総記・歴史・地理
アクティブラーニングで学ぶ情報リテラシー
宇田隆哉
（うだ・りゅうや）
共著
コロナ 社

井上亮文
（いのうえ・あきふみ）
共著

情報通信技術のしくみを平易に解説した大学初年度向けのテキスト。情報科学分
野の研究をしていくうえで必要な専門的知識を、書き込み式のアクティブラーニング
型課題を解きながら学べる。理解度チェック問題も収録する。

情報学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎007 件名◎情報科学 ウア 178p
冊子版 978-4-339-02860-7 2016.10
DL不可

*1031840271*
MATLABで学ぶ実践画像・音声処理入門
伊藤克亘
（いとう・かつのぶ）
共著
コロナ 社

花泉弘
（はないずみ・ひろし）
共著

MATLABによる画像・音声処理の基本的な技術を紹介。簡単な音声処理から、
画像の周波数領域処理、複素信号、音声・画像処理の応用まで、実践的に解説
する。章末問題も収録。

情報学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎007.1 件名◎音声処理 ■マ
188p
冊子版 978-4-339-00925-5 2019.09
DL不可

*1032433747*
ヒューマンコンピュテーションとクラウドソーシング

〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉

情報学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.1 件名◎情報理論 ■ヒ
117p
機械だけでは解決が困難な問題を人間の力を借りて解決するヒューマンコンピュテー 冊子版 978-4-06-152913-7 2016.04
鹿島久嗣
（かしま・ひさし）
著
講談社

小山聡
（おやま・さとし）
著

ションと、それを実現するプラットフォームとしてのクラウドソーシング。両者の基本
概念から技術的課題とその解決方法までをわかりやすく解説。

フリーソフトを用いた音声処理の実際
石井直樹
（いしい・なおき）
著
コロナ 社

無償で入手できるフリーソフトを使ったサウンド処理の実際を伝授。フリーソフトの
種類によって実行できる処理の種類、精度、処理結果の表示法が異なるため、実
施したい処理に適するソフトを選択する指針も与える。

*1030956561*
情報学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎007.1 件名◎音声処理 イフ
195p
冊子版 978-4-339-00916-3 2018.12
DL不可

*1031274450*
プロジェクション・サイエンス

心と身体を世界につなぐ第三世代の認知科学

鈴木宏昭
（すずき・ひろあき）
編著
近代科学社

田中彰吾
（たなか・しょうご）
著

人は世界から情報を受容し、それを世界へ投射 =プロジェクションすることで独自
の意味世界を構築している。この作用によって人固有の心理現象が生まれる。様々
な場面における心と世界の関わりを詳細に解説する。

マルチメディア時代の情報理論

Information Theory in Multimedia Era

改訂

小川英一
（おがわ・えいいち）
著
コロナ 社

情報理論の基礎からマルチメディアへの応用技術までをバランスよく解説。数学
的な厳密さを問わず、基礎的な知識のみで情報理論のアウトラインを知ることがで
きる入門書。演習問題も収録。

暗号 ハードウェアのセキュリティ
Cryptographic Hardware Security

崎山一男
（さきやま・かずお）
共著
コロナ 社

菅原健
（すがわら・たけし）
共著

暗号ハードウェアの安全性に関する基礎知識を身につけるためのテキスト。暗号ハー
ドウェアの物理攻撃や安全性解析を中心に、セキュリティエンジニアに必要となる
知識を理論から実践まで解説する。

情報学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
分類◎ 件名◎認知科学 スプ 238p
冊子版 978-4-7649-0621-1 2020.09

*1032433794*
情報学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎007.1 件名◎情報理論 オマ
224p
冊子版 978-4-339-02893-5 2019.04
DL不可

*1031670380*
情報学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎007.1 件名◎暗号 ■ア 178p
冊子版 978-4-339-02894-2 2019.06
DL不可

*1032433750*
1

画像処理の統計モデリング 確率的グラフィカルモデルとスパー

情報学

スモデリングからのアプローチ 〈クロスセクショナル 統計シリーズ 8〉

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
片岡駿
（かたおか・しゅん）
著 大関真之
（おおぜき・まさゆき）
著
分類◎007.1 件名◎画像処理 ■ガ
共立出版
246p
確率的グラフィカルモデルの統計的機械学習理論について、画像処理とパターン 冊子版 978-4-320-11123-3 2018.11

認識に応用例を絞りつつ概説。スパースモデリングの理論的基盤の深化の様子を、
連続最適化問題という視点から紹介する。

画像情報処理の基礎

*1031616208*
情報学

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎007.1 件名◎画像処理 タガ
情報系の大学院で行う画像解析の教科書。行いたい画像処理に対して、どのよう 191p
な手法があるのかを見つけやすくするため、処理を中心とした章立てをし、単独画 冊子版 978-4-339-02895-9 2019.06

田中敏幸
（たなか・としゆき）
著
コロナ 社

像を解析する手法や、複数の画像から情報を得る手法を解説する。

DL不可

*1032433751*
画像認識 〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉
原田達也
（はらだ・たつや）
著
講談社

デジタルカメラの顔認識機能など、身近で利用されている画像認識の技術につい
ての包括的な入門書。最前線で活躍する研究者が、基礎から深層学習を取り入
れた応用的手法までをくわしく解説する。

情報学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.1 件名◎画像処理 ハガ
277p
冊子版 978-4-06-152912-0 2017.05

*1030956552*
感性情報学 オノマトペから人工知能まで
坂本真樹
（さかもと・まき）
著
コロナ 社

幅広い分野での感性計測方法を紹介するとともに、オノマトペ（擬音語・擬態語
の総称）やさまざまな自然言語を活用した方法から、更に感性への深層学習適用
と応用までを解説する。

情報学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎007.1 件名◎情報処理 サカ
188p
冊子版 978-4-339-02886-7 2018.07
DL不可

*1030990121*
五感を探るオノマトペ 「ふわふわ」と「もふもふ」の違いは数値化

情報学

できる 〈共立スマートセレクション 29〉

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
坂本真樹
（さかもと・まき）
著 鈴木宏昭
（すずき・ひろあき）
コーディネーター
分類◎007.1 件名◎情報処理 サゴ
共立出版
182p
オノマトペ 研究の第一人者がこれまでの研究をたどりながら、オノマトペで表される 冊子版 978-4-320-00929-5 2019.06

豊かな情報を数値化する手法を紹介。
さらに、
そのシステムを使った産業界（製造業、
医療など）での応用例も示す。

情報理論 改訂2版
今井秀樹
（いまい・ひでき）
著
オーム社

情報理論の全容を、直観的に理解できるよう図と例を多く用いて簡潔にまとめた書。
情報理論の主要な問題を明示し、それに答えていく形で解説する。応用上深い意
味を持つ例題や演習問題も掲載。

*1032433740*
情報学
同時アクセス1 8,525円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎007.1 件名◎情報理論 イジ
280p
冊子版 978-4-274-22325-9 2019.02
DL不可

*1032336436*
情報量 情報理論への招待

情報学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎007.1 件名◎情報理論 ヤジ
情報理論における情報量、特に情報源符号化定理の解説に重点をおいたテキスト。 110p
大学で学ぶべき内容として、最新の技術を取り上げ、100分の授業14回程度で学 冊子版 978-4-339-02890-4 2019.03

山本宙
（やまもと・ひろし）
著
コロナ 社

習できるように構成する。章末問題とその解答も収録。

DL不可

*1031670316*
2

精霊の箱 チューリングマシンをめぐる冒険 上

〈ARCHIMAGE GARRET'S APPRENTICESHIP 2〉
川添愛
（かわぞえ・あい）
著
東京大学出版会

新米魔術師になって数か月、ガレットの前にはさらなる波乱万丈の運命が待ち受け
ていた－。「チューリングマシン」をテーマに、言語理論に基づく壮大な世界観を
冒険物語の形式で描ききった、「白と黒のとびら」の続編。

精霊の箱 チューリングマシンをめぐる冒険 下

〈ARCHIMAGE GARRET'S APPRENTICESHIP 2〉

情報学
同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
分類◎007.1 件名◎オートマトン カセ
304p
冊子版 978-4-13-063363-5 2016.10
DL不可 EPUB

*1031553455*
情報学

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
川添愛
（かわぞえ・あい）
著
分類◎007.1 件名◎オートマトン カセ
東京大学出版会
298p
錬金術、偽呪文、土人形の討伐、巨大織機の破壊…。新米魔術師ガレットに次々 冊子版 978-4-13-063364-2 2016.10

と襲いくる苦難と試練。「計算」と「コンピュータ」の基礎を冒険物語の形式で解
き明かす、「白と黒のとびら」の続編。

白と黒のとびら オートマトンと形式言語をめぐる冒険

DL不可 EPUB

*1031553456*
情報学

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎007.1 件名◎オートマトン カシ
魔法使いに弟子入りした少年が、奇妙な「遺跡」と奇妙な「言語」に出会う。そ 316p
れらに隠された秘密に迫っていくと…。情報科学・数学・認知科学における重要な 冊子版 978-4-13-063357-4 2013.04
川添愛
（かわぞえ・あい）
著
東京大学出版会

理論の基本的な概念を、冒険物語の形式で解き明かす。

DL不可 EPUB

*1031553454*
量子アルゴリズム

情報学

同時アクセス1 17,820円 + 税
同時アクセス3 26,730円 + 税
分類◎007.1 件名◎量子コンピュータ ナ
量子力学という原理を使って、今まで計算が難しかった問題を少ない計算量で解け リ 400p
るアルゴリズムを、わかりやすく解説する。Matlab や Mathmatica、Java のコード 冊子版 978-4-7655-3343-0 2014.10
中山茂
（なかやま・しげる）
著
技報堂出版

も掲載。

*1032019477*
量子コンピュータが変える未来

情報学

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎007.1 件名◎量子コンピュータ テ
量子コンピュータはどんな社会を創り、新しい事業を生み出すのか。量子コンピュー リ 335p
タを取り巻く世の中の動向や自動車業界・製造業の未来、今後の展望等を綴る。 冊子版 978-4-274-22372-3 2019.07
寺部雅能
（てらべ・まさよし）
共著
オーム社

大関真之
（おおぜき・まさゆき）
共著

量子コンピュータに取り組んでいる13企業のインタビューも収録。

DL不可 EPUB

*1032336418*
量子情報理論 第3版

情報学

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎007.1 件名◎量子情報 サリ
量子力学の基本的な考え方から出発して、量子情報理論の物理的仕組みやアル 300p
ゴリズムを、例題を交えつつ解説する。章末に演習問題を掲載。量子アニーリン 冊子版 978-4-621-30416-7 2019.10
佐川弘幸
（さがわ・ひろゆき）
著
丸善出版

吉田宣章
（よしだ・のぶあき）
著

グ方式の基礎的な考え方を追加した第3版。

DL不可

*1031340548*
AI の法律と論点

情報学

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 8,800円 + 税
分類◎007.13 件名◎人工知能－法令 フ
AIによって生じる法律問題について、そもそもどのような問題があるのかを整理した エ 414p
上で、どのように考えるべきかを実務の観点から解説。法律と切り離せない倫理の 冊子版 978-4-7857-2610-2 2018.03
福岡真之介
（ふくおか・しんのすけ）
編著
商事法務

問題にも触れる。

*1032290777*
3

AI 事典 第3版
中島秀之
（なかしま・ひでゆき）
編
近代科学社

情報学
浅田稔
（あさだ・みのる）
編

いまやさまざまな研究の根幹をなし、関わる分野も多岐にわたるAI（人工知能）の
“ 今 ”を気鋭の執筆陣が解説。従来の主要テーマのほか、AIにおける論争、汎
用人工知能などの話題のテーマも紐解く。

同時アクセス1 29,700円 + 税
同時アクセス3 59,400円 + 税
分類◎ R007.13 件名◎人工知能－便覧
■エ 384p
冊子版 978-4-7649-0604-4 2019.12

*1031340569*
AI 時代の「自律性」 未来の礎となる概念を再構築する

情報学

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎007.13 件名◎人工知能 カエ
人間の尊厳をもたらすものが自律性にあるとするなら、それは AI・ロボットとどのよう 209,9p
な関係があるのか。「自律性」概念について、生物学的自律性「ラディカル・オー 冊子版 978-4-326-00047-0 2019.10
河島茂生
（かわしま・しげお）
編著
勁草書房

トノミー」をキーとして、学術的な成果を体系をもって示す。

*1031340505*
APIではじめるディープラーニング・アプリケーション開発

情報学

Google Cloud API 活用入門

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
キャッツ株式会社編 渡辺政彦
（わたなべ・まさひこ）
共著
分類◎007.13 件名◎深層学習 ■エ
オーム社
182p
APIとディープラーニングをわかりやすく説明し、Python や Javaといった一般的な 冊子版 978-4-274-22400-3 2020.01

プログラミング言語でAPIを利用する際の基本的なコーディングを解説。また、「テ
スト採点の自動化」などのアプリも詳述する。

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
（ふじた・たけし）
著
マイナビ出版

ディープラーニングの基礎となるニューラルネットワークの考え方、基本から、開発
言語「C++」による実装、「畳み込みニューラルネットワーク」など、ニューラルネッ
トワークの派生技術や応用までを解説する。

Pythonでつくる対話システム

DL不可

*1032310355*
情報学
同時アクセス1 9,872円 + 税
同時アクセス3 24,681円 + 税
分類◎007.13 件名◎深層学習 フシ
256p
冊子版 978-4-8399-6150-3 2017.06

*1031115567*
情報学

同時アクセス1 7,425円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎007.13 件名◎パターン認識 ■
Pythonによる実装からAmazon Alexa/Google Homeとの連携まで、知的対話 パ 246p
型のシステム開発を解説する。クラウドソーシングを用いたデータ収集の具体的な 冊子版 978-4-274-22479-9 2020.02

東中竜一郎
（ひがしなか・りゅういちろう）
共著
オーム社

稲葉通将
（いなば・みちまさ）
共著

方法も取り上げる。

DL不可

*1032310356*
Pythonで動かして学ぶ !あたらしい機械学習の教科書 数

式とプログラムをつなげて理解できる!
〈AI＆TECHNOLOGY〉

第2版

伊藤真
（いとう・まこと）
著
翔泳社

数学の知識をもとにPython でプログラムしながら機械学習の基本について学べる
テキスト。「教師あり学習」も詳述。Jupyter Notebook、Python3.7に対応。サ
ンプルコードはダウンロード可能。

ウェブデータの機械学習 〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉

情報学
同時アクセス1 9,680円 + 税
同時アクセス3 19,360円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 イパ
399p
冊子版 978-4-7981-5991-1 2019.07
DL不可 EPUB

*1031210700*
情報学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 ■ウ
ウェブデータに対し、機械学習がどのように応用されているかを学ぶための入門書。 176p
評判分類の学習、単語の意味表現、順序学習を重点的に解説し、
バースト検出やウェ 冊子版 978-4-06-152918-2 2016.08
ダヌシカ ボレガラ著
講談社

岡崎直観
（おかざき・なおあき）
著

ブのリンク解析も紹介する。

*1030956558*
4

オンライン予測 〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉

情報学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 ハオ
オンライン予測の主要なトピック群を取り上げ、最新の重要な進展を取り入れつつ、 153p
オンライン予測理論に関する基本的な事項をわかりやすく説明したテキスト。アル 冊子版 978-4-06-152922-9 2016.12
畑埜晃平
（はたの・こうへい）
著
講談社

瀧本英二
（たきもと・えいじ）
著

ゴリズムの解説だけでなく、証明にも力点を置く。

*1030956555*
グラフィカルモデル Graphical Models

〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉
渡辺有祐
（わたなべ・ゆうすけ）
著
講談社

グラフィカルモデルの基本的事項が学べる入門書。多岐にわたるグラフィカルモ
デルの使われ方の全体像を示す。巻末付録には、必要な公式や凸解析の基礎的
事項も収録する。

スパース性に基づく機械学習 〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉

情報学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 ワグ
171p
冊子版 978-4-06-152916-8 2016.04

*1030956560*
情報学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 トス
L1ノルム正則化の理論・モデリング・最適化法を丁寧に解説したテキスト。「トレー 179p
スノルム正則化」「アトミックノルム」等の発展的な内容も詳しく説明する。
冊子版 978-4-06-152910-6 2015.12
冨岡亮太
（とみおか・りょうた）
著
講談社

*1030956564*
スマートマシンはこうして思考する
ショーン・ジェリッシュ著
みすず書房

依田光江
（よだ・みつえ）
訳

人間の思考とAI（人工知能）の “ 思考 ” の組立ては、どう違うのか ? AI 研究の主
なブレイクスルーをつぶさにたどりながら、スマートマシンの知能のメカニズムを解
き明かす。AI 開発史を彩る研究者たちの奮闘も多数紹介。

情報学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎007.13 件名◎人工知能 ジス
349,32p
冊子版 978-4-622-08878-3 2020.03

*1031983375*
たのしくできる深層学習＆深層強化学習による電子工作
Chainer 編

牧野浩二
（まきの・こうじ）
著
東京電機大学出版局

西崎博光
（にしざき・ひろみつ）
著

「電子工作×深層学習」をテーマに、深層学習を電子工作で利用するための方法
を紹介。電子回路と深層学習の双方を説明し、深層学習だけではなく深層強化学
習までをカバーする。プログラムをダウンロードできるURL 付き。

つくりながら学ぶ !PyTorchによる発展 ディープラーニング

情報学
同時アクセス1 6,138円 + 税
同時アクセス3 9,207円 + 税
分類◎007.13 件名◎深層学習 マタ
187p
冊子版 978-4-501-33380-5 2020.03

*1032326668*
情報学

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 23,925円 + 税
分類◎007.13 件名◎深層学習 オツ
PyTorchを利用し、ディープラーニングの応用手法を実装しながら学習できるテキ 503p
スト。画像分類と転移学習、物体検出、セマンティックセグメンテーション、姿勢 冊子版 978-4-8399-7025-3 2019.07
小川雄太郎
（おがわ・ゆうたろう）
著
マイナビ出版

推定などを収録。実装コードはダウンロード可能。

*1032290710*
つくりながら学ぶ ! 深層強化学習
PyTorchによる実践プログラミング

情報学

同時アクセス1 9,020円 + 税
同時アクセス3 22,550円 + 税
分類◎007.13 件名◎深層学習 オツ
239p
強化学習、さらにディープラーニングを組み合わせた深層強化学習の概念を分かり 冊子版 978-4-8399-6562-4 2018.06

小川雄太郎
（おがわ・ゆうたろう）
著
マイナビ出版

やすく解説しつつ、Python+PyTorchで「倒立振子課題」
「迷路を解くプログラム」
「ブロック崩しの攻略」を実装する。

*1032290711*
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ノンパラメトリックベイズ 点過程と統計的機械学習の数理

〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉

情報学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
佐藤一誠
（さとう・いっせい）
著
分類◎007.13 件名◎機械学習 サノ
講談社
160p
確率・統計に関する基礎知識、ベイズ推定の考え方から、ノンパラメトリックベイ 冊子版 978-4-06-152915-1 2016.04

ズモデルの入門とその応用までを丁寧に解説。また、より深く学びたい人に向け、
背後にある理論を測度論の基礎から説明する。

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

*1030956562*
情報学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎007.13 件名◎人工知能 アハ
人工知能の技術をはじめて学ぶ人のための本。機械学習をはじめ、ニューラルネッ 303p
トワーク、遺伝的アルゴリズム、問題解決、ゲーム戦略、知識表現などの基礎を 冊子版 978-4-7981-5920-1 2019.02
淺井登
（あさい・のぼる）
著
翔泳社

解説する。サンプルプログラムがダウンロードできるURL つき。

DL不可 EPUB

*1031210710*
はっきりわかるデータサイエンスと機械学習
横内大介
（よこうち・だいすけ）
著
近代科学社

大槻健太郎
（おおつき・けんたろう）
著

本来のデータサイエンスの考えに基づくモデリングを実例を通じて紹介。AIを創
る上で重要な基礎知識である機械学習法の代表的な手法を解説し、ソフトウェア
上での実行方法を示す。

情報学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
分類◎ 件名◎機械学習 ■ ハ 224p
冊子版 978-4-7649-0612-9 2020.05

*1031814512*
バンディット問題の理論とアルゴリズム

〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉
本多淳也
（ほんだ・じゅんや）
著
講談社

中村篤祥
（なかむら・あつよし）
著

バンディット問題のさまざまな方策が、定量的かつ直感的に理解できる! 最適腕識
別や連続腕バンディットはもちろんのこと、モンテカルロ木探索やインターネット広告
などのより具体的な状況への対応も紹介する。

ボルツマンマシン Boltzmann Machines

〈シリーズ 情報科学における確率モデル 2〉

情報学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 ホバ
206p
冊子版 978-4-06-152917-5 2016.08

*1030956559*
情報学

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎007.13 件名◎ニューラル・ネッ
トワー
ク オボ 207p
人工ニューラルネットワークの一つである「ボルツマンマシン」を用いた機械学習 冊子版 978-4-339-02832-4 2019.02

