑑 岡田　稔 北隆館

APG原色牧野植物大図鑑（Ⅱ）〔グミ科～セリ
科〕

邑田仁、米倉浩司 北隆館

APG原色樹木大図鑑 邑田仁、米倉浩司 北隆館

世界の花蓮図鑑
三浦功大⊥池上正治【写真
と文】ほか

勉誠出版

原色動物大図鑑　第1巻 内田清之助 北隆館

原色動物大図鑑　第2巻 冨山一郎 北隆館

原色動物大図鑑　第3巻 岡田要 北隆館

原色植物分類図鑑　日本のテンナンショウ 邑田仁 北隆館

原色植物分類図鑑　世界のカワゴケソウ 加藤雅啓 北隆館

原色動物大図鑑　第4巻 岡田要 北隆館

新訂　原色魚類大図鑑
多紀保彦、河野博、坂本一
男、細谷和海

北隆館

図鑑類



明治期地方鉄道史研究 老川慶喜著 日本経済評論社

地域包括ケアシステム構築のためのマネジメン
ト戦略：ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃａｒｅの理
論とその応用

筒井孝子 中央法規出版

地域の再生と流通・まちづくり 佐々木保幸/番場博之 白桃書房

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　那須　清吾
永野　正朗　著

千倉書房

地方鉄道の再生
イアン・ドハティ著　今城
光英訳

日本経済評論社

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

地域連携論 －医療・看護・介護・福祉の協働と
包括的支援－

高橋 紘士・武藤 正樹　共
編

オーム社

地域ブランド戦略と雇用創出
大分大学経済学部【編】 :
松隈久昭 : 薄上二郎

白桃書房

中小企業金融と地域振興 今　喜典 東洋経済新報社

地方が元気になる　自治体経営を変える改善運
動

元吉　由紀子 東洋経済新報社

地域産業創生と創造的中小企業 中村良平/江島由裕　著 大学教育出版

明日の地方創生を考える
一般財団法人　土地総合研
究所

東洋経済新報社

ラストキャリア：５０代からの地方創生に貢献
する新しい選択肢

谷川　史郎 東洋経済新報社

地方創生関係



大学生になるってどういうこと？ : 学習・生
活・キャリア形成

植上一希，寺崎里水，藤野
真［著］

大月書店

大学生の学習テクニック　第3版 森　靖雄［著］ 大月書店

一流の科学者が書く英語論文
アン・Ｍ・コーナー著／瀬
野悍二訳・編

東京電機大学出版局

学生・院生のためのレポート・論文の作成マ
ニュアル

滝川好夫 税務経理協会

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

フリーソフトで作る バーチャルスライドと3D
モデルの作成法

駒崎伸二著 裳華房

工学倫理　－実例で学ぶ技術者の行動規範－ 河村尚登 東京電機大学出版局

ビジネス英語はＩＲレポートで学べ！ 中村澄子 東洋経済新報社

プロの学び力 清水久三子 東洋経済新報社

プロの資料作成力 清水久三子 東洋経済新報社

プレゼンのアイデアノート５１ 内田伸哉 東洋経済新報社

仮説思考 内田和成 東洋経済新報社

プロの課題設定力 清水久三子 東洋経済新報社

世界で通用するリーダーシップ 三谷宏幸 東洋経済新報社

なぜ、この人に部下は従うのか「人」を動かす
８大法則　新装版

渋谷昌三 東洋経済新報社

文系でもわかるビジネス統計入門
内田学・兼子良久・斉藤嘉
一

東洋経済新報社

学生のための情報リテラシー Offi
ce2013/Windows8.1版

若山芳三郎 東京電機大学出版局

工学のおもしろさを学ぶ 第2版 東京電機大学編 東京電機大学出版局

スマホ時代のタスク管理「超」入門 佐々木正悟・大橋悦夫 東洋経済新報社

なぜあの人の解決策はいつもうまくいくのか？ 枝廣淳子・小田理一郎 東洋経済新報社

１８０日でグローバル人材になる方法 天野雅晴 東洋経済新報社

経営・商学系大学院生のための 論文作成ガイド
ブック［改訂版］

片岡信之・齊藤毅憲・佐々
木恒男・高橋由明・渡辺峻

文眞堂

学び・働き関係



フレッシュマンセミナーテキスト　第２版　大
学新入生のための学び方ワークブック

初年次教育テキスト編集委
員会編

東京電機大学出版局

文系学生がまなぶ情報学 大内東編 コロナ社

メディア学大系〈１〉 メディア学 入門飯田仁ほか著 コロナ社

メディア学大系〈１０〉　メディアＩＣＴ 寺澤卓也、藤澤公也共著 コロナ社

データベースと知識発見 北上始ほか著 コロナ社

教職・情報機器の操作―教師のためのＩＣＴリ
テラシー入門

高橋参吉ほか著 コロナ社

Web ページ作成入門：ＨＴＭＬ／ＣＳＳ／Ｊａ
ｖａＳｃｒｉｐｔの基礎

松下孝太郎ほか著 コロナ社

やさしい法律情報の調べ方・引用の仕方
小林成光・高田　寛・高橋
均・伏見和史・本山雅弘著

文眞堂

現役東大生が書いた地頭を鍛えるフェルミ推定
ノート

東大ケーススタディ研究会 東洋経済新報社

「Ａ４一枚」仕事術 三木雄信 東洋経済新報社

アイデアをカタチにする仕事術 吉田就彦 東洋経済新報社