恐神貴行
（おそがみ・たかゆき）
著
コロナ 社

が中心テーマのテキスト。ボルツマンマシンの基本的な理論から学習方法、機
械学習や強化学習への用い方までを、直観的に理解できるように解説。

わかりやすいパターン認識 第2版

*1031434054*
情報学

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎007.13 件名◎パターン認識 ■ワ
パターン認識を初めて学ぶ読者をおもな対象として、扱うテーマを基本的な項目にし 257p
ぼり、それらを重点的かつ詳細に解説したテキスト。より多くの具体例、実験例を 冊子版 978-4-274-22450-8 2019.11

石井健一郎
（いしい・けんいちろう）
共著
オーム社

上田修功
（うえだ・なおのり）
共著

取り入れ、各章末に演習問題を掲載した第2版。

DL不可

*1031983506*
医師・医学生のための人工知能入門
北澤茂
（きたざわ・しげる）
著
中外医学社

AIは囲碁の世界王者に勝てるのに、東大には合格できない。それはなぜか ? 1980
年代のニューロブームを体験した脳生理学者である著者が、脳と比較しながらAI
の基礎・歴史から応用や展望まで解説する。

情報学
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎ 件名◎人工知能 キイ 183p
冊子版 978-4-498-04884-3 2020.05

*1031814528*
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関係 データ学習 〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉

情報学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 イカ
関係データ解析研究の基礎・基盤となっている技術を解説するテキスト。関係デー 168p
タを構成するオブジェクトのクラスタリングと、関係行列・テンソルデータの低次 冊子版 978-4-06-152921-2 2016.12
石黒勝彦
（いしぐろ・かつひこ）
著
講談社

林浩平
（はやし・こうへい）
著

元分解に基づく高精度な予測手法を扱う。

*1030956556*
基礎から学ぶ人工知能の教科書
小高知宏
（おだか・ともひろ）
著
オーム社

生活や仕事の様々な局面で、日常的に人工知能技術を利用している私たち。人工
知能はどんなしくみでなにができるのか、どんな技術から構成されているのか。人工
知能の全体像をできるだけ数式を用いずに概観する。章末問題付き。

情報学
同時アクセス1 7,425円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎007.13 件名◎人工知能 オキ
279p
冊子版 978-4-274-22426-3 2019.09
DL不可

*1032336446*
機械学習100+ ページエッセンス

新たな視点をもたらす!AIエキスパートの知見 〈impress top gear〉

情報学

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 ブキ
28,159p
さまざまな機械学習アルゴリズムにおける考え方や数式を示しつつ、アルゴリズム 冊子版 978-4-295-00798-2 2019.12
Andriy Burkov 著
インプレス

清水美樹
（しみず・みき）
訳

の利用条件や長所 / 短所、活用範囲などを解説。機械学習を現場で実践し、獲
得してきた知見を展開する。

機械学習ガイドブック RとPythonを使いこなす

*1031137152*
情報学

同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 サキ
機械学習の入門者・中級者に向けた実践的ガイドブック。機械学習の概要、主要 262p
なアルゴリズム、RとPython、Kerasを活用したディープラーニングの実践、アル 冊子版 978-4-274-22393-8 2019.06
櫻井豊
（さくらい・ゆたか）
著
オーム社

ファゼロなどを取り上げる。

DL不可

*1032336441*
機械学習のための連続最適化

〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉
金森敬文
（かなもり・たかふみ）
著
講談社

鈴木大慈
（すずき・たいじ）
著

機械学習アルゴリズムを構成するうえで欠かすことのできない計算手法である連続
最適化の方法について解説。非線形最適化の基礎に加えて、機械学習でよく用い
られる最適化法についても、データ解析の問題設定と併せて詳説する。

機械学習図鑑 見て試してわかる機械学習アルゴリズムの仕組み
加藤公一
（かとう・きみかず）
監修
翔泳社

秋庭伸也
（あきば・しんや）
共著

複雑で種類が多い機械学習アルゴリズムの入門書。機械学習を専門としていない
人が理解しやすいように、なるべく少ない数式で図を中心に解説する。サンプルプ
ログラムのダウンロードサービスあり。

情報学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 ■キ
341p
冊子版 978-4-06-152920-5 2016.12

*1030956554*
情報学
同時アクセス1 9,680円 + 税
同時アクセス3 19,360円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 ■キ
197p
冊子版 978-4-7981-5565-4 2019.04

*1031579494*
強くなるロボティック・ゲームプレイヤーの作り方 ―実践で
学ぶ強化学習―プレミアムブックス版
八谷 , 大岳
マイナビ出版

機械学習の代表的な理論「強化学習」の実践教科書。数学的背景といった基礎
理論から、アルゴリズム、プログラミングによる実装、さらには応用事例まで、幅
広く解説しています。プログラムコードと平行して理論を学ぶことにより、強化学習
理論の有用性を効率よく学べる構成になっています。

情報学
同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 26,125円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8399-5673-8

2016

*1031115586*
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現場で使える!Python 機械学習入門

機械学習アルゴリズムの理論と実践 〈AI＆TECHNOLOGY〉
大曽根圭輔
（おおそね・けいすけ）
著
翔泳社

関喜史
（せき・よしふみ）
著

機械学習に必要なプログラミング言語 Python の基本から、機械学習の理論、現
場で使える開発手法までを解説。サンプルコード等をWeb からダウンロードできる。
Jupyter Notebook 対応。

現場で使える!Watson 開発入門 Watson API、Watson

StudioによるAI 開発手法 〈AI＆TECHNOLOGY〉
伊澤諒太
（いざわ・りょうた）
著
翔泳社

井上研一
（いのうえ・けんいち）
著

Watson の概要、IBM Cloud の登録方法、cURL から利用する方法や、AI の開
発手法を解説。
「ZUKKU」の事例も紹介する。サンプルコードのダウンロードサー
ビス付き。Watson Studio 対応。

自動人形
（オートマトン）
の城 人工知能の意図理解をめぐる物語
川添愛
（かわぞえ・あい）
著
東京大学出版会

勉強ぎらいでわがままな11歳の王子。彼の浅はかな言動がきっかけで、邪悪な魔
術師により城中の人間が人形に置き換えられてしまった。その絶望的な状況に王子
は…。「人工知能」と「人間の言葉」をめぐる新たなストーリー。

情報学
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 23,210円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 ■ゲ
269p
冊子版 978-4-7981-5096-3 2019.05
DL不可 EPUB

*1031579531*
情報学
同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 20,240円 + 税
分類◎007.13 件名◎人工知能 ■ゲ
309p
冊子版 978-4-7981-5849-5 2019.03
DL不可 EPUB

*1031210716*
情報学
同時アクセス1 4,840円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎007.13 件名◎人工知能 カオ
294p
冊子版 978-4-13-063368-0 2017.12
DL不可 EPUB

*1031553457*
人と共生するAI 革命 活用事例からみる生活・産業・社会の未来展望

情報学

同時アクセス1 105,600円 + 税
同時アクセス3 158,400円 + 税
分類◎007.13 件名◎人工知能 ■ヒ
AI が拓く新たな未来社会のヒントを提示。画像診断、気象現象予測、芸術創作 433,12p 図版14p
など、生活・産業・社会領域での具体的なAI 導入事例や、AI 導入のためのノウ 冊子版 978-4-86043-608-7 2019.06
栗原聡
（くりはら・さとし）
監修
エヌ・ティー・エス

ハウを幅広く紹介する。

*1030871167*
人間知能と人工知能 あるAI 研究者の知能論
大須賀節雄
（おおすが・せつお）
著
オーム社

人工知能はもはや人間知能の小型機械化版ではなく、人間知能に肩を並べる存
在。人間の知能の全体像を広く捉え、かつ形式化を図ることにより、人工知能化の
可能性を探り、人間知能との比較を行う。

情報学
同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎007.13 件名◎人工知能 オニ
164p
冊子版 978-4-274-22532-1 2020.04
DL不可

*1031670306*
人工知能と友だちになれる? もし、隣の席の子がロボットだった

ら…マンガでわかるAIと生きる未来 〈子供の科学★ミライサイエンス〉
新井紀子
（あらい・のりこ）
監修
誠文堂新光社

現在研究されている人工知能技術の延長線上で「ロボット」ができあがることを念
頭におき、ロボット「アイくん」が登場するマンガを交えて、人工知能の基本から
未来予測までをやさしく解説する。

人工知能学大事典

ENCYCLOPEDIA OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

人工知能学会編
共立出版

人工知能の基礎理論から応用事例までをテーマごとに章分けし、そのテーマに関
係する項目を可能な限りストーリーをもって収録した事典。最近注目されている技術
や概念だけでなく、かつて注目された事項についても取り上げる。
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情報学
同時アクセス1 2,640円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎ K007.13 件名◎人工知能 ■ジ
158p
冊子版 978-4-416-51818-2 2018.06

*1031629317*
情報学
同時アクセス1 141,900円 + 税
同時アクセス3 212,850円 + 税
分類◎ R007.13 件名◎人工知能－便覧
■ジ 1579p
冊子版 978-4-320-12420-2 2017.07

*1031537729*

生命情報処理における機械学習 多重検定と推定量設計

〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉
瀬々潤
（せせ・じゅん）
著
講談社

浜田道昭
（はまだ・みちあき）
著

機械学習の応用として期待される生命情報のデータ処理に関するテキスト。生命
科学の基礎のキソからスタートし、多重検定と無限次数多重検定法、推定量設
計の理論と方法までを解説。進んだ話題についての補足説明も巻末に収録。

統計的因果探索 〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉

情報学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 セセ
178p
冊子版 978-4-06-152911-3 2015.12

*1030956565*
情報学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 シト
データから因果関係を推測するための機械学習技術である、統計的因果探索の入 181p
門書。統計的因果探索の基本的かつ主要なアイデアを解説し、著者が考案した 冊子版 978-4-06-152925-0 2017.05
清水昌平
（しみず・しょうへい）
著
講談社

LiNGAM 法について詳しく説明する。

*1030956553*
変分 ベイズ 学習 〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉

情報学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 ナヘ
はじめにベイズ学習の基礎を説明し、「共役性」と「制約の設計指針」に焦点を 147p
当てて、変分 ベイズ学習アルゴリズムの導出を丁寧に解説する。変分 ベイズ学 冊子版 978-4-06-152914-4 2016.04
中島伸一
（なかじま・しんいち）
著
講談社

習に関して理論的にあきらかにされた性質についても紹介する。

*1030956563*
劣モジュラ最適化と機械学習 〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉

情報学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.13 件名◎機械学習 カレ
深淵な基礎理論が丁寧な展開ですっきりわかる! 機械学習における劣モジュラ関数 174p
とその最適化の役割を概観できるテキスト。実用的なアルゴリズムを中心に紹介し、 冊子版 978-4-06-152909-0 2015.12
河原吉伸
（かわはら・よしのぶ）
著
講談社

永野清仁
（ながの・きよひと）
著

構造正則化学習への道も具体的手順とともに解説する。

*1030956566*
IoT・AI の法律と戦略 第2版

情報学

同時アクセス1 3,410円 + 税
同時アクセス3 6,820円 + 税
分類◎007.3 件名◎ IoTー法令 フア
IoT・AIでどんな法律問題が起こるか－。IoT・AIのシステムの構築、パーソナルデー 324p
タ・ビッグデータの取扱い、AIによる事故の対応などに必要となる法律をわかりやす 冊子版 978-4-7857-2708-6 2019.03
福岡真之介
（ふくおか・しんのすけ）
編著
商事法務

桑田寛史
（くわた・ひろし）
著

く解説する。

*1032290782*
ロボット・AIと法

THE LAWS OF ROBOTS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

弥永真生
（やなが・まさお）
編
有斐閣

宍戸常寿
（ししど・じょうじ）
編

ロボット・AI が社会に受容され、活用されるためには、それらに対応するための法
制度の整備が必要となる。現在生起しつつある問題から近未来に起きうる問題まで
を視野に入れ、法学からの知見を提示する。

情報モラル＆情報セキュリティ 40の事例でわかりやすく解説 !
改訂3版

富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

情報モラルと情報セキュリティ対策の知識を習得できるテキスト。日常生活の様々
な場面で起こりうる情報 モラルや情報セキュリティ対策を問われる問題について、
学生が巻き込まれやすい事例やイラストを用いてわかりやすく解説。

情報学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎007.3 件名◎情報法 ■ロ 316p
冊子版 978-4-641-12596-4 2018.04

*1030990045*
情報学
同時アクセス1 1,237円 + 税
同時アクセス3 2,475円 + 税
分類◎007.3 件名◎情報倫理 ■ジ 91p
冊子版 978-4-86510-419-6 2020.02

*1031458193*
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先端技術と規制の公法学

Public Law on Advanced Technology and Regulation

寺田麻佑
（てらだ・まゆ）
著
勁草書房

AIをめぐる法制度のあるべき姿とは ? 変化の激しい現代社会のなかでも、特に大き
な変化を経験している情報通信分野における規制と制度の枠組みについて、公法
学の観点から分析し、政策提言も含めた検討を行う。

IT・ソフトウェア業 〈業種別人事制度 4〉

情報学
同時アクセス1 14,960円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎007.3 件名◎情報法 テセ 358p
冊子版 978-4-326-40373-8 2020.01

*1031533228*
情報学

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎007.35 件名◎情報産業 イア
システム開発・ソフトウェア開発などのIT 企業の組織特性や職種分類などを踏まえ、 187p
具体的な事例を数多く盛り込みながら、IT 業界特有の課題解決につながる人事制 冊子版 978-4-502-11081-8 2014.09
岩下広文
（いわした・ひろふみ）
著
中央経済社

度の構築のポイントやノウハウを解説する。

*1032352903*
ITエンジニアのための「人生戦略」の教科書

技術を武器に、充実した人生を送るための「ビジネス」
と
「マインドセット」

情報学

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 15,675円 + 税
分類◎007.35 件名◎情報産業 ヒア
255p
意外に悩ましい IT エンジニアの人生設計。マインドセットの持ち方、自社ビジネ 冊子版 978-4-8399-5823-7 2017.02

平城寿
（ひらじょう・ひさし）
著
マイナビ出版

スモデル構築など、求人情報 サイト『@SOHO』の開発者が自分の知見と経験
から得たノウハウを伝授。著者に質問できるサポートサービス付き。

IT ナビゲーター Information Technology Navigator 2020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著
東洋経済新報社

2025年に向けてICT・メディア市場で何が起こるのかを考察。さらに、日本の IT
市場を中心として、市場セグメントごとに分析・評価するとともに、ITトレンドが各
業界にどのような影響を与えるのかを紹介する。

*1031115563*
情報学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎007.35 件名◎情報産業 ■ア
312p
冊子版 978-4-492-50311-9 2019.12

*1031274494*
ITロードマップ 情報通信技術は5年後こう変わる! 2020年版

情報学

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎007.35 件名◎情報産業 ■ア
ブロックチェーン、5G、フェデレーションラーニング、自己主権型・分散管理型アイ 332p
デンティティ、デジタルビジネスのリスク管理…。IT の近未来とは。5年後の情報 冊子版 978-4-492-58115-5 2020.03
野村総合研究所 IT 基盤技術戦略室著
東洋経済新報社

NRIセキュアテクノロジーズ 著

通信技術トレンドを徹底予測する。

*1031579404*
エンジニアが生き残るためのテクノロジーの授業

変化に強い人材になれる技術と考え方 〈CodeZine BOOKS〉

情報学

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎007.35 件名◎情報産業 マエ
335p
IT 業界で生きていく中で求められる基本的な知識や考え方を、社会やビジネスと 冊子版 978-4-7981-4856-4 2016.12
増井敏克
（ますい・としかつ）
著
翔泳社

関連づけて解説。IoTや人工知能といったトレンドを押さえながら、ネットワーク、デー
タベース、セキュリティなどもカバーする。

データセンター調査報告書 Data Center Research Report

2020 東京・大阪圏で増えるハイパースケール DCと新設が相次ぐ地
方電力系 DCそれぞれの戦略
〈インプレス総合研究所〈新産業調査レポートシリーズ〉〉
クラウド＆データセンター完全ガイド監修 インプレス総合研究所編
インプレス

10

データセンターの市場動向や、市場で実際に提供されているサービスの動向、ユー
ザー企業の利用動向をまとめた調査報告書。

DL不可 EPUB

*1031579526*
情報学
同時アクセス1 528,000円 + 税
同時アクセス3 1,056,000円 + 税
分類◎007.35 件名◎インターネットデータ
センター ■デ 324p
冊子版 978-4-295-00865-1 2020.03

*1032464484*

トレイルブレイザー 企業が本気で社会を変える10の思考

情報学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎セールスフォース・ドットコム
創業20年で従業員5万人、GAFAと並び急成長を遂げた世界最大の顧客管理ソ 社 ベト 351p
フトウェア企業「セールスフォース・ドットコム」創業者が、企業理念とリーダーシッ 冊子版 978-4-492-53428-1 2020.08
マーク・ベニオフ著 モニカ・ラングレー著
東洋経済新報社

プについて語る。

*1031983494*
デジタルアーカイブ・ベーシックス Digital Archive Basics 2
災害記録を未来に活かす

今村文彦
（いまむら・ふみひこ）
監修
勉誠出版

鈴木親彦
（すずき・ちかひこ）
責任編集

大地震、豪雨による土砂災害…。震災・災害の記憶を風化させずに未来の防災
に活かしていくためにも、その記憶をいかに残していくか。各種機関、企業が行なっ
ているデジタルアーカイブの取り組みを紹介する。

デジタルアーカイブ・ベーシックス Digital Archive Basics 3

自然史・理工系研究 データの活用
井上透
（いのうえ・とおる）
監修
勉誠出版

中村覚
（なかむら・さとる）
責任編集

自然科学、理工デジタルアーカイブが生み出す知とは ? 高等教育機関、研究機
関等が開発・運用している各種データベースや Web サイトを紹介し、天文学、生
物学、環境学などの自然科学分野における取組みの事例を一望する。

デジタルアーカイブの理論と政策
デジタル 文化資源の活用に向けて

情報学
同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎007.5 件名◎デジタルアーカイブ
■デ 274p
冊子版 978-4-585-20282-0 2019.08

*1030831386*
情報学
同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎007.5 件名◎デジタルアーカイブ
■デ 233p
冊子版 978-4-585-20283-7 2020.04

*1031814474*
情報学

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,410円 + 税
分類◎007.5 件名◎デジタルアーカイブ
ヤデ 249,6p
デジタルアーカイブとは何か。デジタル文化資源の特性と活用、電子書籍 / 電子 冊子版 978-4-326-00048-7 2020.01
柳与志夫
（やなぎ・よしお）
著
勁草書房

図書館とデジタルアーカイブの関係性を論じつつ、日本のデジタルアーカイブ発展
を支える理論と政策について論究する。

情報マネジメント Information Management

〈未来へつなぐデジタルシリーズ 38〉
神沼靖子
（かみぬま・やすこ）
著
共立出版

大場みち子
（おおば・みちこ）
著

あらゆるレベルの学習者に向けて、情報 マネジメントに関する知識を解説した入
門書。情報マネジメントの位置付けから法・倫理まで14章で構成し、各章初めに
学習のポイントとキーワードを示し、章末には演習問題を収録する。

Elastic Stack 実践ガイド A Guide to Distributed
search,Analytics,and Visualization Logstash/Beats 編
ログ分析プラットフォームの構築と活用 〈impress top gear〉
日比野恒
（ひびの・ひさし）
著
インプレス

*1031533222*
情報学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎007.5 件名◎情報管理 ■ジ
213p
冊子版 978-4-320-12358-8 2019.01

*1031670313*
情報学
同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎ 件名◎検索エンジン ■エ 375p
冊子版 978-4-295-00998-6 2020.09

はじめてElastic Stackに触れる人でも理解できるよう、ログ管理や分析について説
明した上で、LogstashとBeats の概要から導入方法、利用方法、運用までを解
説する。具体的なログ活用の事例も掲載。

できるGoogleビジネス+テレワークパーフェクトブック困った!
＆便利ワザ大全
インサイトイメージ著 できるシリーズ 編集部著
インプレス

ビデオ会議、スマホ連携、クラウド共有など、テレワークに活用できるGoogle サー
ビスの使いこなし方や、
さまざまなワザを解説。動画解説が視聴できるQRコード付き。
ジャケット裏にショートカットキー早見表あり。

*1032433784*
情報学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎ 件名◎検索エンジン ■デ 270p
冊子版 978-4-295-01009-8 2020.09

*1032433789*
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IT サービスマネージャ 対応試験 SM 2019～2020年版

〈情報処理教科書〉

情報学

同時アクセス1 13,420円 + 税
同時アクセス3 26,840円 + 税
金子則彦
（かねこ・のりひこ）
著
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
翔泳社
カア 498p
情報処理技術者試験の1つ、「IT サービスマネージャ」に合格するための超定番 冊子版 978-4-7981-5998-0 2019.03

対策書。合格に直結する専門知識と記述（午後 I）
・論述（午後 II）対策が、効
率よくできるよう掲載しています。Webダウンロード分を含め、多くの過去問とその解
答解説を収録。この1冊で合格する力が着実に身に付きます。

IT サービスマネージャ試験午前厳選問題集

*1031210663*
情報学

同時アクセス1 8,695円 + 税
同時アクセス3 13,043円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
近年の出題傾向と重点項目を完全網羅。過去に出題された問題の中から厳選した ■ア 329p
400題を掲載。チェックボックスを利用して苦手分野を把握して対策。
「よく出る問題」 冊子版 978-4-501-55730-0 2019.08
東京電機大学編
東京電機大学出版局