抜擢される人の人脈力 岡島悦子 東洋経済新報社

京大・鎌田流　一生モノの人脈術 鎌田浩毅 東洋経済新報社

成功する人はみんな知っているスピード仕事術 西村克己 東洋経済新報社

成功する人はみんな知っているスピード思考術 西村克己 東洋経済新報社

プロフェッショナルリーダーの教科書 経営者ブートキャンプ 東洋経済新報社

東大生が書いた問題を解く力を鍛えるケース問
題ノート

東大ケーススタディ研究会 東洋経済新報社

「１秒！」で財務諸表を読む方法 小宮一慶 東洋経済新報社

外資系コンサルのスライド作成術 山口周 東洋経済新報社

日本人はなぜ国際人になれないのか 榊原英資 東洋経済新報社

ＥＱ　こころの鍛え方 高山直 東洋経済新報社

経済がわかる　論点５０　２０１５ みずほ総合研究所 東洋経済新報社

「組織英語力」の作り方 小林一雅 東洋経済新報社

問題解決をはかるハーバード流交渉戦略 御手洗昭治・秋沢伸哉 東洋経済新報社



プロフェッショナル・プレゼンテーション 土井哲・高橋俊介 東洋経済新報社

ロジカル・シンキング 照屋華子・岡田恵子 東洋経済新報社

ロジカル・ライティング 照屋華子 東洋経済新報社

仕事ができる人の黄金のスピーチの技術 西野浩輝 東洋経済新報社

京大・鎌田流知的生産な生き方 鎌田浩毅 東洋経済新報社

ＮＰＯで働く 工藤啓 東洋経済新報社

日本語の技法 齋藤孝 東洋経済新報社

レバレッジ・リーディング 本田直之 東洋経済新報社

「段取り」の鉄人 陳建一 東洋経済新報社

知らないと損する会社と職場の歩き方 高城幸司 東洋経済新報社

やる気の大学 千葉智之・中川ミナ 東洋経済新報社

グローバルキャリア 石倉洋子 東洋経済新報社

一生モノの勉強法 鎌田浩毅 東洋経済新報社

本当はアブない会社を見抜く技術 佐藤敏昭 東洋経済新報社

「１秒！」で財務諸表を読む方法〔実践編〕 小宮一慶 東洋経済新報社

「１秒！」で財務諸表を読む方法〔企業分析
編〕

小宮一慶 東洋経済新報社

言葉力が人を動かす 坂根正弘 東洋経済新報社

リーダーになる人の「ランチェスター戦略」入
門

福田秀人 東洋経済新報社

地頭力を鍛える 細谷功 東洋経済新報社

論点思考 内田和成 東洋経済新報社

１回の会議・打ち合わせで必ず結論を出す技術 斎藤岳 東洋経済新報社

クラウド時代のタスク管理の技術 佐々木正悟 東洋経済新報社

ＥＱ　こころの距離の近づけ方 高山直 東洋経済新報社

図解　企業価値入門　第３版 渡辺康夫 東洋経済新報社



マンガでわかるCPU
渋谷道雄著／十凪高志作画
／オフィスsawa制作

オーム社

マンガでわかる免疫学 河本宏 オーム社

マンガでわかるモーター
森本雅之著／嶋津蓮作画／
トレンド・プロ制作

オーム社

マンガでわかる有機化学 長谷川登志夫 オーム社

マンガでわかる発電・送配電
藤田吾郎編著　十凪高志作
画　オフィスｓａｗａ制作

オーム社

マンガでわかる栄養学
薗田勝著 こやまけいこ作
画 ビーコムプラス制作

オーム社

マンガでわかるディジタル回路
天野英晴著 目黒広治作画
オフィスsawa制作

オーム社

マンガでわかる材料力学
末益博志・長嶋利夫共著
円茂竹縄作画 オフィス

オーム社

マンガでわかる社会学 栗田宣義 オーム社

マンガでわかる電池
藤瀧和弘・佐藤祐一 共著
／真西まり作画 トレン

オーム社

マンガでわかる電気数学
田中賢一著 松下マイ作画
オフィスsawa制作

オーム社

マンガでわかるコンクリート
石田哲也著 はるお作画 ト
レンド・プロ制作

オーム社

マンガでわかる電磁気学
遠藤雅守 著 真西まり作画
トレンド・プロ制作

オーム社

マンガでわかるプロジェクトマネジメント
広兼修著／さぬきやん作画
／トレンド・プロ制作

オーム社

マンガでわかる虚数・複素数 相知政司著 オーム社

マンガでわかる半導体
渋谷道雄著 高山ヤマ作画
トレンド・プロ制作

オーム社

マンガでわかる生化学
武村政春著/ 菊野郎作画/
オフィスsawa制作

オーム社

マンガでわかる流体力学
武居昌宏著 松下マイ作画
オフィスsawa制作

オーム社

マンガでわかる量子力学
川端潔監修 石川憲二著 柊
ゆたか作画 ウェルテ制作

オーム社

マンガでわかる微分方程式
佐藤実著 あづま笙子作画
トレンド・プロ制作

オーム社

マンガでわかる電子回路
田中賢一著 高山ヤマ作画
トレンド・プロ制作

オーム社

マンガでわかる相対性理論
新田英雄監修 山本将史著
高津ケイタ作画 トレン

オーム社

マンガでわかるシリーズ



マンガでわかる宇宙
川端潔監修／石川憲二著／
柊ゆたか作画 ウェルテ制

オーム社

マンガでわかるシ－ケンス制御
藤瀧和弘著　高山ヤマ作画
トレンド・プロ制作

オーム社

マンガでわかる電気
藤瀧和弘著　マツダ作画
トレンド・プロ制作

オーム社

マンガでわかるフーリエ解析
渋谷道雄著/ 晴瀬ひろき作
画/ トレンド・プロ制作

オーム社
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