「苦手問題」を繰り返し解くことで効率よく問題内容と関連知識を学習可能。本書
の目的と役割は IT サービスマネージャ試験の午前試験をクリアするためのサポート
です。

ITストラテジスト 対応試験 ST 2019～2020年版

〈情報処理教科書〉

*1032326673*
情報学

同時アクセス1 13,310円 + 税
同時アクセス3 26,620円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
■ア 506p
本書は、情報処理技術者試験の高度試験で最難関とされる「ITストラテジスト試験」 冊子版 978-4-7981-5995-9 2019.03
広田航二
（ひろた・こうじ）
著
翔泳社

の合格を目指す対策書です。午後Ⅰ試験では、長文問題をいかに読み解き正解を
導き出すのか、午後Ⅱ試験では、いかにして設問に合致したA 評価の論文を書くの
か、をシステマティックに解説します。

ITストラテジスト試験午前厳選問題集

*1031210664*
情報学

同時アクセス1 8,695円 + 税
同時アクセス3 13,043円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
近年の出題傾向と重点項目を完全網羅。過去に出題された問題の中から厳選した ■ア 333p
400題を掲載。チェックボックスを利用して苦手分野を把握して対策。
「よく出る問題」 冊子版 978-4-501-55700-3 2019.08
東京電機大学編
東京電機大学出版局

「苦手問題」を繰り返し解くことで効率よく問題内容と関連知識を学習可能。本書
の目的と役割はITストラテジスト試験の午前試験をクリアするためのサポートです。

IT パスポート試験対策テキスト＆過去問題集
令和2-3年度版 〈よくわかるマスター〉

富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

最新の「シラバスVer.4.0」で追加された内容を含め、「シラバスVer.4.0」に記
載されている用語をすべて解説しており、必要な知識が習得できます。シラバスに沿っ
た目次構成で、体系的な学習が可能です。各章末には、オリジナルの予想問題
をご用意。ご購入特典として、Web 試験、解説動画をご用意。

Microsoft Office 2019を使った情報リテラシーの基礎

*1032326670*
情報学
同時アクセス1 3,267円 + 税
同時アクセス3 6,534円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
■ア 437p
冊子版 978-4-86510-420-2 2020.01

*1031458192*
情報学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 16,500円 + 税
分類◎007.6 件名◎情報処理 ■マ
ICT の技術を身につけ、情報を取り扱う能力を高めるために、地域活性化プロジェ 309p
クトをテーマに、Windows 10とMicrosoft Office 2019について解説する。演習 冊子版 978-4-7649-0601-3 2019.11
切田節子
（きりた・せつこ）
共著
近代科学社

新聖子
（しん・まさこ）
共著

問題も掲載。

*1031340567*
Office 2019 〈30時間アカデミック〉

情報学

同時アクセス1 3,575円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.6 件名◎情報処理 スオ
Office2019を、例題によって基礎から学べるテキスト。パソコンのリテラシーを網羅し、 234p
レポート・資料作成に必要な知識、操作を解説する。節末に実践的な実習問題を 冊子版 978-4-407-34833-0 2019.10
杉本くみ子
（すぎもと・くみこ）
著
実教出版

大澤栄子
（おおさわ・えいこ）
著

掲載。Windows 10対応。

*1031434057*
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QRコードの奇跡 モノづくり集団の発想転換が革新を生んだ

情報学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎007.6 件名◎二次元コード オキ
日本発で国際標準になった稀有なイノベーション、QRコード。トヨタ生産方式向け 213,3p
のバーコードと読み取り機の開発にまでさかのぼり、QRコードの開発と標準化、そ 冊子版 978-4-492-53419-9 2020.02
小川進
（おがわ・すすむ）
著
東洋経済新報社

の後の進化までを紹介する。

*1031507099*
UI デザインの教科書

マルチデバイス時代のインターフェース設計

新版

情報学

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 17,270円 + 税
原田秀司
（はらだ・ひでし）
著
分類◎007.6 件名◎ユーザーインターフェー
翔泳社
ス
（コンピュータ）ハユ 207p
PC・スマートフォン・タブレット・TVの4つのデバイスを対象に、どのようにインターフェー 冊子版 978-4-7981-5545-6 2019.01

スをデ ザインすればよいかを、図や画像を使いながら、わかりやすく体系的に解説
する。最新環境にあわせて全面的に書き直した新版。

UX デザインのための発想法

*1031579493*
情報学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎007.6 件名◎ユーザーエクスペリエ
UXデザインを推進するための「発想法」をまとめた一冊。実務レベルのアイディ ンス マユ 167p
ア出しのヒントを紹介する。チームで行う発想ワークの留意事項やプロセス、発想 冊子版 978-4-7649-0603-7 2019.10
松原幸行
（まつばら・ひでゆき）
著
近代科学社

のためのツールも掲載。「実践 UXデザイン」の姉妹書。

*1031274440*
うかる! 応用情報技術者テキスト＆問題集 対応試験 AP

情報学

2019年版 〈情報処理教科書〉

同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 20,240円 + 税
日高哲郎
（ひだか・てつろう）
著
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
翔泳社
ヒウ 667p
基礎から学べるテキスト＆問題集だから、これ1冊で合格を目指せます！昨年版より 冊子版 978-4-7981-5922-5 2018.11

も過去問解説がさらに充実！平成28年度春期～平成31年度春期（7回分）の懇切
丁寧な解説を本書とWeb で提供します。信頼と実績のある講師歴25年以上の著
者が、合格に必要なポイントを的確に取り上げ、読者を合格へ導きます。

かんたん合格 IT パスポート教科書 令和2年度
坂下夕里
（さかした・ゆうり）
著 ラーニング編集部著
インプレス

本書は広大な出題範囲をよく出る項目に絞って解説しているので、挫折せずに最
後まで学習できます。解説では、ずばり「どこが」「どのように」出題されるのかが
ひと目でわかる
！最新シラバス4.0対応。さらにスマホで学べる単語帳「でる語句
200」付き。

かんたん合格基本情報技術者過去問題集 令和2年度春期
ノマド・ワークス著
インプレス

＊無料特典の利用が可能です。詳細は「目次」のページをご参照ください。 基
本情報技術者試験の定番過去問！ 直近15回分の豊富な過去問題に加え、無料
特典として全文 PDF＆スマホアプリで使える単語帳「出る語句 200」付き。

*1031210667*
情報学
同時アクセス1 3,234円 + 税
同時アクセス3 6,468円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
■カ 398p
冊子版 978-4-295-00781-4 2019.11

*1031137149*
情報学
同時アクセス1 4,884円 + 税
同時アクセス3 9,768円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
■カ 575p
冊子版 978-4-295-00787-6 2019.12

*1031137155*
かんたん合格基本情報技術者教科書 令和2年度
五十嵐順子
（いがらし・じゅんこ）
著 ラーニング編集部著
インプレス

本書は広大な出題範囲をよく出る項目に絞って解説しているので、挫折せずに最後
まで学習できます。解説では、ずばり「どこが」「どのように」出題されるのかがひ
と目でわかる
！出題増の数学問題について、巻頭特集でていねいに解説。スマホ
で学べるデジタル単語帳「でる語句200」付き。

情報学
同時アクセス1 4,224円 + 税
同時アクセス3 8,448円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
■カ 478p
冊子版 978-4-295-00782-1 2019.11

*1031137150*
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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

情報学

同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
川添愛
（かわぞえ・あい）
著
分類◎007.6 件名◎コンピュータ カコ
東京書籍
175p
どうしてコンピュータは0と1だけで複雑な計算ができるの ? そもそも数と数字の違いっ 冊子版 978-4-487-81189-2 2018.09

てなに? 理系男子とヘンテコな妖精の対話形式で、コンピュータの歴史としくみを
わかりやすく解説する。

コンピュータリテラシ 情報処理入門 第4版

*1032267590*
情報学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎007.6 件名◎情報処理 オコ
情報リテラシへの橋渡しを目指したコンピュータリテラシのテキスト。コンビニエン 260p
スストアをテーマとした例題により、コンピュータリテラシの能力が楽しみながら身に 冊子版 978-4-320-12444-8 2019.02
大曽根匡
（おおそね・ただし）
編著
共立出版

渥美幸雄
（あつみ・ゆきお）
著

つく。Windows 10、Office2016対応。

*1031814514*
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
（よねむら・しゅんいち）
共著
コロナ 社

徳永幸生
（とくなが・ゆきお）
共著

初学者向けのコンピュータ入門書。コンピュータが発展してきた歴史的な流れを基
軸とし、誕生した背景、原理や基本動作、ソフトウェアやネットワークの仕組みなど、
コンピュータに関する基礎知識を網羅的に解説する。

システムアーキテクト 対応試験 SA 2019年版

〈情報処理教科書〉

松田幹子
（まつだ・みきこ）
著
翔泳社

松原敬二
（まつばら・けいじ）
著

情報処理技術者試験の1つ、「システムアーキテクト」に合格するための超定番
対策書。試験傾向や解答テクニック、学習方法から、要点解説、合格論文まで、
ベテランの講師陣が詳しく解説。Webダウンロード分も含め、約10年分の過去問
題と模範解答・解説を詳細に収録。この1冊で受験対策はバッチリです。

システムアーキテクト試験午前厳選問題集

情報学
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎007.6 件名◎コンピュータ ヨコ
181p
冊子版 978-4-339-02892-8 2019.04
DL不可

*1031873834*
情報学
同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,870円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
■シ 562p
冊子版 978-4-7981-5996-6 2019.03

*1031210665*
情報学

同時アクセス1 8,695円 + 税
同時アクセス3 13,043円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
近年の出題傾向と重点項目を完全網羅。過去に出題された問題の中から厳選した ■シ 343p
400題を掲載。チェックボックスを利用して苦手分野を把握して対策。
「よく出る問題」 冊子版 978-4-501-55710-2 2019.08
東京電機大学編
東京電機大学出版局

「苦手問題」を繰り返し解くことで効率よく問題内容と関連知識を学習可能。本書
の目的と役割はシステムアーキテクト試験の午前試験をクリアするためのサポートです。

データベーススペシャリスト教科書 令和2年度 〈徹底攻略〉

*1032326671*
情報学

同時アクセス1 8,514円 + 税
同時アクセス3 17,028円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
充実した午後問題対策と、「本文解説→例題」を連続で展開するスモールステッ ■デ 686p
プ 方式で、効率的に合格力が高まる徹底攻略 DB 教科書に、セキュリティ対策ほ 冊子版 978-4-295-00727-2 2019.09
瀬戸美月
（せと・みずき）
著
インプレス

か出題傾向に合わせて解説を強化した改訂版が登場！ 購入者特典として「全文
PDF」と「単語帳アプリ」が付いています。

テキストアナリティクス Statistical Text Analytics

〈統計学 One Point 10〉

*1031338961*
情報学

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎007.6 件名◎テキストマイニング キ
テ 210p
テキスト分析に関わる統計的データ処理や機械学習的手法について、テキストの 冊子版 978-4-320-11261-2 2018.08
金明哲
（きん・めいてつ）
著
共立出版

電子化から始め、テキスト分析のための事前処理、目的に合わせた分析項目の集
計方法及びそのテキストの分析方法等まで、例を用いて平易に解説する。
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*1031137162*

できるゼロからはじめるパソコン超入門 ウィンドウズ10対応

情報学

令和改訂版

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
法林岳之
（ほうりん・たかゆき）
著 できるシリーズ 編集部著
分類◎007.6 件名◎パーソナルコンピュー
インプレス
タ ■デ 254p
パソコンがはじめての人にもわかるように、画面の見方やマウスの持ち方、文字入 冊子版 978-4-295-00731-9 2019.09

力、文書作成、インターネットの Web ページの活用などについて解説する。ウィンド
ウズ10対応。ジャケット裏にホームポジション早見表あり。

ネットワークスペシャリスト 対応試験 NW 2019年版

〈情報処理教科書〉
ICTワークショップ著
翔泳社

午後試験合格に必要なネットワーク応用技術解説に加えて、出題傾向分析や解答
テクニックを詳説し、平成30年度秋期試験の午後問題を徹底解説。2大付録の『電
子書籍 ネットワーク基礎編』で午前対策、『過去問アーカイブ全12年分』で過去
問演習と、これ1冊で十分な試験勉強ができます。

ネットワークスペシャリスト教科書 令和2年度 〈徹底攻略〉

*1031338964*
情報学
同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 20,900円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
■ネ 573p
冊子版 978-4-7981-5997-3 2019.03

*1031210666*
情報学

同時アクセス1 9,174円 + 税
同時アクセス3 18,348円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
SG、AP、SC、DB の執筆も手がける試験対策指導歴15年以上の著者が、出題 セネ 662p
傾向を徹底分析。丁寧な解説の随所に例題を挟み込んだ「スモールステップ方式」 冊子版 978-4-295-00844-6 2020.03

瀬戸美月
（せと・みずき）
著
インプレス

で効率的に実力 UP するNW 対策の決定版！ 重要事項をリスト化した「項目別要
点 チェック」も備え、直前対策も万全。過去問解説は紙面＋PDFダウンロードで
計9回分を用意。

ネットワークスペシャリスト試験午前厳選問題集

*1032464479*
情報学

同時アクセス1 8,695円 + 税
同時アクセス3 13,043円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
近年の出題傾向と重点項目を完全網羅。過去に出題された問題の中から厳選した ■ネ 325p
400題を掲載。チェックボックスを利用して苦手分野を把握して対策。
「よく出る問題」 冊子版 978-4-501-55720-1 2019.08
東京電機大学編
東京電機大学出版局

「苦手問題」を繰り返し解くことで効率よく問題内容と関連知識を学習可能。本書
の目的と役割はネットワークスペシャリスト試験の午前試験をクリアするためのサポー
トです。

ヒューマンインタフェース Human Interface

*1032326672*
情報学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎007.6 件名◎ユーザーインターフェー
ヒューマンインタフェースとは、モノと人間の境界部分のこと。ヒューマンインタフェー ス
（コンピュータ）シヒ 141p
スを設計するときに直接的に必要となる事項について解説するとともに、感覚知覚 冊子版 978-4-339-02897-3 2019.09
志堂寺和則
（しどうじ・かずのり）
著
コロナ 社

や知的機能など人間の心の働きについても説明する。

DL不可

*1032433753*
ルビィのぼうけん コンピューターの国のルビィ

情報学

同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
分類◎ K007.6 件名◎コンピュータ リル
女の子ルビィがコンピューターの中を冒険し、部品の役目や動き方を知るストーリーと、 87p
遊びながら学べる練習問題を収録。巻頭と見返しに素材等の切り取りページ、書き 冊子版 978-4-7981-3877-0 2017.04

リンダ・リウカス作
翔泳社

鳥井雪
（とりい・ゆき）
訳

込みページあり。書き込む練習問題や素材はダウンロード可。

*1031579471*
応用情報技術者教科書 令和2年度 〈徹底攻略〉

情報学

同時アクセス1 7,854円 + 税
同時アクセス3 15,708円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
応用情報技術者試験の網羅型教科書の定番！ 本文各節毎に節キーワードの「頻 セオ 790p
出度 マーク」を追加しますので、重要ポイントに絞っての学習が可能になります。 冊子版 978-4-295-00778-4 2019.11

瀬戸美月
（せと・みずき）
著
インプレス

直近9回分の過去問題に加え、無料特典として全文 PDF＆スマホアプリで使える
単語帳「出る語句 200」付き。

*1031137146*
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課題解決のための情報リテラシー

情報学

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎007.6 件名◎情報処理 ミカ 228p
大学の新入生に向けて、専門教育科目で応用的課題に取り組めるよう、コンピュー 冊子版 978-4-320-12445-5 2018.11
美濃輪正行
（みのわ・まさゆき）
著
共立出版

谷口郁生
（たにぐち・いくお）
著

タの基本的な概念や知識、キーボードの操作など、基礎的な項目を解説する。演
習問題も収録。見返しに記事あり。

*1031533280*
解答力を高める基本情報技術者試験の解法

暗記の壁を越えて計算力を身につける

情報学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
速水治夫
（はやみ・はるお）
編著 西村広光
（にしむら・ひろみつ）
著
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
コロナ 社
ハカ 302p
資格取得には暗記で解くことができない計算問題を正しく理解して解けるかが大きく 冊子版 978-4-339-02463-0 2012.09

影響する。そこで, 本書は暗記で足りる内容についてはまとめ程度とし, 深い理解と
応用力のある解法を習得することを目的としている。

基本情報技術者教科書 令和2年度 〈徹底攻略〉

DL不可

*1031840270*
情報学

同時アクセス1 5,214円 + 税
同時アクセス3 10,428円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
毎年着実に実績を伸ばしている、類書中唯一の網羅型テキスト『徹底攻略 基本 ツキ 643p
情報技術者教科書』の令和2年度版。無料特典として全文 PDF＆スマホアプリ 冊子版 978-4-295-00779-1 2019.11

月江伸弘
（つきえ・のぶひろ）
著
インプレス

大滝みや子
（おおたき・みやこ）
監修

で使える単語帳「出る語句 200」付き。

*1031137147*
計算科学講座 Computational Science and Engineering 1
計算科学のための基本数理アルゴリズム

情報学

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎007.6 件名◎情報処理 ■ケ
240p
基盤分野と応用展開分野の密接な連携を軸にして計算科学を体系的に解説。1は、 冊子版 978-4-320-12266-6 2019.06
金田行雄
（かねだ・ゆきお）
監修
共立出版

笹井理生
（ささい・まさき）
監修

計算科学で使われる代表的な数値計算アルゴリズムについて、その原理と特徴を
10の数学的分野を基に解説。安定性・数値誤差等も議論する。

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
（おかのはら・だいすけ）
著
岩波書店

近年爆発的に増加している「文字列」を、より高度に、高速で解析するには ? 文
字列解析に有用な理論、データ構造、アルゴリズムと、それをふまえたデータの圧縮、
検索、分析の実践手法を紹介する。

高齢者のためのユーザインタフェースデザイン

ユニバーサルデザインを目指して

*1032433743*
情報学
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎007.6 件名◎データ圧縮 オコ
140p
冊子版 978-4-00-006974-8 2012.12

*1031004509*
情報学

同時アクセス1 23,760円 + 税
同時アクセス3 47,520円 + 税
分類◎007.6 件名◎ユーザーインターフェー
ス
（コンピュータ）ジコ 297p
高齢者の身体的・認知的特性について解説し、それらに対応するための具体的な 冊子版 978-4-7649-0556-6 2019.11
Jeff Johnson 著
近代科学社

Kate Finn 著

デ ザイン事例を紹介。また、典型的な高齢者が身体上の問題点やデ ザイン上の
要望を語ることで、高齢者向けユーザビリティのあるべき姿を明示する。

出るとこだけ!IT パスポート 対応科目IP 2019年版

〈情報処理教科書〉

*1031340568*
情報学

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
シデ 309p
本書は、例年受験者の増加が続くIT パスポートの試験対策書籍です。解説と問 冊子版 978-4-7981-5923-2 2018.11
城田比佐子
（しろた・ひさこ）
著
翔泳社

題がセットで入っているので、1冊で合格を目指せます。広い出題範囲から、頻出
項目を厳選しており、「でるとこ」を優先して学習できるように設計されています。
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*1031210668*

出るとこだけ! 応用情報技術者午後 対応試験 AP

〈情報処理教科書〉

橋本祐史
（はしもと・ゆうじ）
著
翔泳社

範囲が広く、対策が難しいとされる応用情報の午後問題を、合格するために絞り込
み、その中からテーマを17に厳選して収録しました。効率よく学習できるよう「出る
順」と「出るとこだけ」にこだわった対策書です。1つ1つのテーマは、前提知識
＋解き方＋過去問題をていねいに解説し、しっかりと身につくように構成されています。

出るとこだけ! 基本情報技術者テキスト＆問題集
対応科目FE

2019年版 〈情報処理教科書〉

情報学
同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 20,240円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
ハデ 487p
冊子版 978-4-7981-5650-7 2019.01

*1031210669*
情報学

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
矢沢久雄
（やざわ・ひさお）
著
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
翔泳社
ヤデ 637p
大人気講座のノウハウをまとめた大定番の対策書籍です。「よく出る用語」や「繰 冊子版 978-4-7981-5917-1 2018.11

り返し出題される定番問題」を集中的に攻略することで、最小限の努力で午後試
験にも通用する基礎力を身に付けることができます。最新シラバスの用語もキャッチ
アップ。

出るとこだけ! 情報セキュリティマネジメント 対応科目SG

*1031210670*
情報学

2019年版 〈情報処理教科書〉

同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
橋本祐史
（はしもと・ゆうじ）
著
分類◎ S007.6 件名◎情報処理技術者
翔泳社
ハデ 399p
試験内容を徹底的に分析し、
「出るとこだけ」を押さえたテキスト＋問題集の決定版。 冊子版 978-4-7981-5918-8 2018.12

初学者でも合格点が取れるよう、試験に出るポイントをわかりやすく説明し、難しい
午後問題の読み方・解き方を丁寧に解説しています。

情報リテラシー
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

情報社会を生き抜くためのルールやマナー、セキュリティの知識から、Windows の
基本操作や、Word・Excel・PowerPoint の操作方法まで解説する。Windows
10 Office 2019対応。

*1031210671*
情報学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎007.6 件名◎情報処理 ■ジ 1冊
冊子版 978-4-86510-415-8 2020.03

*1031629240*
情報リテラシー アプリ編

情報学

同時アクセス1 4,455円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎007.6 件名◎情報処理 ■ジ 1冊
Word、Excel、PowerPoint の操作方法を、身近な題材を使って解説。レポート 冊子版 978-4-86510-418-9 2020.03
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

作成やデータの集計・分析などがマスターできる。チェックシート付き。Windows
10 Office 2019対応。

*1031629241*
情報リテラシー 入門編

情報学

同時アクセス1 2,475円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎007.6 件名◎情報処理 ■ジ 1冊
情報モラルや情報セキュリティに関する知識を、Windows、Office の基本操作と 冊子版 978-4-86510-416-5 2020.03
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

共に解説。章末に練習問題、巻末に総合スキルアップ問題も掲載。チェック欄あり。
Windows 10/Office 2019対応。

*1031629242*
情報処理安全確保支援士 対応試験 SC 2019年版

〈情報処理教科書〉

情報学

同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 20,900円 + 税
分類◎ S007.6 件名◎情報処理安全確
保支援士 ウジ 759p
試験傾向を分析し、合格に必要な知識を網羅した、大定番の対策書籍です。セキュ 冊子版 978-4-7981-5928-7 2018.11
上原孝之
（うえはら・たかゆき）
著
翔泳社

リティの専門家がわかりやすい知識解説で効率的に合格が目指せます。さらに、過
去問題を中心とした問題演習を丁寧な解説とともに掲載しており、実戦力を効果的
に身につけることができます。

*1031210672*
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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

情報学

同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎007.6 件名◎コンピュータ ■ズ
コンピュータを知り、自由に使いこなすための基礎を網羅。コンピュータの構成から、 270p
ソフトウェア、プログラミング言語、OS、通信ネットワーク、情報システムの開発 冊子版 978-4-274-22143-9 2017.11
橋本洋志
（はしもと・ひろし）
共著
オーム社

菊池浩明
（きくち・ひろあき）
共著

までを解説する。各章末に演習問題を付す。

DL不可

*1032336427*
図解コンピュータ概論 ハードウェア 改訂4版

情報学

同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎007.6 件名◎コンピュータ ■ズ
コンピュータを知り、自由に使いこなすための基礎を網羅。コンピュータの構成から、 266p
データ表現、論理回路、プロセッサ、記憶装置、入出力機器、性能と信頼性ま 冊子版 978-4-274-22144-6 2017.11
橋本洋志
（はしもと・ひろし）
共著
オーム社

小林裕之
（こばやし・ひろゆき）
共著

でを解説する。各章末に演習問題を付す。

DL不可

*1032336428*
法律家・法務担当者のための IT 技術用語辞典

情報学

同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎ R007.6 件名◎コンピュータ－便
IT 法務に携わる人が、IT 契約、Ad‐Tech、システム開発、FinTechを理解し、 覧 カホ 198p
日常の業務や訴訟に備えるための IT 技術用語集。用語解説だけでなく、実務で 冊子版 978-4-7857-2538-9 2017.08
影島広泰
（かげしま・ひろやす）
編著
商事法務

の使われ方や、裁判例等も紹介する。

*1032352865*
IT パスポート試験直前対策1週間完全プログラム

シラバスVer.4.1対応 〈よくわかるマスター〉
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

本書は、試験直前の1週間で合格を手にすることを目的としたIT パスポート試験対
策用の教材です。IT パスポート試験によく出る用語だけを厳選収録しています。
「シ
ラバスVer.4.0」で新しく追加された内容を含む重要用語を記載しています。さらに、
「シラバスVer.4.1」にも対応しています。

データベーススペシャリスト教科書 令和3年度 〈徹底攻略〉

情報学
同時アクセス1 3,217円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎〈S007.6〉 件名◎情報処理技術
者 ■ア 201p
冊子版 978-4-86510-431-8 2020.07

*1032282423*
情報学

同時アクセス1 8,514円 + 税
同時アクセス3 17,028円 + 税
分類◎〈S007.6〉 件名◎情報処理技術
充実した午後問題対策と、「本文解説→例題」を連続で展開するスモールステッ 者 ■デ 702p
プ 方式で、効率的に合格力が高まる徹底攻略 DB 教科書に、セキュリティ対策ほ 冊子版 978-4-295-00990-0 2020.09
瀬戸美月
（せと・みずき）
著
インプレス

か出題傾向に合わせて解説を強化した改訂版が登場！ 開発現場でも役立つ丁寧な
解説で、どんな出題にも対応できる応用力が身につくテキスト＆問題集の決定版！

Hyperledger Iroha 入門 ブロックチェーンの導入と運営管理

*1032464480*
情報学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎007.609 件名◎ブロックチェーン
数あるブロックチェーンプラットフォームのうち、もっとも導入やプログラミングが容易 サハ 275p
な日本製「Hyperledger Iroha」の基本的な環境構築からプログラミングまで、 冊子版 978-4-274-22473-7 2020.02
佐藤栄一
（さとう・えいいち）
著 コネクト株式会社監修
オーム社

幅広い内容を網羅し解説する。

DL不可

*1031533295*
Pythonによるデータマイニングと機械学習

情報学

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎007.609 件名◎データマイニング
データマイニングと機械学習の各種アルゴリズムの基本理論および Python 言語 フパ 359p
によるプログラム実現を、順序よくスムーズに学べるように構成。理論を飛躍なく丁 冊子版 978-4-274-22412-6 2019.08
藤野巖
（ふじの・いわお）
著
オーム社

寧に解説し、例題のソースコードは省略せずに全文を掲載する。

DL不可

*1032336443*
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データベースの実装とシステム運用管理

情報学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎007.609 件名◎データベース ハ
データベースシステム開発における設計と運用管理の入門書。概要から基本機能、 デ 146p
応用技術、関連技術までを解説。「データベーススペシャリスト試験」にも対応。 冊子版 978-4-339-02450-0 2010.10

速水治夫
（はやみ・はるお）
編著
コロナ 社

納富一宏
（のうとみ・かずひろ）
著

各章末に演習問題を付す。

DL不可

*1031840268*
データ解析におけるプライバシー保護

〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉

情報学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
佐久間淳
（さくま・じゅん）
著
分類◎007.609 件名◎データマイニング
講談社
サデ 215p
「仮名化 / 匿名化」
「差分プライバシー」
「秘密計算」と呼ばれる3つのプライバシー 冊子版 978-4-06-152919-9 2016.08

保護技術に焦点を当て、統計学・データ工学・暗号理論の観点から丁寧に解説する。
データ解析実務者も必読の書。

できるAccess 2019 Office 2019/Office 365両対応

*1030956557*
情報学

同時アクセス1 6,534円 + 税
同時アクセス3 13,068円 + 税
分類◎007.609 件名◎データベース ■
Access 2019の基礎から応用まで解説。軽減税率・インボイスに対応したデータベー デ 446p
スが作れる。練習用ファイルのダウンロードサービス、操作を確認できる動画のQRコー 冊子版 978-4-295-00862-0 2020.03
広野忠敏
（ひろの・ただとし）
著 できるシリーズ 編集部著
インプレス

ド付き。Office 2019/365対応。

*1032464496*
なぜ ? がわかるデータベース

リレーショナル DB の構造と動きを徹底理解

情報学

同時アクセス1 7,150円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎007.609 件名◎データベース オ
ナ 255p
新人プログラマが、
データベース全般の基礎的な知識を学ぶための最初の一冊。デー 冊子版 978-4-7981-5654-5 2018.12
小笠原種高
（おがさわら・しげたか）
著
翔泳社

タベースにまつわる疑問に答え、とりわけリレーショナルデータベースの構造につい
てやさしく、掘り下げて解説する。

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

DL不可 EPUB

*1031210709*
情報学

同時アクセス1 13,750円 + 税
同時アクセス3 27,500円 + 税
分類◎007.609 件名◎情報セキュリティ
常時使える攻撃実験環境でセキュリティを追究する! ハッキングのための実験環境 （コンピュータ）イハ 823p
「ハッキング・ラボ」の構築を解説し、具体的なハッキング技法を詳細に説明する。 冊子版 978-4-7981-5530-2 2018.12
IPUSIRON
（いぷしろん）
著
翔泳社

DL不可 EPUB

*1031210711*
ビッグデータ分析・活用のための SQLレシピ データ加工から
売上・ユーザー把握、レポーティング等々の各種 データ分析まで

加嵜長門
（かさき・ながと）
著
マイナビ出版

田宮直人
（たみや・なおと）
著

基礎的なSQL の記述やデータ加工の手法を説明し、実践的なコード例と共に、
さまざまな場 面で活 用できるデータ抽出や分 析 術を解 説する。PostgreSQL、
Apache Hive 等に対応。

フルスタックJavaScriptとPython 機械学習ライブラリで
実践するソーシャルビッグデータ
基本概念・技術から収集・分析・可視化まで

石川博
（いしかわ・ひろし）
編著
コロナ 社

横山昌平
（よこやま・しょうへい）
著

ソーシャルビッグデータの収集、分析、可視化の基本（概念、技術）と実践（ア
ルゴリズム、プログラム）をバランスよく解説。実務家に役立つ、実装に使えるコー
ドを掲載。「ソーシャル・ビッグデータサイエンス入門」の実践書。

情報学
同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 26,125円 + 税
分類◎007.609 件名◎データベース カビ
485p
冊子版 978-4-8399-6126-8 2017.03

*1031115565*
情報学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎007.609 件名◎データマイニング
イフ 183p
冊子版 978-4-339-02889-8 2019.02
DL不可

*1031616176*
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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

〈ブルーバックス B-2083〉

情報学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
岡嶋裕史
（おかじま・ゆうし）
著
分類◎007.609 件名◎ブロックチェーン
講談社
オブ 247p
かつて政府や大企業が担保していた「信用」は、ブロックチェーンの力で実現さ 冊子版 978-4-06-514435-0 2019.01

れた。ビットコインなど暗号資産との関係を改めて整理し、基盤となる構造をゼロか
ら解説する入門書。

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

DL不可 EPUB

*1031408649*
情報学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
Kedar Iyer 著 Chris Dannen 著
分類◎007.609 件名◎ブロックチェーン
翔泳社
アブ 235p
プログラマのためのブロックチェーンアプリ開発の入門書。アプリの種類として、ゲー 冊子版 978-4-7981-5968-3 2019.03

ムを特に取り上げ、必要最低限のブロックチェーンに関する知識と分散アプリ作成
法を伝授。セキュリティについても念入りに解説する。

絵で見てわかるOracle の仕組み 新装版

DL不可 EPUB

*1031210712*
情報学

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 16,610円 + 税
分類◎007.609 件名◎データベース ■
Oracleデータベースのアーキテクチャや内部動作、基本動作について、ハードウェ エ 255p
アや OS の動作と合わせてわかりやすく図解。内容のモダン化を図り、コマンドによ 冊子版 978-4-7981-5769-6 2019.03
杉田敦史
（すぎた・あつし）
著
翔泳社

山本裕美子
（やまもと・ゆみこ）
著

る基本的なOracle 操作の解説を収録した新装版。

DL不可 EPUB

*1031210713*
試して学ぶスマートコントラクト開発

情報学

同時アクセス1 9,597円 + 税
同時アクセス3 23,993円 + 税
分類◎007.609 件名◎ブロックチェーン
パブリックなブロックチェーンを用いたスマートコントラクト開発の手法を紹介。スマー ■タ 385p
トコントラクトのコーディングやテスト手法はもちろん、フロントエンドやミドルウェア 冊子版 978-4-8399-6688-1 2019.01
加嵜長門
（かさき・ながと）
著
マイナビ出版

篠原航
（しのはら・わたる）
著

を含めたアプリケーション提供の手順等も説明する。

*1031115589*
情報セキュリティ基礎講義

〈電子通信情報系コアテキストシリーズ C-2〉

情報学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎007.609 件名◎情報セキュリティ
（コンピュータ）マジ 213p
ICTを大学教育レベルで学ぶが情報セキュリティに携わるとは限らない幅広い人々 冊子版 978-4-339-01934-6 2019.03

松浦幹太
（まつうら・かんた）
著
コロナ 社

を対象として、情報セキュリティの基本をはじめ、暗号、ネットワークセキュリティな
どについて解説する。各章末に演習問題を掲載。

30時間でマスターOffice 2019

DL不可

*1031670317*
情報学

同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.63 件名◎ビジネスソフト ■サ
ワープロ、表計算、プレゼンテーション、画像処理など、Office 2019の機能を、 256p
豊富な例題と実習問題を交えてわかりやすく解説。インターネットの知識も紹介する。 冊子版 978-4-407-34835-4 2019.09
実教出版企画開発部編
実教出版

Windows 10対応。

*1031434056*
30時間でマスターWord ＆ Excel 2019

情報学

同時アクセス1 2,612円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト ■サ
実務に必要なWindows、Word、Excel の知識を網羅し、練習問題や例題を交え 224p
て解説する。操作が確実に身につく豊富な実習問題も掲載。Windows 10対応。 冊子版 978-4-407-34838-5 2019.09
実教出版企画開発部編
実教出版

*1031670286*
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Dockerによるアプリケーション開発環境構築ガイド

情報学

Docker の基本から現場で使える実践的なテクニックまで

同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 26,125円 + 税
櫻井洋一郎
（さくらい・よういちろう）
著 村崎大輔
（むらさき・だいすけ）
著
分類◎007.63 件名◎ソフトウェア工学 サ
マイナビ出版
ド 439p
仮想化技術の一つであるDocker の使い方を解説。イメージのビルド（作成）に 冊子版 978-4-8399-6458-0 2018.05

重点を置き、Docker の基本から、イメージのデプロイ（展開）、コンテナのオー
ケストレーション（ライフサイクルの管理）までを説明する。

Excel 関数基本＆活用マスターブック

Office 365/2019/2016/2013/2010対応 〈できるポケット〉

尾崎裕子
（おざき・ゆうこ）
著 できるシリーズ 編集部著
インプレス

Excel 関数の基本から、仕事に生かせる時短技までをわかりやすく解説する。サ
ンプルファイルはダウンロード可能。解説動画にアクセスできるQRコード付き。
Office 365/2019～2010対応。

Excel 関数逆引き辞典 パーフェクト 第3版

*1031115573*
情報学
同時アクセス1 2,904円 + 税
同時アクセス3 5,808円 + 税
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト ■エ
254p
冊子版 978-4-295-00644-2 2019.07

*1031338956*
情報学

同時アクセス1 8,690円 + 税
同時アクセス3 17,380円 + 税
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト キエ
Excel 関数の “ 困った”をズバッと解決するリファレンス。Excel 2016の新関数をは 805p
じめ、基本ワザから応用テクニックまで幅広い内容を網羅。実際の画面を示して 冊子版 978-4-7981-4672-0 2016.07
きたみあきこ著
翔泳社

解説する。サンプルファイルはダウンロード可能。

*1031579486*
Office 2016 for Mac マスターブック 〈MacFan BOOKS〉

情報学

同時アクセス1 6,297円 + 税
同時アクセス3 15,743円 + 税
分類◎007.63 件名◎ビジネスソフト アオ
Mac 版 Office が全部わかる! クラウドの利用やファイル共有に関する機能をはじめ、 399p
Excel、Wordなど、Officeにパッケージされているソフトを使いこなすための基本 冊子版 978-4-8399-5715-5 2015.09

東弘子
（あずま・ひろこ）
著
マイナビ

や活用度の高い機能を解説する。

*1031115551*
Outlook 2019基本＆活用マスターブック

Office2019/Office365両対応 〈できるポケット〉
山田祥平
（やまだ・しょうへい）
著 できるシリーズ 編集部著
インプレス

Outlook 2019の基本と活用法を、見開きで簡潔に解説する。解説動画を視聴で
きるQRコード 付き。ジャケット裏に仕事に役立つ機能ガイドあり。Office 2019/
Office 365両対応。

PowerPoint 困った!＆便利技230

Office 365/2019/2016/2013対応 〈できるポケット〉

情報学
同時アクセス1 3,234円 + 税
同時アクセス3 6,468円 + 税
分類◎007.63 件名◎ PIM ■ア 206p
冊子版 978-4-295-00848-4 2020.03

*1032464502*
情報学

同時アクセス1 3,234円 + 税
同時アクセス3 6,468円 + 税
分類◎007.63 件名◎プレゼンテーション
ソフト ■パ 222p
資料作成＆プレゼンの疑問を解決 ! 仕事で役立つ PowerPoint の使い方を紹介す 冊子版 978-4-295-00849-1 2020.03

井上香緒里
（いのうえ・かおり）
著 できるシリーズ 編集部著
インプレス

る。解説動画を視聴できるQRコード付き。Office 365/2019/2016/2013対応。

*1032464503*
いちばんやさしい Excelピボットテーブルの教本
人気講師が教えるデータ集計が一瞬で終わる方法

情報学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト ハイ
287p
目的の表がすぐに作れる! ピボットテーブルに適した元データの作り方を、実用的な 冊子版 978-4-295-00728-9 2019.08
羽毛田睦土
（はけた・まこと）
著
インプレス

例を通して解説。操作手順は大きな画面でひとつひとつのステップを丁寧に説明し、
役立つ知識や注意点も記す。

*1031338962*
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コード・クオリティ ―コードリーディングによる非機能特性の
識別技法―プレミアムブックス版
Diomidis Spinellis
マイナビ出版

「ソフトウェアの品質」の識別方法の解説書。信頼性、移植性、使用性、相互運用性、
環境適応性、依存性、保守性といった非機能特性 ( 機能外要求 )について、オー
プンソースソフトウェアのソースコードを例に、その読み方と書き方を解説しています。

しくみがわかるKubernetes

情報学
同時アクセス1 20,625円 + 税
同時アクセス3 51,562円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8399-5670-7

2016

*1031115560*
情報学

Azureで動かしながら学ぶコンセプトと実践知識

同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 21,780円 + 税
阿佐志保
（あさ・しほ）
著 真壁徹
（まかべ・とおる）
著・監修
分類◎007.63 件名◎ソフトウェア工学
翔泳社
アシ 355p
Kubernetesのしくみを効率よく理解できるよう、図やイラストとともにわかりやすく解説。 冊子版 978-4-7981-5784-9 2019.01

システム導入の際に検討しなければいけないシステムの可用性や拡張性、保守
性などの基礎となる考え方も詳解する。

ずっと受けたかったソフトウェアエンジニアリングの新人研修
エンジニアになったら押さえておきたい基礎知識

川添雄彦
（かわぞえ・かつひこ）
監修
翔泳社

第3版

飯村結香子
（いいむら・ゆかこ）
著

システム開発の目的や意義、流れ、手法、用語などをゼロから解説する入門書。
開発途中に作成される各種定義書・文書については、作成手順や記載項目を説明
するほか、作成例を紹介。各章末に演習課題付き。

できるExcelグラフ Office 365/2019/2016/2013対応

DL不可 EPUB

*1031210704*
情報学
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎007.63 件名◎ソフトウェア工学
■ズ 271p
冊子版 978-4-7981-5756-6 2018.12
DL不可 EPUB

*1031210705*
情報学

同時アクセス1 6,534円 + 税
同時アクセス3 13,068円 + 税
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト ■デ
Excel で、表からグラフを作成する方法、日常的によく使うグラフ特有のテクニック 398p
などを解説。練習用ファイルのダウンロードサービス、操作動画を見られるQRコー 冊子版 978-4-295-00793-7 2019.12

きたみあきこ著 できるシリーズ 編集部著
インプレス

ド付き。Office 365/2019～2013対応。

*1031137158*
できるExcelピボットテーブル Office 365/2019/2016/2013対応

情報学

同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 15,180円 + 税
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト ■デ
Excel のピボットテーブルの操作手順を、オールカラーの画面写真で丁寧に解説。 334p
練習問題、操作を動画で確認できるQRコード、練習用ファイルのダウンロードサー 冊子版 978-4-295-00792-0 2019.12

門脇香奈子
（かどわき・かなこ）
著 できるシリーズ 編集部著
インプレス

ビス付き。Office 365/2019～2013対応。

*1031137157*
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〉

情報学

同時アクセス1 15,840円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎007.63 件名◎ソフトウェア工学 リ
マ 549p
システムのマイクロサービス化に向けた実践的な解説書。豊富なサンプルコード 冊子版 978-4-295-00858-3 2020.03
Chris Richardson 著
インプレス

長尾高弘
（ながお・たかひろ）
訳

を示しながら、ストーリー仕立てで具体的に説明する。ビジネスロジックの開発、デー
タの永続化、テストやデプロイなども取り上げる。

よくわかるMicrosoft Excel 2019ドリル
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

Excel の問題を繰り返し解くことによって実務に活かせるスキルを習得することを目的
とした練習用のドリル。「基礎」「応用」「まとめ」の構成で、38レッスンを収録。
学習ファイルと解答のダウンロードサービス付き。

*1032464489*
情報学
同時アクセス1 2,475円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト ■ヨ
99p
冊子版 978-4-86510-421-9 2020.04

*1031629244*
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よくわかる仕事に使えるMicrosoft Excel 関数ブック
2019/2016/2013対応

富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

ビジネスやプライベートで活用できる、基本的なExcel 関数の使い方を紹介。関
数の書式や機能、具体的な使用例を解説する。学習ファイルがダウンロードできる
URL 付き。Excel 2019/2016/2013対応。

よくわかる初心者のための Microsoft Excel 2019

情報学
同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト ■ヨ
248p
冊子版 978-4-86510-426-4 2020.05

*1032282419*
情報学

同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト ■ヨ
初めてExcelを使う人を対象に、表やグラフの作成から、並べ替えや抽出によるデー 183p
タベース処理まで、基本的な機能と操作方法をわかりやすく解説する。練習問題、 冊子版 978-4-86510-398-4 2019.06
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

総合問題も収録。学習ファイルのダウンロードサービスあり。

*1031458188*
よくわかる初心者のための Microsoft PowerPoint 2019

情報学

同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎007.63 件名◎プレゼンテーション
PowerPoint 初心者を対象に、スライドの作成、箇条書きの入力、表の作成、画 ソフト ■ヨ 191p
像の挿入、スライドショーの実行など、基本的な機能と操作方法をわかりやすく解 冊子版 978-4-86510-413-4 2019.11
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

説する。学習ファイルのダウンロードサービス付き。

*1031458189*
基礎から学ぶチーム開発の成功法則

チームビルディング、コミュニケーション、ツール 活用、コーディング、コー
ドレビュー、デザイン、テスト、継続的インテグレーションまで
渡辺龍司
（わたなべ・りゅうじ）
著
マイナビ出版

荻野博章
（おぎの・ひろあき）
著

やってみると意外に難しい、チームでの開発。最低限必要なチーム開発のツールや、
コーディング方法、コードレビュー、継続的インテグレーションなど、「チーム開発」
を成功させ、組織に根付かせるためのノウハウを紹介する。

機械学習エンジニアのための知財＆契約ガイド

情報学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎007.63 件名◎ソフトウェア工学 ワ
キ 241p
冊子版 978-4-8399-6023-0 2016.12

*1031115584*
情報学

同時アクセス1 6,325円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎ 件名◎ソフトウェア ■キ 189p
AI・データと特許、OSSと知的財産権…。機械学習エンジニアや研究者が知っ 冊子版 978-4-274-22567-3 2020.07

渡辺知晴
（わたなべ・ともはる）
共著
オーム社

齊藤友紀
（さいとう・ともかず）
共著

ておくべき法律的な考え方や基礎知識を、実務的な観点やキャラクターの会話、コ
ラムなどを交えながら丁寧に解説する。

DL不可

*1032433730*
世界一やさしいエクセル2019 表作成のキホンがわかる!

〈impress mook〉

情報学

同時アクセス1 1,584円 + 税
同時アクセス3 3,168円 + 税
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト ■セ
見やすい勤務表、グラフ付きの集計表、応用できる住所録の作成を通して、エク 87p
セル2019の使い方をやさしく解説。切り取り式のステップアップガイド付き。練習用ファ 冊子版 978-4-295-00620-6 2019.09

インプレス

イルはダウンロードできる。

*1031338949*
世界一やさしいエクセルワードパワーポイント
2019/Office 365対応 〈impress mook〉

情報学

同時アクセス1 2,904円 + 税
同時アクセス3 5,808円 + 税
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト ■セ
エクセル、ワード、パワーポイントを使う時に必要な基本操作と活用方法を、わかり 159p
やすく解説する。練習用ファイルのダウンロードサービス付き。2019/Office 365対応。 冊子版 978-4-295-00835-4 2020.03

インプレス

*1032464506*
23

世界一やさしいパワーポイント2019 2016/2013対応

情報学

〈impress mook〉

同時アクセス1 1,584円 + 税
同時アクセス3 3,168円 + 税
インプレス
分類◎007.63 件名◎プレゼンテーション
資料作成からプレゼンを実践するときに覚えておくべき基本機能まで、パワーポイン ソフト ■セ 79p
トの使い方をわかりやすく解説する。練習用サンプルファイルのダウンロードサービ 冊子版 978-4-295-00752-4 2019.10

ス付き。

大きな字だからスグ分かる!ワード＆エクセルかんたん入門

*1031338965*
情報学

作りながら楽しく学べる本 〈まったく初めての人の超ビギナー本〉

同時アクセス1 3,245円 + 税
同時アクセス3 8,112円 + 税
木村幸子
（きむら・さちこ）
著
分類◎007.63 件名◎表計算ソフト キオ
マイナビ出版
143p
はがきを作ろう! イベントの案内チラシを作ろう! 住所録を作ろう! きれいな作品を作り 冊子版 978-4-8399-5835-0 2016.04

ながら、楽しくワード＆エクセルを学べる入門書。操作手順を、画面写真や指のイ
ラストでわかりやすく解説する。

CentOS 8実践ガイド Linux サーバの運用・管理ノウハウ

システム管理編 〈impress top gear〉

*1031115538*
情報学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 23,760円 + 税
分類◎007.634 件名◎オペレーティング
システム コセ 535p
CentOS 8のインストールから障害対応まで、システム管理にかかわるテーマを網羅。 冊子版 978-4-295-00845-3 2020.03

古賀政純
（こが・まさずみ）
著
インプレス

ポイントとなる基本的な操作方法を押さえた上で、実践的な運用管理手法や最新の
トピックを解説する。

macOS Mojaveマスターブック 基本からさまざまな連携までマッ

*1032464488*
情報学

クOS モハベを網羅 〈MacFan BOOKS〉

同時アクセス1 5,445円 + 税
同時アクセス3 13,612円 + 税
小山香織
（こやま・かおり）
著
分類◎007.634 件名◎オペレーティング
マイナビ出版
システム コマ 415p
基本操作から、付属ソフトの使い方、環境設定、iPhoneなどの iOSデバイスとの 冊子版 978-4-8399-6758-1 2018.10

連携まで、macOS Mojaveを使いこなすためのノウハウを、画面イメージを並べ
た図とともに解説する。

macOS Sierra マスターブック 基本からさまざまな連携まで

*1031115530*
情報学

macOSシエラを網羅 〈MacFan BOOKS〉

同時アクセス1 5,445円 + 税
同時アクセス3 13,612円 + 税
小山香織
（こやま・かおり）
著
分類◎007.634 件名◎オペレーティング
マイナビ出版
システム コマ 415p
基本機能から、付属ソフトの使い方、環境設定、iPhone や Apple Watchとの連 冊子版 978-4-8399-6121-3 2016.10

携まで、Mac OS Sierraを使いこなすためのノウハウを、画面イメージを並べた図
解形式で説明する。

OS Ⅹ El Capitan マスターブック 基本からさまざまな連携まで

*1031115529*
情報学

OS Ⅹエルキャピタンを網羅 〈MacFan BOOKS〉

同時アクセス1 5,445円 + 税
同時アクセス3 13,612円 + 税
小山香織
（こやま・かおり）
著
分類◎007.634 件名◎オペレーティング
マイナビ出版
システム コオ 399p
OS Ⅹ El Capitanを使いこなすためのノウハウを凝縮した解説書。画面イメージを 冊子版 978-4-8399-5791-9 2015.11

並べた図解形式で、番号に沿って進めるだけで操作手順をマスターできる。

Windows 10上級リファレンス

最高級の設定＆カスタマイズを詳細解説

*1031115552*
情報学

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 18,700円 + 税
分類◎007.634 件名◎オペレーティング
システム ハウ 455p
Windows 10の歴史やシステムから、難解な仕様や機能、問題点にまで切り込んで、 冊子版 978-4-7981-4222-7 2016.03
橋本和則
（はしもと・かずのり）
著
翔泳社

その特性を踏まえたカスタマイズや使いこなし方を解説する。目的別リファレンス、
ショー
トカットキー一覧付き。
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*1031579474*

Windows7かららくらく乗換 Windows10入門 Win10の使い

情報学

方からトラブル Q＆Aまでキホンがわかる! 〈impress mook〉

同時アクセス1 2,574円 + 税
同時アクセス3 5,148円 + 税
インプレス
分類◎007.634 件名◎オペレーティング
インターネット、メール、写真や音楽、ファイルの管理など、Windows10の基本的 システム ■ウ 111p
な使い方を紹介。Windows7をWindows10にアップグレードする方法も案内する。 冊子版 978-4-295-00789-0 2019.11

解説動画の QRコード付き。

*1031338971*

オペレーティングシステム 改訂2版 〈IT Text〉

情報学

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎007.634 件名◎オペレーティング
理工系の情報関連学部および学科の学生向けのオペレーティングシステムの教科 システム ■オ 248p
書。オペレーティングシステムの内部的な原理や処理、ユーザインタフェースなど 冊子版 978-4-274-22156-9 2018.01

野口健一郎
（のぐち・けんいちろう）
共著
オーム社

光来健一
（こうらい・けんいち）
共著

外部的な機能や、ネットワークセキュリティについて解説。

DL不可

*1032336419*
できるWindows 10 2020年改訂5版

情報学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎007.634 件名◎オペレーティング
Windows 10の基本から、機能的な使い方や便利なTipsまでを解説。電子版入手、 システム ■デ 318p
動画解説サービスあり。Home/Pro/Enterprise/S モード対応。限定冊子「ショー 冊子版 978-4-295-00812-5 2020.01

法林岳之
（ほうりん・たかゆき）
著
インプレス

一ケ谷兼乃
（いちがや・けんの）
著

トカットキー厳選＆便利技」付き。

*1032464497*
できるWindows 10パーフェクトブック困った!＆便利ワザ大
全 2020年改訂5版

情報学

同時アクセス1 4,884円 + 税
同時アクセス3 9,768円 + 税
広野忠敏
（ひろの・ただとし）
著 できるシリーズ 編集部著
分類◎007.634 件名◎オペレーティング
インプレス
システム ■デ 350p
Windows 10を快適に使うワザを多数紹介。Home/Pro/Enterprise/S モード対 冊子版 978-4-295-00811-8 2020.01

応。動画解説の視聴、電子書籍版ダウンロード用のQRコード付き。ジャケッ
ト裏にショー
トカットキー早見表あり。

世界一やさしいウィンドウズ10 基本から最新機能までらくらく使

える!

*1032464498*
情報学

令和改訂版 〈impress mook〉

同時アクセス1 1,584円 + 税
同時アクセス3 3,168円 + 税
インプレス
分類◎007.634 件名◎オペレーティング
ウィンドウズ10の基本的な使い方から、「May 2019 Update」で追加された新機 システム ■セ 95p
能までをわかりやすく解説。解説動画を閲覧できるURL、切り取り式「ポイント+ト 冊子版 978-4-295-00619-0 2019.08

ラブルQ＆Aガイド」付き。

*1031338948*

世界一やさしいウィンドウズ10活用ワザ123

目からウロコのワザがたっぷり!!

改訂版 〈impress mook〉

情報学

同時アクセス1 1,584円 + 税
同時アクセス3 3,168円 + 税
分類◎ 件名◎オペレーティング システム
ウィンドウズ10をもっと使いこなそう! デスクトップやスタートメニューのカスタマイズ ■セ 79p
方法から、ウェブサイトの閲覧を効率的にこなすテクニック、写真や動画、音楽の 冊子版 978-4-295-00879-8 2020.05
インプレス

よりよい楽しみ方まで。目からウロコのワザがたっぷり!

*1032464505*
速効 ! 図解ここが変わったWindows 10

情報学

同時アクセス1 2,007円 + 税
同時アクセス3 5,018円 + 税
分類◎007.634 件名◎オペレーティング
大幅に進化したWindows 10を、素早く
・効率的に使いこなせるよう、新機能と前バー システム ■ソ 175p
ジョンから変更している点をわかりやすく図解する。幅広い知識が身に付くコラムも 冊子版 978-4-8399-5753-7 2015.09
川上恭子
（かわかみ・きょうこ）
著
マイナビ

白鳥睦
（しらとり・むつみ）
著

掲載。

*1031115592*
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大きな字だからスグ分かる!ウィンドウズ10かんたん入門 初

情報学

歩の初歩からパソコンがわかる本 〈まったく初めての人の超ビギナー本〉

同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 6,875円 + 税
東弘子
（あずま・ひろこ）
著
分類◎007.634 件名◎オペレーティング
マイナビ出版
システム アオ 143p
インターネットを利用するには ? いろいろなアプリを使ってみたい ! パソコンをはじめ 冊子版 978-4-8399-5847-3 2016.04

てみたいという初心者のために、ウィンドウズ10の基本の操作と楽しみ方を、画面
写真や指のイラストでわかりやすく解説する。

Pythonで動かして学ぶ自然言語処理入門

*1031115537*
情報学

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 23,210円 + 税
分類◎007.636 件名◎言語情報処理 ヤ
自然言語処理を使ってWebアプリケーションを開発するにはどうしたらよいかを、実 パ 16,284p
際にプログラムを動かしながら学べる、Pythonプログラミング経験者向けの入門書。 冊子版 978-4-7981-5666-8 2019.01
柳井孝介
（やない・こうすけ）
著
翔泳社

庄司美沙
（しょうじ・みさ）
著

サイトからサンプルプログラムをダウンロードできる。

DL不可 EPUB

*1031210699*
言語処理のための機械学習入門 〈自然言語処理シリーズ 1〉

情報学

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎007.636 件名◎言語情報処理 タ
機械学習を用いた言語処理技術を理解するための基礎的な知識や考え方を解説。 ゲ 211p
クラスタリング、分類、系列ラベリング、実験の仕方などを取り上げ、章末問題も 冊子版 978-4-339-02751-8 2010.08
高村大也
（たかむら・ひろや）
著
コロナ 社

奥村学
（おくむら・まなぶ）
監修

掲載する。

DL不可

*1031840273*
自然言語処理の基礎

Introduction to Natural Language Processing

情報学

同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 10,395円 + 税
分類◎007.636 件名◎言語情報処理 オ
シ 155p
自然言語処理技術を実現する上で不可欠な知識源である、辞書とコーパスについ 冊子版 978-4-339-02451-7 2010.10

奥村学
（おくむら・まなぶ）
著
コロナ 社

て説明するとともに、自然言語処理の4つの解析ステップを詳しく解説し、応用例も
紹介。章末問題も付す。

深層学習による自然言語処理

〈機械学習プロフェッショナルシリーズ〉

DL不可

*1031840269*
情報学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 - 円 + 税
分類◎007.636 件名◎言語情報処理 ■
シ 229p
自然言語処理の応用（機械翻訳、文書要約、対話、質問応答）に焦点を当て、 冊子版 978-4-06-152924-3 2017.05
坪井祐太
（つぼい・ゆうた）
著
講談社

海野裕也
（うんの・ゆうや）
著

深層学習の利用方法を解説。実際に深層学習ライブラリを開発した経験に基づき、
実装のための工夫も紹介する。

MOS Excel 365＆2019対策テキスト＆問題集

Microsoft Office Specialist 〈よくわかるマスター〉
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

MOS Excel 365＆2019 試験の出題範囲を完全分析・網羅したテキストです。

*1030956551*
情報学
同時アクセス1 3,118円 + 税
同時アクセス3 6,237円 + 税
分類◎〈S007.63〉 件名◎ビジネスソフト
■エ 294p
冊子版 978-4-86510-429-5 2020.07

*1032282422*
MOS Word 365＆2019対策テキスト＆問題集
Microsoft Office Specialist 〈よくわかるマスター〉

情報学

同時アクセス1 3,118円 + 税
同時アクセス3 6,237円 + 税
分類◎〈S007.63〉 件名◎ビジネスソフト
■エ 326p
本書は、MOS Word 365&2019試験の出題範囲を100% 網羅した的確な解説で 冊子版 978-4-86510-430-1 2020.07
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

基礎力を養い、本試験を徹底的に分析した模擬試験で実践力を養うことができるテ
キスト& 問題集です。Lesson は操作手順を記載した詳しい解説が付いており、出
題範囲の機能を確実に学習できます。
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*1032282424*

よくわかるMicrosoft Excel 2019演習問題集

情報学

同時アクセス1 2,722円 + 税
同時アクセス3 5,445円 + 税
分類◎〈007.63〉 件名◎表計算ソフト ■
Excelを使いこなす応用力を身につけたい人のための演習問題集。完成図を参考 ヨ 122p
に自分で考えながら作成する問題を、Excel の機能別に90レッスン収録。学習ファ 冊子版 978-4-86510-427-1 2020.07
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
FOM 出版

イルと解答のダウンロードサービス付き。

*1032282421*
よくわかるMicrosoft Word 2019＆Microsoft Excel 2019
スキルアップ問題集 操作マスター編

情報学

同時アクセス1 3,217円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
分類◎〈007.63〉 件名◎表計算ソフト ■
FOM 出版
ヨ 107p
Word 2019＆Excel 2019の基本操作が マスターできる初級者向けの問題集。 冊子版 978-4-86510-436-3 2020.09

Word25問、Excel25問の全50問を収録し、様々な題材を通してビジネスやプライベー
トでの活用術も学べる。

1から始めるJuliaプログラミング

*1032383737*
情報学

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
「Python のように書けて、C のように動く」新しいプログラミング言語「Julia」。そ ピュータ）シイ 194p
の基本的な文法や使い方から、標準ライブラリには含まれない数値計算やデータ 冊子版 978-4-339-02905-5 2020.04
進藤裕之
（しんどう・ひろゆき）
共著
コロナ 社

佐藤建太
（さとう・けんた）
共著

の可視化などのパッケージの活用までを解説する。

*1031983456*
1週間で Python の基礎が学べる本

情報学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
プログラムが動くしくみから、初心者向けのプログラム言語「Python」を使った ピュータ）カイ 327p
簡単なプログラムの書き方までをていねいに解説する。練習問題も掲載。
冊子版 978-4-295-00853-8 2020.03
亀田健司
（かめだ・けんじ）
著
インプレス

*1032464486*
6502とApple Ⅱシステム ROM の秘密

6502機械語プログラミングの愉しみ

情報学

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,075円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
ピュータ）シロ 251p
登場から約50年の6502とApple Ⅱ。実機を用意しなくとも楽しめるよう、エミュレー 冊子版 978-4-89977-500-3 2020.02

柴田文彦
（しばた・ふみひこ）
著
ラトルズ

ターを利用して、6502とApple Ⅱの機械語プログラミングの神髄を堪能できるレト
ロCPUガイドブック。

Cによるアルゴリズムとデータ構造 改訂2版

*1032019490*
情報学

同時アクセス1 7,425円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎007.64 件名◎アルゴリズム イシ
C 言語によるアルゴリズムとそのプログラムを、基本説明をはじめ重要なデータ構造、 246p
整列アルゴリズム、アルゴリズムの設計、実現まで章ごとにまとめ、それぞれに演 冊子版 978-4-274-22391-4 2019.05

茨木俊秀
（いばらき・としひで）
著
オーム社

習問題を付す。プログラムコードのダウンロードサービス付き。

DL不可

*1032336439*
Excel VBA 逆引き辞典 パーフェクト 第3版

情報学

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 18,700円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
セルの操作といった基本に加え、条件分岐や配列などプログラミング 的なテク ピュータ）タエ 681p
ニックも詳細に解説。各項目のサンプルをダウンロードして、操作しながらExcel 冊子版 978-4-7981-4658-4 2016.07
田中亨
（たなか・とおる）
著
翔泳社

VBAを理解できる。Excel 2016～2003対応。

*1031579485*
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Excel マクロ＆VBA 基本＆活用マスターブック

Office 365/2019/2016/2013/2010対応 〈できるポケット〉

情報学

同時アクセス1 2,904円 + 税
同時アクセス3 5,808円 + 税
小舘由典
（こたて・よしのり）
著 できるシリーズ 編集部著
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
インプレス
ピュータ）■エ 238p
Excelマクロ＆VBAの基本から、業務自動化の便利技までわかりやすく解説する。 冊子版 978-4-295-00645-9 2019.07

サンプルファイルはダウンロード可能。解説動画にアクセスできるQRコード付き。
Office 365/2019～2010対応。

Javaによるアルゴリズムとデータ構造の基礎

*1031338957*
情報学

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
Java 言語を用いたアルゴリズムとデータ構造の基礎が学べるテキスト。大学・高 ピュータ）ナジ 187p
専において半期の講義で履修できる程度の内容で構成し、各章末に基本情報処 冊子版 978-4-339-02896-6 2019.08

永田武
（ながた・たけし）
著
コロナ 社

理技術者試験の過去問を含めた演習問題も掲載する。

DL不可

*1032433752*
Java 逆引きレシピ 達人が選んだ珠玉の現場ワザ 第2版

〈PROGRAMMER'S RECIPE〉

情報学

同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 20,240円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
ピュータ）■ジ 565p
Java の開発環境や基本構文といった基礎的な知識から応用テクニックまで、目次 冊子版 978-4-7981-5844-0 2019.04
竹添直樹
（たけぞえ・なおき）
著
翔泳社

高橋和也
（たかはし・かずや）
著

から「やりたいこと」を探し該当レシピを参照できるJavaプログラミングの逆引き集。
メモ欄あり。Java 6～11対応。

Kotlinプログラミング THE BIG NERD RANCH GUIDE

*1031579498*
情報学

同時アクセス1 12,320円 + 税
同時アクセス3 24,640円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
Kotlinプログラミング言語のもっとも重要な各部を、サンプルプロジェクトに取り組 ピュータ）スコ 408p
みながら学ぶテキスト。Kotlin でAndroidアプリを非常に簡単に書けるようになる 冊子版 978-4-7981-6019-1 2019.02
Josh Skeen 著
翔泳社

David Greenhalgh 著

一般的なパターンを示す。

DL不可 EPUB

*1031210697*
Project SienaではじめるWindowsストアアプリ開発入門

情報学

同時アクセス1 8,800円 + 税
同時アクセス3 22,000円 + 税
分類◎
マイクロソフトが提供しているツール「Project Siena」を使うことで、Windowsス 冊子版 978-4-8399-5389-8
高見 知英
マイナビ出版

トアアプリの制作を、専門的な知識がなくても、画面の操作だけで簡単に行うこと
ができます。本書はその「Project Siena」を基本から解説していきます。

2016

*1031115545*
Python 基礎ドリル 穴埋め式

情報学

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
Python である程度プログラムが作れるようになった人が、さらにステップアップする ピュータ）■パ 208p
ためのテキスト。選択肢を示さない穴埋め式の問題全99問を解くことで、Python 冊子版 978-4-274-22515-4 2020.04

Grodet Aymeric 共著
オーム社

松本翔太
（まつもと・しょうた）
共著

の基礎力が身に付く。

DL不可

*1032310357*
Python 超入門 モンティと学ぶはじめてのプログラミング

情報学

同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
プログラミング言語 Pythonについて、小学校高学年でもわかるように、会話文も取 ピュータ）オパ 179p
り入れながらやさしく解説。おみくじや数当てゲームの作り方やエラーの対処法など 冊子版 978-4-274-22494-2 2020.02
及川えり子
（おいかわ・えりこ）
著
オーム社

も収録する。ソースコードのダウンロードサービス付き。

DL不可

*1031533296*
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Rustプログラミング入門

情報学

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
プログラミング初学者に向けた、Rust 言語の入門書。文法的な説明は最小限に ピュータ）サラ 292p
とどめ、コンピュータがプログラムを実行する仕組みやメモリ管理など、他のプロ 冊子版 978-4-274-22435-5 2019.10
酒井和哉
（さかい・かずや）
著
オーム社

グラミング言語にも共通することを解説する。

DL不可

*1031616201*
Scratch おもしろプログラミングレシピ 使って遊べる!

〈ぼうけんキッズ〉

情報学

同時アクセス1 6,490円 + 税
同時アクセス3 12,980円 + 税
倉本大資
（くらもと・だいすけ）
著 和田沙央里
（わだ・さおり）
著
分類◎ K007.64 件名◎プログラミング
（コ
翔泳社
ンピュータ）クス 159p
「福笑い」や「トントン相撲」から、写真加工風アプリまで、実際に使って遊べる 冊子版 978-4-7981-5985-0 2019.05

作品をScratch で再現。タブレットで遊んで楽しい作品や、micro：bitとつなげて
遊ぶ作品も紹介する。Scratch3.0対応。

Scratchではじめるときめきプログラミング
作って楽しい ! 動かしてうれしい ! 考えて学べる!

*1031579499*
情報学

同時アクセス1 5,225円 + 税
同時アクセス3 13,062円 + 税
分類◎ K007.64 件名◎プログラミング
（コ
ンピュータ）■ス 175p
小学生以上を対象とした、Scratchを使ったプログラミングの解説書。Scratch で 冊子版 978-4-8399-6577-8 2018.08

中山久美子
（なかやま・くみこ）
著
マイナビ出版

古市威志
（ふるいち・たけし）
著

楽しいゲームやクイズを作りながら、プログラミングの方法や考え方を学ぶ。プロジェ
クトファイルと素材のダウンロードサービス付き。

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

アンク著
翔泳社

プログラミング1年生の人に向けて、プログラムを作る際のアプローチの仕方と初
歩的なアルゴリズムについて解説した入門書。1つの話題を見開き2ページで掲載し、
豊富なイラストでわかりやすく説明する。

コード・リーディング ―オープンソースから学ぶソフトウェア
開発技法―プレミアムブックス版
Diomidis Spinellis
マイナビ出版

オープンソースソフトウェアのソースコードを読み解くことで、そこに存在するさまざま
なテクニックやノウハウ、Tipsを習得するためのガイドブック。実際のソフトウェア
のソースコードを参照して「ソースコードを読む力」を習得することで、「美しいソー
スコードを書く力」が身に付きます。

コンパイラ COMPILER 第2版

*1031115576*
情報学
同時アクセス1 6,380円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎007.64 件名◎アルゴリズム ■ア
20,195p
冊子版 978-4-7981-5937-9 2019.01

*1031210657*
情報学
同時アクセス1 18,700円 + 税
同時アクセス3 46,750円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8399-5669-1

2016

*1031115559*
情報学

同時アクセス1 9,075円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
プログラミングの基礎知識のある人を対象に、コンパイラを構成するアルゴリズム、 ピュータ）ツコ 198p
コンパイラ作成支援ツールの動作原理、コンパイラを作成するための技法につい 冊子版 978-4-274-22472-0 2019.12
辻野嘉宏
（つじの・よしひろ）
著
オーム社

て解説する。演習問題も掲載。

DL不可

*1032336435*
ジブン専用パソコンRaspberry Piでプログラミング

ゲームづくりから自由研究までなんだってできる!
〈子供の科学★ミライクリエイティブ〉
阿部和広
（あべ・かずひろ）
著
誠文堂新光社

塩野祐樹
（しおの・ゆうき）
著

Raspberry Piを使った、小中学生のためのプログラミング入門書。パソコンへの
組み立て、Scratch・Python・マインクラフトによるプログラミングを解説する。
『子
供の科学』連載を書籍化。

情報学
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎ K007.64 件名◎プログラミング
（コ
ンピュータ）アジ 157p
冊子版 978-4-416-71919-0 2019.11

*1031629316*
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スッキリわかるJava 入門 第3版

情報学

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
Java 開発環境（JDK）のインストールなしに、Javaの開発と実行ができるWeb サー ピュータ）ナス 765p
ビス「dokoJava」を使って、Javaを学習できる入門書。オブジェクト指向の本質 冊子版 978-4-295-00780-7 2019.11
中山清喬
（なかやま・きよたか）
著
インプレス

国本大悟
（くにもと・だいご）
著

と面白さを丁寧に解説。Java11対応。

*1031137148*
スラスラわかるC# 第2版

〈Beginner's Best Guide to Programming〉

情報学

同時アクセス1 9,680円 + 税
同時アクセス3 19,360円 + 税
五十嵐祐貴
（いがらし・ゆうき）
著 岩永信之
（いわなが・のぶゆき）
著・監修
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
翔泳社
ピュータ）イス 585p
アプリケーションやゲーム開発など、さまざまな用途で使われるプログラミング言語 冊子版 978-4-7981-5463-3 2018.11

C# の入門書。自分でC#プログラムを書くための基礎的な知識を説明する。理解
度をチェックできるテスト付き。サンプルはダウンロード可能。

スラスラわかるJava 第2版

〈Beginner's Best Guide to Programming〉

DL不可 EPUB

*1031210706*
情報学

同時アクセス1 9,020円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
ピュータ）ナス 575p
プログラミング言語「Java」の入門書。はじめてプログラミングを学ぶ人に向け、 冊子版 978-4-7981-5673-6 2018.12
中垣健志
（なかがき・けんじ）
著
翔泳社

林満也
（はやし・みつや）
著

Java でプログラムを作るための基礎的な知識を、図を用いてわかりやすく解説する。
サンプルコードはダウンロード可能。

スラスラ読めるJava ふりがなプログラミング

DL不可 EPUB

*1031210707*
情報学

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
プログラム（ソースコード）に日本語の意味を表す「ふりがな」を振り、さらに文章 ピュータ）■ス 231p
として読める「読み下し文」を付してJava のプログラミングを解説。サンプルファ 冊子版 978-4-295-00855-2 2020.03
谷本心
（たにもと・しん）
監修 リブロワークス著
インプレス

イルのダウンロードサービス付き。

*1032464492*
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!

情報学

同時アクセス1 6,352円 + 税
同時アクセス3 15,881円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
ピュータ）クゼ 255p
プログラミング言語「Python」の入門書。基本から、ゲームづくり、機械学習までを、 冊子版 978-4-8399-6469-6 2018.01
クジラ飛行机
（くじら ひこうずくえ）
著
マイナビ出版

プログラミング初心者にも理解できるよう丁寧に解説する。サンプルファイルのダウ
ンロードサービス付き。

ちゃんと使える力を身につけるJavaプログラミング入門

*1031875422*
情報学

同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 17,050円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
Java 言語をしくみから理解できる入門書。Java での規約・決まりごとから、既存の ピュータ）オチ 311p
パーツの使い方、既存のパーツと一体となって自分のプログラムを動かす方法まで、 冊子版 978-4-8399-5674-5 2016.04

大澤文孝
（おおさわ・ふみたか）
著
マイナビ出版

本当の基礎、そして応用につながる部分だけを説明する。

*1031115554*
できるキッズ 子どもと学ぶ Scratch 3プログラミング入門

情報学

小学3年生以上対象

同時アクセス1 6,204円 + 税
同時アクセス3 12,408円 + 税
TENTO 著 できるシリーズ 編集部著
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
インプレス
ピュータ）■デ 286p
プログラミングの考え方・作り方がゲームで学べる! Scratchを初めて学ぶ人のた 冊子版 978-4-295-00643-5 2020.03

めに使い方や機能を丁寧に解説。小学校プログラミング教育対応。操作動画を
見られるQRコード付き。練習用ファイルはダウンロード可能。
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*1032464494*

できるたのしくやりきるScratch 3子どもプログラミング入門

情報学

同時アクセス1 3,630円 + 税
同時アクセス3 7,260円 + 税
分類◎ K007.64 件名◎プログラミング
（コ
Scratch 3を用いて、キャラクターを動かしたりゲームを作ったりしながら楽しく学習で ンピュータ）コデ 110p
きるプログラミングの入門書。小学校プログラミング教育にも対応。動画解説を 冊子版 978-4-295-00765-4 2019.10
小林真輔
（こばやし・しんすけ）
著
インプレス

視聴できるQRコード付き。

*1031137159*
ドローンプログラミング アプリ開発から機体制御まで

情報学

同時アクセス1 12,320円 + 税
同時アクセス3 24,640円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
開発の基本からカメラ映像との連携手法まで、開発プラットフォーム「DJI SDK」 ピュータ）スド 341p
を利用した、ドローンを制御するプログラミング手法を解説。DJI 公式ドキュメント 冊子版 978-4-7981-5199-1 2019.02
春原久徳
（すのはら・ひさのり）
著
翔泳社

福地大輔
（ふくち・だいすけ）
著

も収録。

DL不可 EPUB

*1031210708*
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

本書は、アメリカの標準規格として1988年末に提出されたC 言語の ANSI 規格にも
とづいて第1版を全面的に書き直した新版である。本書の付録 C の要約でもわかる
通り、ANSI 規格による変更（機能拡張）はそう大幅なものではないが、重要な改
良点を多く含んでいる。

マンガでざっくり学ぶプログラミング

これからのビジネスパーソンの必須知識を身につけよう!

情報学
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-320-02692-6

1994

*1031325266*
情報学

同時アクセス1 3,932円 + 税
同時アクセス3 9,831円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
ピュータ）タマ 207p
プログラミングとは何なのか ? どんなところが便利なのか ? これからのビジネスパー 冊子版 978-4-8399-6435-1 2018.07
たにぐちまこと著・監修
マイナビ出版

北田瀧
（きただ・たき）
シナリオ

ソンに求められる、プログラミングの基礎知識を、ストーリーマンガを交えて解説す
る。プログラムやサンプルのダウンロードサービス付き。

よくわかるMicrosoft Excel 2019/2016/2013VBAプログ
ラミング実践

*1031115575*
情報学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
FOM 出版
ピュータ）■ヨ 295p
VBAを利用した簡単なシステム作成のための技術を習得できるテキスト。業務シ 冊子版 978-4-86510-423-3 2020.04

ステムの作成を通して、プログラミングの基礎から応用まで実践的なテクニックを
解説する。学習ファイルと解答のダウンロードサービス付き。

よくわかるMicrosoft Excel 2019/2016/2013マクロ/
VBA

*1031629243*
情報学

同時アクセス1 6,435円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
富士通エフ・オー・エム株式会社著 / 制作
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
FOM 出版
ピュータ）■ヨ 233p
Excel のマクロとVBAを使って業務効率をアップしたい人に向けて、VBA の基本 冊子版 978-4-86510-410-3 2019.09

的な用語、記録機能を使用したマクロの作成や編集、変数や制御構造などを解説。
問題も掲載。学習ファイル等のダウンロードサービス付き。

リファクタリング 既存のコードを安全に改善する 第2版

*1031458191*
情報学

同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 14,520円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
コード中にバグを加えずに、ソフトウェアの構造を体系的に改善する「リファクタリング」 ピュータ）フリ 434p
のガイドブック。系統立った効果的なリファクタリング手法を解説する。見返しにリ 冊子版 978-4-274-22454-6 2019.11
Martin Fowler 著
オーム社

スト等あり。

児玉公信
（こだま・きみのぶ）
共訳

DL不可

*1032433729*
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基礎 Python 入門から実践へステップアップ

〈IMPRESS KISO SERIES〉

情報学

同時アクセス1 8,844円 + 税
同時アクセス3 17,688円 + 税
大津真
（おおつ・まこと）
著
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
インプレス
ピュータ）オキ 310p
プログラミングの初心者を対象にしたPython 3の入門書。変数の取り扱いから、 冊子版 978-4-8443-8015-3 2016.03

Python 固有のデータの操作、制御構造や関数まで、サンプルを提示しながら解説。
サンプルファイルのダウンロードサービスあり。

現場で使える!NumPy データ処理入門 機械学習・データサイ

*1031986261*
情報学

エンスで役立つ高速処理手法 〈AI＆TECHNOLOGY〉

同時アクセス1 13,750円 + 税
同時アクセス3 27,500円 + 税
吉田拓真
（よしだ・たくま）
著 尾原颯
（おはら・そう）
著
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
翔泳社
ピュータ）ヨゲ 517p
機械学習・データサイエンスの現場でよく利用されているNumPy の基本や、現場 冊子版 978-4-7981-5591-3 2018.11

で使える実践的な高速データ処理手法について解説する。サンプルをWeb からダ
ウンロード可能。NumPy 1.4/IPython 対応。

実践力を身につけるPython の教科書

DL不可 EPUB

*1031210715*
情報学

同時アクセス1 7,095円 + 税
同時アクセス3 17,737円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
プログラミング言語 Python の入門書。基本文法から始めてアプリ開発までしっか ピュータ）クジ 311p
り解説。話題の「機械学習」も、手順に沿って手を動かしながら学べる。
冊子版 978-4-8399-6024-7 2016.10
クジラ飛行机
（くじら ひこうずくえ）
著
マイナビ出版

*1031115591*
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

情報学

ン C#でオブジェクト指向プログラミングを体得する

同時アクセス1 12,320円 + 税
同時アクセス3 24,640円 + 税
Vaskaran Sarcar 著 大澤文孝
（おおさわ・ふみたか）
監修
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
翔泳社
ピュータ）サジ 374p
ファンダメンタル、コアコンセプト、パターン…。C# でのオブジェクト指向プログラ 冊子版 978-4-7981-6021-4 2019.03

ミングの考え方から、メモリの解放、デザインパターン入門まで、Q＆A 形式でわ
かりやすく解説する。

小さな会社の Excel VBA 業務自動化アプリケーション作成・
運用ガイド Windows 10、Excel 2016/2013/2010対応

〈Small Business Support‐時間がない 予算がない 知識がない そん
な御社でも大丈夫 !‐〉
武藤玄
（むとう・げん）
著
翔泳社

早坂清志
（はやさか・きよし）
著

DL不可 EPUB

*1031210717*
情報学
同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 20,240円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
ピュータ）■チ 295p
冊子版 978-4-7981-4500-6 2016.08

中小企業の担当者に向けて、Excel VBAを利用した業務自動化アプリケーション
の作成および運用方法を解説。Excel VBA の基本も説明する。

新世代 Javaプログラミングガイド Java SE 10/11/12/13と

*1031579482*
情報学

言語拡張プロジェクト 〈impress top gear〉

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
Mala Gupta 著 柴田芳樹
（しばた・よしき）
訳
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
インプレス
ピュータ）グシ 198p
Java SE 10から13までのアップデートを包括的に説明。多岐にわたる機能を取り上 冊子版 978-4-295-00847-7 2020.03

げ、その内容だけでなく、背景、使い方、ユースケースも紹介する。Java 13/14
にも言及。

独習 Java Teach Yourself Java 新版

*1032464490*
情報学

同時アクセス1 10,780円 + 税
同時アクセス3 21,560円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
Java 言語の基本的な言語仕様から、標準ライブラリ、オブジェクト指向プログラ ピュータ）ヤド 609p
ミングの基礎知識・概念・機能、高度なプログラミングまでを、様々なサンプル 冊子版 978-4-7981-5112-0 2019.05
山田祥寛
（やまだ・よしひろ）
著
翔泳社

プログラムと共に詳しく解説。理解が深まる例題、練習問題も充実。

DL不可 EPUB

*1031579524*
32

例題で学ぶ Java 入門

情報学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎007.64 件名◎プログラミング
（コン
数学が苦手な学生、文科系の学生でも取り組みやすい例題や課題を通して、Java ピュータ）オレ 164p
プログラミングをやさしく解説。Java のインストールから、判断文、反復文、配列 冊子版 978-4-339-02468-5 2012.11
大堀隆文
（おおほり・たかふみ）
共著
コロナ 社

木下正博
（きのした・まさひろ）
共著

までを取り上げる。プログラム演習も収録。

DL不可

*1031629229*
After Effects 逆引きデザイン事典 CC/CS6 増補改訂版

情報学

同時アクセス1 12,320円 + 税
同時アクセス3 24,640円 + 税
分類◎007.642 件名◎コンピュータ・グラ
映像制作に欠かせないAfter Effects のノウハウを網羅的に伝授。現場で悩みが フィックス タア 367p
ちなこと、とまどいがちなことを中心に、知りたいことがすぐに引ける。サンプルファイ 冊子版 978-4-7981-5288-2 2017.10
高木和明
（たかぎ・かずあき）
著
翔泳社

ルのダウンロードサービスあり。

*1031579489*
ILLUSTRATOR おいしいネタ事典

簡単なのに、センスいいね!と一目おかれるテクニック集。

情報学

同時アクセス1 8,690円 + 税
同時アクセス3 17,380円 + 税
分類◎007.642 件名◎コンピュータ・グラ
フィックス ■イ 271p
Illustrator の基本操作はできるけれども、具体的な制作の経験はまだあまりない人 冊子版 978-4-7981-4359-0 2016.03
sakimitama
（さきみたま）
著
翔泳社

鈴木メモ
（すずき・めも）
著

等に向けて、少ない手順で作れて使い回しもできる、お役立ちデザインのネタを紹
介。CC/CS6/CS5/CS4/CS3対応。

Illustrator 逆引きデザイン事典 CC/CS6/CS5/CS4/CS3

*1031579478*
情報学

増補改訂版

同時アクセス1 8,690円 + 税
同時アクセス3 17,380円 + 税
生田信一
（いくた・しんいち）
著 ヤマダジュンヤ著
分類◎007.642 件名◎コンピュータ・グラ
翔泳社
フィックス ■イ 359p
Illustrator の機能を使いこなすためのノウハウをまとめた本。逆引き形式の目次で 冊子版 978-4-7981-4982-0 2017.02

ほしい情報を素早く探し出せる。CC/CS6/CS5/CS4/CS3対応。サンプルデータ
のダウンロードサービス付き。

PHOTOSHOP おいしいネタ事典
Ps DESIGN TECHNIQUE

*1031579487*
情報学

同時アクセス1 8,690円 + 税
同時アクセス3 17,380円 + 税
分類◎007.642 件名◎コンピュータ・グラ
フィックス ■フ 271p
異なるパターンで彩ったフラッグの パーツ、ネオンサインのようなビジュアル…。 冊子版 978-4-7981-4360-6 2016.02
諌山典生
（いさやま・のりお）
著
翔泳社

永樂雅也
（えいらく・まさや）
著

Photoshop のデザインアイデアを紹介。変化し続けるデザインシーンでマストな、
乗り遅れないためのデザインネタが満載。

Photoshop 逆引きデザイン事典 CC/CS6/CS5/CS4/CS3

*1031579479*
情報学

増補改訂版

同時アクセス1 8,690円 + 税
同時アクセス3 17,380円 + 税
上原ゼンジ
（うえはら・ぜんじ）
著 加藤才智
（かとう・さいち）
著
分類◎007.642 件名◎コンピュータ・グラ
翔泳社
フィックス ■フ 359p
Photoshopの基本的な操作から、
レタッチ、合成、アートワークの作成、Webデザイン、 冊子版 978-4-7981-4992-9 2017.03

作業効率化まで幅広く解説。目的から手順を調べられる逆引き形式。サンプルファ
イルはダウンロード可能。CC/CS6～3対応。

できるクリエイターInkscape 独習 ナビ

Windows ＆ Mac 対応 〈できるクリエイターシリーズ〉

*1031579488*
情報学

同時アクセス1 5,874円 + 税
同時アクセス3 11,748円 + 税
分類◎007.642 件名◎コンピュータ・グラ
フィックス ■デ 286p
ドロー系画像編集ソフトウェア「Inkscape」を本格的に学びたい人に向けたテキスト。 冊子版 978-4-8443-8155-6 2016.09
大西すみこ
（おおにし・すみこ）
著
インプレス

小笠原種高
（おがさわら・しげたか）
著

画面写真を多用して解説し、練習問題も収録する。サンプルファイルのダウンロー
ドサービス付き。バージョン0.91対応。

*1031441361*
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プリントすると写真が上手くなる カメラ誌で人気の連載が1冊に

情報学

〈impress mook DCM MOOK〉

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 13,200円 + 税
インプレス
分類◎007.642 件名◎写真－現像－デー
写真のプリントを楽しむ人の方が表現力や技術力の向上が顕著。気に入った写真 タ処理 ■プ 127p
が撮れたらプリントする習慣を付けよう。プリント、
フォトペーパーなどについて解説する。 冊子版 978-4-295-00794-4 2019.11

『デジタルカメラマガジン』連載を書籍化。

ほんきで学ぶ After Effects 映像制作入門 作ればわかる38レッスン

*1031338972*
情報学

同時アクセス1 12,210円 + 税
同時アクセス3 24,530円 + 税
分類◎007.642 件名◎コンピュータ・グラ
After Effects の基本をはじめ、映画・TV・ビデオ・Web、あらゆる映像制作に フィックス タホ 319p
必須のテクニックをレッスン形式で習得する。CC 対応。サンプルファイルのダウン 冊子版 978-4-7981-4379-8 2016.04
高木和明
（たかぎ・かずあき）
著
翔泳社

ロードサービス付き。

*1031579480*
基本からわかるZBRUSH 標準リファレンスガイド

情報学

同時アクセス1 10,945円 + 税
同時アクセス3 27,362円 + 税
分類◎007.642 件名◎コンピュータ・グラ
3Dソフト「ZBRUSH」の解説書。基礎 モデリングをベースに、スカルプトモデ フィックス ヨキ 327p
リングしたモデルデータの3Dプリント出力方法や、KeyShotをつかったレンダリン 冊子版 978-4-8399-5562-5 2015.09
米谷芳彦
（よねたに・よしひこ）
著
マイナビ

グ方法など、総合的な活用方法をまとめる。4R7対応。

*1031115585*
超絶レタッチ術 思い描いた世界観を表現する仕上げの技法

情報学

同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎007.642 件名◎写真－修整－デー
「イメージ」と「仕上げ」の超絶テクニックで世界観を表現できる!「風景」
「花」
「ポー タ処理 ■チ 167p
トレート」などのテーマ別に、レタッチを行う前の写真と比較しながら、重要なレタッ 冊子版 978-4-295-00640-4 2019.07
北村佑介
（きたむら・ゆうすけ）
著
インプレス

後藤洋亮
（ごとう・ひろあき）
著

チの機能やイメージ、撮影テクニック等を解説する。

*1031338955*
粒子ボリュームレンダリング 理論とプログラミング

情報学

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎007.642 件名◎コンピュータ・グラ
可視化対象データを粒子で表現する計算モデルに基づいた可視化手法の理論を フィックス コリ 212p
解説し、さらにサンプルコードを用いてプログラミング法についても説明する。
冊子版 978-4-339-02449-4 2010.10

小山田耕二
（こやまだ・こうじ）
共著
コロナ 社

坂本尚久
（さかもと・なおひさ）
共著

*1031840267*
日本出版文化史事典 トピックス1868-2010

情報学

同時アクセス1 47,300円 + 税
同時アクセス3 85,140円 + 税
分類◎ R023.1 件名◎出版－日本 ■ニ
1868年から2010年まで、日本の出版文化に関するトピック5538件を年月日順に掲載。 556p
出版関連企業の創業、主要な文学作品の刊行、文学賞の受賞状況、業界動向 冊子版 978-4-8169-2292-3 2010.12

日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

など幅広いテーマを収録。人名・作品名・事項名索引付き。

*1032442130*
郷土ゆかりの人物総覧 データブック・出身県別3万人
日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

郷土ゆかりの有名・著名人を都道府県ごとに一覧できるデータブック。日本史上の
人物から現代の政治家、研究者、作家、芸術家、スポーツ選手、芸能人まで、
古今の人物を幅広く収録。人名索引付き。

情報学
同時アクセス1 46,860円 + 税
同時アクセス3 84,348円 + 税
分類◎ R281.033 件名◎人名辞典－日
本 ■キ 1086p
冊子版 978-4-8169-2295-4 2011.01

*1032442111*
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AIに負けない子どもを育てる 21st Century Children

情報学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎370.4 件名◎教育 アエ 328p
AI が苦手な読解力を人間が身につけるには。小・中学校で成果をあげている授業・ 冊子版 978-4-492-76250-9 2019.09
新井紀子
（あらい・のりこ）
著
東洋経済新報社

取組みを公開。読解力を身につける方法とともに、親や学校ができることを提言する。
リーディングスキルテスト＆切り取って使う解答用紙付き。

*1030988244*
図解コンピュータアーキテクチャ入門 第3版
堀桂太郎
（ほり・けいたろう）
著
森北出版

はじめて学ぶ人に最適なコンピュータアーキテクチャ入門書。コンピュータの基本
構成から、各種アーキテクチャの役割や動作原理までわかりやすく図解する。章末
に演習問題を掲載。内容全般の見直しを行った第3版。

情報学
同時アクセス1 6,875円 + 税
同時アクセス3 10,312円 + 税
分類◎548.2 件名◎コンピュータ ホズ
165p
冊子版 978-4-627-82903-9 2019.12

*1031274457*
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

マルチメディアやパソコンがもてはやされ、世はまさにコンピューター時代。その熱
にあおられて眩惑されることなくこの機械とつきあうために、知と情報を扱う道具の歴
史をふり返る。

情報学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-621-05217-4

1996

*1031210652*
「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
（たかみ・きょうこ）
著
学事出版

稲井達也
（いない・たつや）
著

学校図書館を活用した「探究」の学びが、高校の授業を変え、生徒を変える! 探
究的な学習を実現する学校図書館の様々な機能を、実践事例を交えて解説する。
『図書館教育ニュース』付録の連載に加筆。

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
（かとう・さとし）
著
吉川弘文館

教育・研究機関である大学には、運営などに関する多くの資料が存在し、20世紀
後半以降、アーカイブズの成立と展開の一翼を担ってきた。国立大学の事例を挙
げて大学アーカイブズの成立過程を詳述し、意義や可能性を解明する。

図書館、図書館学
同時アクセス1 2,970円 + 税
同時アクセス3 4,455円 + 税
分類◎017.4 件名◎学校図書館 タタ
127p
冊子版 978-4-7619-2534-5 2019.01

*1030910499*
図書館、図書館学
同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 49,500円 + 税
分類◎018.09 件名◎文書館 カダ
401,8p
冊子版 978-4-642-03891-1 2019.12

*1031340533*
霧中の読書

図書館、図書館学

荒川洋治
（あらかわ・ようじ）
著
みすず書房

書物について書くことは、霧の中にいるようなものだ－。「風景の時間」「川上未映
子の詩」「西鶴の奇談」など、荒川洋治が2016～2019年に発表したエッセイから
45編を選び、書き下ろし1編を加えて単行本化。

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎019.04 件名◎読書 アム 227p
冊子版 978-4-622-08845-5 2019.10

*1031533246*
マンガでわかる東大読書
西岡壱誠
（にしおか・いっせい）
原案
東洋経済新報社

小野洋一郎
（おの・よういちろう）
著

「「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく東大読書」のマンガ版。スラスラ読
める装丁読み、深く理解できるようになる取材読み、内容を一言でまとめられる整理
読みなど、学校では教えてくれない「5つの読み方」を紹介する。

図書館、図書館学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎ 件名◎読書法 ■マ 223p
冊子版 978-4-492-04666-1 2020.05

*1031670364*
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はじめよう!ブックコミュニケーション 響きあう教室へ

図書館、図書館学

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎019.2 件名◎読書指導 ムハ
ブックコミュニケーションは、先生が本との思い出や、本をきっかけにふと考えたこと、 127p
気づいたことを自由に子どもに語るもの。そのポイントを説明し、小学校編・中学校 冊子版 978-4-7608-3279-8 2019.11
村中李衣
（むらなか・りえ）
著
金子書房

伊木洋
（いぎ・ひろし）
著

編に分けて例を紹介。実践した先生たちの報告も収録する。

DL不可 EPUB

*1031629331*
読書大戦争 ―日本語の楽しい遊びと現代の読み方―
鈴木 , 邦男
彩流社

「若者たちの神々」にあげられた行動派の論客が、月30冊の読書ノルマを決め、
読み通して15年……その乱読の遍歴を通して熱っぽく語り掛ける＜日本語＞につい
ての楽しい知識、＜現代＞を読み解くカギ、そして＜読書と人生＞。

図書館、図書館学
同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,050円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-096-7

1986

*1030945540*
海を渡ってきた漢籍 江戸の書誌学入門

〈図書館サポートフォーラムシリーズ〉
高橋智
（たかはし・さとし）
著
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

江戸時代の主要な出版物であった漢籍に光を当て、その本が作られた時代の様相
や当時の日本における漢籍の生産、流通、販売など、漢籍についての知識を図版
を用いてわかりやすく紹介する。関係略年表なども収録。

標準著作権法 Copyright Law From the Ground Up 第4版

図書、書誌学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 19,008円 + 税
分類◎020.22 件名◎漢籍－歴史 タウ
221p
冊子版 978-4-8169-2610-5 2016.06

*1031477111*
図書、書誌学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎021.2 件名◎著作権 タヒ 341p
身近な法律でありながら、複雑な体系をもつ著作権法の世界。興味深い具体例を 冊子版 978-4-641-24331-6 2019.12
高林龍
（たかばやし・りゅう）
著
有斐閣

精選し、法律用語や業界用語には言い換えや説明を付記し、わかりやすく解説する。
2019年11月1日現在に成立されている法令に基づいた第4版。

DL不可

*1031533261*
新ほめられデザイン事典レイアウトデザイン
Photoshop ＆ Illustrator

上田マルコ
（うえだ・まるこ）
著
翔泳社

尾沢早飛
（おざわ・はやと）
著

現場で活躍するプロによるハイクオリティな作例で学ぶ、PhotoshopとIllustrator
を使ったレイアウトデザインの基礎とテクニック集。レイアウトデザインの法則やルー
ル、作品作りのコツとアイデアを紹介。

本づくりこれだけは 編集・デザイン・校正・DTP 組版のノウハウ
集

新版 〈本の未来を考える= 出版メディアパル No.37〉

下村昭夫
（しもむら・てるお）
共著
出版メディアパル

荒瀬光治
（あらせ・みつじ）
共著

出版労連の主催する「出版技術講座」で30年にわたり初心者教育に携わってきた
著者が、経験をもとに「本づくり」に関する必要最低限の基礎知識を解説。最新
の産業状況や技術革新の進展を補足するなどした新版。

InDesignクリエイター養成講座 CC2018/CC2017対応
瀧野福子
（たきの・ふくこ）
著
マイナビ出版

リーフレットや冊子などの作例をステップバイステップで作りながら、InDesign の操
作や機能を学べる本。作例に関連した応用テクニックも紹介。サンプルファイルを
ダウンロード可能。CC2018/CC2017対応。

図書、書誌学
同時アクセス1 9,020円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎021.4 件名◎レイアウト ■シ
319p
冊子版 978-4-7981-5588-3 2018.12

*1031210674*
図書、書誌学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎021.4 件名◎編集 ■ホ 150p
冊子版 978-4-902251-37-1 2020.02

*1031574988*
図書、書誌学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎021.49 件名◎ DTP タイ 245p
冊子版 978-4-8399-6532-7 2018.04

*1031115572*
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江戸庶民の読書と学び
長友千代治
（ながとも・ちよじ）
著
勉誠出版

教養ブームは江戸時代にもあった! 当時のベストセラーである啓蒙書や教養書、そ
して、版元・貸本屋の記録など、人びとの読書と学びの痕跡を残す諸資料の博捜
により、日本近世における教養形成・書物流通の実情を描き出す。

図書、書誌学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎023.1 件名◎出版－日本 ナエ
322,10p
冊子版 978-4-585-22193-7 2017.10

*1031325276*
平成の出版が歩んだ道 激変する「出版業界の夢と冒険」30年史

〈本の未来を考える= 出版メディアパル No.38〉
能勢仁
（のせ・まさし）
共著
出版メディアパル

八木壯一
（やぎ・そういち）
共著

平成30年間のベストセラー、新書ブームの興亡、アマゾンの戦略と日本市場制覇…。
平成の出版界が歩んだ道を振り返る。再販制度と出版業界の歩みなども収録。
「昭
和の出版が歩んだ道」の続編。

英国の出版文化史 書物の庇護者たち

図書、書誌学
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ 件名◎出版－日本 ノヘ 222p
冊子版 978-4-902251-38-8 2020.07

*1032288270*
図書、書誌学

同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 14,630円 + 税
分類◎023.33 件名◎出版－イギリス シ
現在の出版流通が成立する以前の書物を支えていたのは、パトロンの存在だった－。 エ 352p
西洋における中世以降の書物の成り立ちを辿りながら、作家、パトロン、書籍、新 冊子版 978-4-585-22251-4 2019.09
清水一嘉
（しみず・かずよし）
著
勉誠出版

聞、広告といった18世紀イギリスの出版文化の全貌に迫る。

*1031274412*
怪書探訪

図書、書誌学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎024.8 件名◎古書 コカ 304p
明治の文豪が書いた桃太郎のぶっ飛び後日譚、大衆文学の雄がキング・コングを 冊子版 978-4-492-04595-4 2016.11
古書山たかし
（こしょやま・たかし）
著
東洋経済新報社

もとに書いた時代小説…。古書蒐集家の著者が、稀少本・珍奇本の魅力を語る。
『東洋経済オンライン』連載に書き下ろしコラムを加えて書籍化。

*1030884598*
テーマ・ジャンルからさがす物語・お話・乳幼児絵本 2014
DBジャパン編集
DBジャパン

2014年に国内で刊行された絵本の中から物語・お話・乳幼児絵本1725冊を採録
して、テーマ・ジャンル別に分類。読み聞かせやお話会、学校の授業など、用途
に沿った絵本選びに最適。

図書、書誌学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ R028.09 件名◎絵本－書誌 ■
テ 391,30,25p
冊子版 978-4-86140-067-4 2020.01

*1031458214*
テーマ・ジャンルからさがす物語・お話・乳幼児絵本 2017
DBジャパン編集
DBジャパン

2017年に国内で刊行された絵本の中から物語・お話・乳幼児絵本1714冊を採録
して、テーマ・ジャンル別に分類。読み聞かせ会やお話会、学校の授業など、用
途に沿った絵本選びに最適。

図書、書誌学
同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 54,450円 + 税
分類◎ 件名◎絵本－書誌 ■テ
401,33,19p
冊子版 978-4-86140-100-8 2020.06

*1032019507*
十八世紀イギリス出版文化史 ―作家・パトロン・書籍商・
読者―
A・S・コリンズ
彩流社

ジョンソン、スウィフト、ポープらが文壇で活躍した18世紀は、出版の歴史において
も大きな転換期となった。パトロン制が衰退し、近代的な出版者、読者層、版権
意識が誕生する過程を豊富な第1次資料を駆使して詳細に描く古典的名著。

図書、書誌学
同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 15,180円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-319-7

1994

*1030945531*
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百科全書 世界を書き換えた百科事典 〈世界を読み解く一冊の本〉
井田尚
（いだ・ひさし）
著
慶應義塾大学出版会

啓蒙の18世紀を象徴するフランス初の本格的百科事典「百科全書」。その書物
としての成り立ちをたどり、さらにディ
ドロによる「趣意書」やダランベールによる「序
論」なども取り上げ、広大無辺な知識への道案内を試みる。

百科事典
同時アクセス1 7,480円 + 税
同時アクセス3 11,220円 + 税
分類◎035 件名◎百科全書 イヒ 223p
冊子版 978-4-7664-2558-1 2019.08

*1030988236*
郷土博物館事典

団体

同時アクセス1 46,200円 + 税
同時アクセス3 83,160円 + 税
分類◎ R069.035 件名◎博物館－日本
「郷土」をテーマにした全国の博物館271館について、沿革・概要、展示・収蔵、 －名簿 ■キ 591p
事業、出版物、「館のイチ押し」 等の情報を外観・館内写真、展示品写真ととも 冊子版 978-4-8169-2388-3 2012.12
日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

に掲載。巻末に館名索引を収録。

*1032442112*
デジタル・ジャーナリズムは稼げるか メディアの未来戦略
ジェフ・ジャービス著
東洋経済新報社

夏目大
（なつめ・だい）
訳

「マス」が消えた後で、マスメディアはどうすれば生き残れるのか ? キュレーション、
プラットフォーム、エコシステムなど、新しい概念を軸にメディアのこれからのあり方
を展望して未来図を描く。

ジャ－ナリズム、新聞
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎070 件名◎ジャーナリズム ジデ
432p
冊子版 978-4-492-76225-7 2016.06

*1030884650*
13歳からのジャーナリスト 社会正義を求め世界を駆ける

ジャ－ナリズム、新聞

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎070.16 件名◎ジャーナリスト イジ
新聞、週刊誌の記者、
月刊誌の編集をして、退職後もフリーランスのジャーナリストとなっ 183p
た。世界82か国を取材し、平和と社会正義を求めた「行動するジャーナリスト」が、 冊子版 978-4-7803-1055-9 2019.11
伊藤千尋
（いとう・ちひろ）
著
かもがわ出版

記者としての35年間の歩みを綴る。

*1031657024*
ジャーナリズムなき国の、ジャーナリズム論
大石泰彦
（おおいし・やすひこ）
編著
彩流社

権力を監視するはずが、逆に権力から実効的に監視されている! こんなメディアに、
果たしてどれほどの存在意義があるのか ? この国の特異な報道のありようを分析し、
その根底にある制度的・構造的な矛盾を浮き彫りにする。

ジャ－ナリズム、新聞
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎070.21 件名◎ジャーナリズム オジ
226p
冊子版 978-4-7791-2625-3 2020.01

*1032019538*
日本ジャーナリズム・報道史事典 トピックス1861-2011
日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

1861～2011年の151年間の日本のジャーナリズム・報道に関するトピック4454件を、
年月日順に掲載。マスコミ各社の創業、言論統制、放送・通信技術の発達など
幅広い出来事を収録。巻末に分野別・事項名索引付き。

ジャ－ナリズム、新聞
同時アクセス1 47,300円 + 税
同時アクセス3 85,140円 + 税
分類◎ R070.32 件名◎ジャーナリズム－
歴史－年表 ■ニ 481p
冊子版 978-4-8169-2381-4 2012.10

*1032442119*
神の亡霊 近代という物語
小坂井敏晶
（こざかい・としあき）
著
東京大学出版会

神の死によって成立した近代。その袋小路を俯瞰し、死にまつわる誤解、善悪の
根拠、規範論の正体、集団責任のからくりなどを考察する。『UP』連載に詳しい
註を付して書籍化。

哲学
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 12,936円 + 税
分類◎104 コカ 405,25p
冊子版 978-4-13-013151-3 2018.07

*1031224170*
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実験哲学入門

哲学

鈴木貴之
（すずき・たかゆき）
編著
勁草書房

2000年以降の分析哲学における最も重要な研究動向の1つである実験哲学。代表
的な研究を紹介し、実験哲学とはどのような営みであり、どのような意義を持つのか
を明らかにする。

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎ 件名◎哲学 スジ 201p
冊子版 978-4-326-10282-2 2020.06
DL不可

*1031873785*
植物の生の哲学 混合の形而上学
エマヌエーレ・コッチャ著
勁草書房

嶋崎正樹
（しまざき・まさき）
訳

光合成により酸素を作り出し、あらゆる生物が住まう環境を整える植物。植物は世界
と溶け合い、世界を作り出し、世界に存在している。動物の哲学も存在論的転回
もやすやすと超えて、植物の在り方から存在論を問い直す。

哲学各論
同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 15,180円 + 税
分類◎111 件名◎形而上学 コシ 215p
冊子版 978-4-326-15461-6 2019.08

*1030990059*
真理
ポール・ホーリッジ著
勁草書房

哲学各論
入江幸男
（いりえ・ゆきお）
訳

真理とはただ「真である」のみであって、対応や整合性などの命題の性質に還元
することや定義することは不可能である!? 真理の余剰説に十分な説明をほどこす、
真理のミニマリズムを提示する。

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
分類◎111 件名◎形而上学 ホシ 188p
冊子版 978-4-326-10251-8 2016.05

*1032356299*
現代認識論入門 ゲティア問題から徳認識論まで

哲学各論

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,430円 + 税
分類◎ 件名◎認識論 ウゲ 238p
現代認識論の入門書。ゲティア問題以降、知識とは何かをめぐる議論はどのような 冊子版 978-4-326-10283-9 2020.08
上枝美典
（うええだ・よしのり）
著
勁草書房

道程を辿ってきたのか。論争の発端となった問題の解説から最新の動向まで、ダイ
ナミックな展開を一望のもとに描く。

*1032310337*
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
（なかやま・やすお）
著
勁草書房

分析哲学はどのように発展・深化してきたのか ? 言語哲学研究の発展の後に形而
上学研究が深められていく自然な発展があったことを示すとともに、四次元主義の立
場からプロセス形而上学を構築する。

哲学各論
同時アクセス1 10,120円 + 税
同時アクセス3 15,180円 + 税
分類◎116.3 件名◎分析哲学 ナゲ
279,18p
冊子版 978-4-326-15462-3 2019.09

*1031137115*
分析哲学これからとこれまで 〈けいそうブックス〉
飯田隆
（いいだ・たかし）
著
勁草書房

哲学とは何か。分析哲学とは何か。そして、哲学はどこへ向かうのか。一般向け
のわかりやすい紹介や解説を集め、著者本人の構成によって収録。哲学という営み
を深く捉える強靱な思索を示す一冊。

哲学各論
同時アクセス1 8,030円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎ 件名◎分析哲学 イブ 293,9p
冊子版 978-4-326-15466-1 2020.05

*1031873787*
日本思想史事典

Encyclopedia of Japanese Intellectual History

日本思想史事典編集委員会編
丸善出版

歴史学、政治学、倫理学、宗教学、文学などさまざまな学問領域から独自の視点
で日本思想を論じた中項目事典。古代・中世・近世・近現代と幅広い時代を取り
上げる。これからの日本思想史研究を語る上での新しいスタンダード。

東洋思想
同時アクセス1 72,600円 + 税
同時アクセス3 108,900円 + 税
分類◎ 件名◎日本思想－歴史－便覧 ■
ニ 718p
冊子版 978-4-621-30458-7 2020.04

*1031873836*
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西周現代語訳セレクション

東洋思想

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎121.6 ニニ 308p
日本における哲学の父・西周の著作のうち、
哲学に関連する文章を精選。
「百一新論」 冊子版 978-4-7664-2620-5 2019.09
西周
（にし・あまね）
著 菅原光
（すがわら・ひかる）
訳
慶應義塾大学出版会

「人世三宝説」など全6篇を読みやすい日本語で新訳し、各篇の成立経緯や背景、
位置づけをわかりやすく紹介した解題とともに収録する。

*1031340599*
西田幾多郎生成する論理 生死をめぐる哲学

東洋思想

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎ 件名◎西田幾多郎 ケニニ
西田幾多郎は、実在の論理を徹底的に追究することで、「人生の問題」を究極ま 260,6p
で突き詰めようとした。「善の研究」から「哲学論文集」まで代表作を順に読み解 冊子版 978-4-7664-2690-8 2020.07
氣多雅子
（けた・まさこ）
著
慶應義塾大学出版会

くことで、その思索の軌跡をたどり、西田哲学の核心に迫る。

*1032433806*
和辻哲郎の解釈学的倫理学

Hermoneutic Ethics of Tetsuro Watsuji

飯嶋裕治
（いいじま・ゆうじ）
著
東京大学出版会

近代日本を代表する哲学者・倫理学者であり、文化史・思想史研究者としても著
名な和辻哲郎。彼の思想をひとつの普遍的な哲学・倫理学理論として読解するこ
とに主眼を置き、彼が展開した倫理学理論の全体像を解明する。

唐代通行『尚書』の研究 写本から刊本へ
山口謠司
（やまぐち・ようじ）
著
勉誠出版

儒教の最重要経典のひとつ「尚書」。唐代に通行していた各種写本の本文中の揺
れ（異同）、魏晋時代の写本の思想的諸解釈の可能性、宋代の刊本の出現の意
義などを考察。種々の写本資料を駆使し、唐代通行の「尚書」を復元する。

東洋思想
同時アクセス1 18,150円 + 税
同時アクセス3 45,375円 + 税
分類◎121.65 件名◎和辻哲郎 イワワ
533,22p
冊子版 978-4-13-016040-7 2019.11

*1031274405*
東洋思想
同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 46,200円 + 税
分類◎123.2 件名◎書経 ヤト 460p
冊子版 978-4-585-29187-9 2019.10

*1031137133*
弟子の視点から読み解く
『論語』〈漢文ライブラリー〉
謡口明
（うたぐち・はじめ）
著
朝倉書店

孔子とその弟子たちの言行録「論語」を、弟子の視点から読み解く。13名の弟子
を取り上げ、関連する「論語」の原文、現代語訳、語釈等を収録するとともに、
弟子の人物像や思想傾向、孔子との師弟間の人間関係などを解説する。

東洋思想
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎123.83 件名◎論語 ウデコ 177p
冊子版 978-4-254-51588-6 2019.06

*1031873805*
哲学で自分をつくる ―19人の哲学者の方法―
滝本 往人
東京書籍

19人の哲学者たちの思想のエッセンスを、挑発的で身に迫る問いに置き換える。
核心を突いたリアルな問いが心に突き刺さる!「哲学力」をきたえ、心をみがく!「自
分探し」ではなく、自分の中から「自分をつくる」ための全く新しい哲学入門。ビジュ
アルで哲学の流れ、哲学者の相関関係、それぞれの特徴がよくわかる図表を多数
収録。

知識と時間 ―古代ギリシアの文化相対主義―

西洋哲学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-487-80357-6

2009

*1032267594*
西洋哲学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎
時の経過は異文化対立を貫く。太陽と月の回帰現象から時計を着想した哲学者ア 冊子版 978-4-326-10148-1
瀬戸 , 一夫
勁草書房

ナクシマンドロスへの深い眼差しで描く哲学史の新境地。

*1030884564*
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2003

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

西洋哲学

同時アクセス1 11,660円 + 税
同時アクセス3 17,490円 + 税
青木裕子
（あおき・ひろこ）
著
分類◎133.3 件名◎ファーガソン,A. アア
勁草書房
フ 261p
ブリテンに統合されて間もない18世紀スコットランド。市民社会と国家の関係が変 冊子版 978-4-326-30193-5 2010.12

容していった時代に、ファーガスンが市民社会概念に込めた意味とは。その多様な
意味をひもとき、現代社会への示唆を探る。

ラッセルの哲学〈1903-1918〉 センスデータ論の破壊と再生

*1030884572*
西洋哲学

同時アクセス1 20,900円 + 税
同時アクセス3 31,350円 + 税
分類◎133.5 件名◎ラッセル,バートランド・
ラッセル哲学の解釈の枠組みを、経験主義的基礎づけ主義から斉合説的な「分 アーサー・ウィリアム タララ 441p
析の方法」 へと変更し、この枠組みに即した探求として、ラッセルのセンスデータ 冊子版 978-4-326-10224-2 2013.02
高村夏輝
（たかむら・なつき）
著
勁草書房

論や不完全記号の学説などのラッセルの見解を解釈し直す。

*1030884567*
アメリカ哲学史 一七二〇年から二〇〇〇年まで

西洋哲学

同時アクセス1 17,270円 + 税
同時アクセス3 25,960円 + 税
分類◎133.9 件名◎アメリカ哲学－歴史
国家の発展に影響され、かたちづくられてきたアメリカ哲学。ジョナサン・エドワー クア 430,44p
ズから専門職的な哲学まで、その歴史を政治的・社会的理論との関係も含めて、 冊子版 978-4-326-10279-2 2020.02

ブルース・ククリック著
勁草書房

大厩諒
（おおまや・りょう）
訳

重層的かつ精緻に描く。

*1031616129*
プラグマティズムの歩き方 21世紀のためのアメリカ哲学案内

西洋哲学

上巻 〈現代プラグマティズム叢書 第1巻〉

同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
シェリル・ミサック著 加藤隆文
（かとう・たかふみ）
訳
分類◎133.9 件名◎プラグマティズム ミ
勁草書房
プ 358p
ニュー・プラグマティズムの旗手による概説書。上巻は、プラグマティズムの揺籃 冊子版 978-4-326-19978-5 2019.11

期から、中期にかけての歴史と思想の展開を記述する。

プラグマティズムの歩き方 21世紀のためのアメリカ哲学案内

*1031533236*
西洋哲学

下巻 〈現代プラグマティズム叢書 第2巻〉

同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 16,830円 + 税
シェリル・ミサック著 加藤隆文
（かとう・たかふみ）
訳
分類◎133.9 件名◎プラグマティズム ミ
勁草書房
プ 240,41p
ニュー・プラグマティズムの旗手による概説書。下巻は、論理経験主義の興隆を 冊子版 978-4-326-19979-2 2019.11

論述し、20世紀から現代にかけてのプラグマティズム、21世紀にふさわしい未来
のプラグマティズム思想の展望を描く。

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
（みしま・けんいち）
著
岩波書店

西欧人文学における歴史意識の諸側面を反省的に捉え、それを通じて現代の知へ
の批判を行ってきた著者の論文集。修辞学と政治、アカデミズムと公共圏、近代
化と解釈学の関連などを主題とした、主要な思想史的論考を収める。

*1031533237*
西洋哲学
同時アクセス1 20,790円 + 税
同時アクセス3 62,370円 + 税
分類◎134 件名◎ドイツ哲学 ミレ 356p
冊子版 978-4-00-025665-0 2014.12

*1031004517*
カント 未成熟な人間のための思想 想像力の哲学

西洋哲学

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎134.2 件名◎カント,イマヌエル ナ
啓蒙されるべき未成熟な理性は、いかにして自らを啓蒙するのか ? これまで看過され カカ 261,25p
てきた想像力の理論をその全体像において示し、カントのテクストにそくして「啓蒙 冊子版 978-4-7664-2627-4 2019.09
永守伸年
（ながもり・のぶとし）
著
慶應義塾大学出版会

の循環」という問題に対する方策を提示する。

*1031137204*
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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

カントは自らの思索を首尾よく一貫して完遂しえたであろうか。カントが歩んだ「批
判の茨の途」を再び歩む解釈者の苦闘の軌跡。

西洋哲学
同時アクセス1 16,940円 + 税
同時アクセス3 25,410円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-326-10151-1

2003

*1030884565*
『存在と時間』第2篇評釈 本来性と時間性

西洋哲学

同時アクセス1 36,300円 + 税
同時アクセス3 108,900円 + 税
分類◎ 件名◎存在と時間 スソハ
ハイデガーの主著「存在と時間」のうち、最大の難所として、専門の研究者さえ 529,13p
敬遠しがちであった第2篇を、「先視」としての「無差別性」という一貫した理念の 冊子版 978-4-00-023743-7 2020.05
須藤訓任
（すとう・のりひで）
著
岩波書店

もと、大胆かつ緻密に読み解く。

DL不可

*1031873779*
大いなる自然を生きる エチカと正法眼蔵をめぐって

西洋哲学

同時アクセス1 1,980円 + 税
同時アクセス3 3,960円 + 税
分類◎135.2 件名◎エチカ フオス 156p
人間が生きるということについて、真剣に思索する姿がうかがえるスピノザの「エチカ」 冊子版 978-4-86692-038-2 2019.07
藤本成男
（ふじもと・しげお）
著
大学教育出版

と道元の「正法眼蔵」。自然・生命・身体・自己・自由・永遠など両著に共通するキー
ワードを設定し、その思想的意義を明確にする。

*1031272488*
ドゥルーズ『意味の論理学』の注釈と研究
出来事 , 運命愛 ,そして永久革命

鹿野祐嗣
（しかの・ゆうじ）
著
岩波書店

哲学者ドゥルーズの2番目の主著「意味の論理学」の全容を文献学的手法で読み
解き、1960年代ドゥルーズ哲学の核心にある「存在論的な永久革命の思想」を再
燃させる。難解なドゥルーズ著作の注釈という試み。

ドゥルーズを
「活用」する! 〈自分で考える道具としての哲学〉

西洋哲学
同時アクセス1 24,750円 + 税
同時アクセス3 74,250円 + 税
分類◎135.5 件名◎意味の論理学 シドド
601,147p
冊子版 978-4-00-061392-7 2020.02
DL不可

*1031983400*
西洋哲学

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎135.5 件名◎ドゥルーズ ,ジル サド
難解と言われる哲学者ジル・ドゥルーズの著作群と、彼がフェリックス・ガタリとユニッ ド 222p
トを組んで書いた著作群の両方から幾つかの概念を取り上げ、具体例を挙げつつ、 冊子版 978-4-7791-1056-6 2009.09
澤野雅樹
（さわの・まさき）
著
彩流社

その概念を自らの糧にする方法を提示する。

*1031210649*
工場日記

西洋哲学

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎135.5 ヴコ■■ ベ 257p
哲学教師としてリセで教鞭を執ったのち、自ら女工の生活に飛び込んだ、フランス 冊子版 978-4-622-08817-2 2019.07

シモーヌ・ヴェイユ 著
みすず書房

冨原眞弓
（とみはら・まゆみ）
訳

の思想家・ヴェイユ。苛酷な労働の中に生まれる思考と感情を書き留めた記録に、
工場の作業、機械や道具の仕組みについての校閲を加えた決定版。

*1031274417*
経験と理論をつなぐ心理学

心理学

同時アクセス1 5,170円 + 税
同時アクセス3 7,700円 + 税
分類◎140 件名◎心理学 イケ 225p
心理学入門のテキスト。心理学の基礎的知識として知っておくべき内容項目を踏まえ、 冊子版 978-4-8429-1769-6 2020.04
井上靖子
（いのうえ・やすこ）
編著
八千代出版

工藤昌孝
（くどう・まさたか）
ほか著

日常生活で経験する具体的事例を通して心理学的観点を獲得できるように解説。ア
クティブラーニングの手法を取り入れた演習問題も収録。

*1032413814*
42

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〉
サトウタツヤ著
有斐閣

渡邊芳之
（わたなべ・よしゆき）
著

概念や理論のありきたりな説明ではなく、身近な興味・関心から始める「面白い」
入門書。かみくだいた解説とともに、豊富な図表・イラスト・コラムを盛り込む。「質
的・量的研究法」「研究倫理」などを盛り込んだ改訂版。

心理学・入門 心理学はこんなに面白い

〈有斐閣アルマ Interest〉
サトウタツヤ著
有斐閣

渡邊芳之
（わたなべ・よしゆき）
著

日常的なテーマについて、心理学が何をどこまで明らかにしているかを説明し、次に、
研究の基盤になる「心理学のコアの知識」をかみ砕いて解説。心理学の歴史と
未来にも言及する。図表・イラスト・コラムも豊富に掲載。

心理学・入門 心理学はこんなに面白い

〈有斐閣アルマ Interest〉
サトウタツヤ著
有斐閣

渡邊芳之
（わたなべ・よしゆき）
著

日常的なテーマについて、心理学が何をどこまで明らかにしているかを説明し、次に、
研究の基盤になる「心理学のコアの知識」をかみ砕いて解説。心理学の歴史と
未来にも言及する。図表・イラスト・コラムも豊富に掲載。

心理学 ナヴィゲータ Ver.2

心理学
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎140 件名◎心理学 サシ 258p
冊子版 978-4-641-22138-3 2019.09
DL不可

*1031274426*
心理学
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎140 件名◎心理学 サシ 254p
冊子版 978-4-641-12430-1 2011.04
DL不可

*1031314156*
心理学
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎140 件名◎心理学 サシ 254p
冊子版 978-4-641-12430-1 2011.04
DL不可 EPUB

*1031314161*
心理学

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎140 件名◎心理学 ■シ 228p
これから心理学を学ぼうとする人を対象にした入門書。左 ページに解説、右 ペー 冊子版 978-4-7628-2749-5 2011.03
神田義浩
（かんだ・よしひろ）
著
北大路書房

唐川千秋
（からかわ・ちあき）
著

ジに図表を掲載し、見開きの読みやすい構成。巻末に用語解説、ブックガイド、
DVD 紹介を掲載する。

*1032326651*
道徳の自然誌
マイケル・トマセロ著
勁草書房

心理学
中尾央
（なかお・ひさし）
訳

ヒトの道徳性はどのように進化したのか。比較心理学と哲学を融合させ、協同相手
への配慮と敬意が集団全体に広がり、「客観的」 道徳性が生み出されるまでを体
系的に論じる。

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,420円 + 税
分類◎ 件名◎進化心理学 トド 268,37p
冊子版 978-4-326-15467-8 2020.08

*1032433712*
こころと人生 〈創元こころ文庫 河合隼雄セレクション〉

心理学

同時アクセス1 2,805円 + 税
同時アクセス3 4,207円 + 税
分類◎ B140.4 件名◎心理学 カコ 244p
鋭い目で人生の真実を見抜くのびやかな子ども時代から、生きるということの意味を 冊子版 978-4-422-00054-1 2015.03
河合隼雄
（かわい・はやお）
著
創元社

再び問いなおす老年期まで、人生のそれぞれの時期のこころの問題を、臨床家とし
ての目がこまやかに温かくとらえた講演集。

DL不可 EPUB

*1031325305*
こころを科学する 心理学と統計学のコラボレーション
〈クロスセクショナル 統計シリーズ 9〉
大渕憲一
（おおぶち・けんいち）
編著
共立出版

照井伸彦
（てるい・のぶひこ）
ほか編

心の持ち方は健康と寿命に影響するのか。自由意志はどこまで自由か。民族紛争
の解決は不可能なのか。人の「こころ」に関する興味深い7つのテーマを取り上げ、
その真実性を検証した実証研究の成果を紹介する。

心理学
同時アクセス1 10,890円 + 税
同時アクセス3 16,335円 + 税
分類◎140.7 件名◎心理学 オコ 221p
冊子版 978-4-320-11125-7 2019.03

*1031873829*
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心理学 , 認知・行動科学のための反応時間 ハンドブック

心理学

同時アクセス1 11,440円 + 税
同時アクセス3 17,160円 + 税
分類◎140.75 件名◎心理学－実験 ■
現代の心理学における重要な従属変数の一つである「反応時間」。その基礎知 シ 262p
識から実用的な方法論、応用例、計測や解析に必要なテクニックまで、反応時間 冊子版 978-4-326-25136-0 2019.09
綾部早穂
（あやべ・さほ）
編
勁草書房

井関龍太
（いせき・りゅうた）
編

研究に必須の事項を解説する。

*1031137116*
「考える技術」
と
「地頭力」
がいっきに身につく東大思考
西岡壱誠
（にしおか・いっせい）
著
東洋経済新報社

ちょっと頭の使い方を変えるだけで、実は誰でも「頭がいい人」になれる。多くの
東大生に共通している5つの思考回路を、誰でも再現可能な思考法、もともとの頭
の出来に関係なく実践可能なテクニックとして紹介する。

心理学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎ 件名◎思考 ニカ 275p
冊子版 978-4-492-04671-5 2020.08

*1031983491*
シリーズ 統合的認知 第3巻 身体と空間の表象
横澤一彦
（よこさわ・かずひこ）
監修
勁草書房

認知過程の解明には、認知心理学的・認知科学的なアプローチによって人間の
行動を統合的に理解することが必要である。第3巻では、刺激の受容から身体表
象が形成される過程で生じる、様々な現象を取り上げる。

心理学
同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,410円 + 税
分類◎141.51 件名◎認知 ■シ 211p
冊子版 978-4-326-25110-0 2020.04

*1031814496*
シリーズ 統合的認知 第6巻 共感覚
横澤一彦
（よこさわ・かずひこ）
監修
勁草書房

認知過程の解明には、認知心理学的・認知科学的なアプローチによって人間の
行動を統合的に理解することが必要である。第6巻では、共感覚の基本的特徴や
神経機構の詳解と、色字共感覚者へのインタビューから、共感覚に迫る。

心理学
同時アクセス1 10,230円 + 税
同時アクセス3 15,400円 + 税
分類◎ 件名◎認知 ■シ 241p
冊子版 978-4-326-25113-1 2020.08

*1032433713*
「笑い」の解剖 経済学者が解く50の疑問
中島隆信
（なかじま・たかのぶ）
著
慶應義塾大学出版会

AI は人を笑わせられるか ? くすぐられると笑うのはなぜ ? 夫が笑うと妻はキレる…?
「4つのステップ」という独自の発想で、知っているようで本当はよくわかっていない「笑
い」の謎に迫る、ユニークな知的探検 !

心理学
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,470円 + 税
分類◎141.6 件名◎笑い ナワ 201p
冊子版 978-4-7664-2614-4 2019.09

*1030988239*
共感の社会神経科学

心理学

同時アクセス1 13,420円 + 税
同時アクセス3 20,130円 + 税
分類◎141.6 件名◎共感 ■キ 334p
他者の思考や感情を我々はどうやって知るのか。他者への思いやりはどうやって生ま 冊子版 978-4-326-25117-9 2016.07

ジャン・デセティ編著 ウィリアム・アイクス編著
勁草書房

れるのか。社会心理学・認知心理学・発達心理学・教育心理学・臨床心理学・
神経科学等、さまざまな分野で行われてきた共感に関する研究を集約。

*1032356298*
情動学シリーズ 9 情動と犯罪
小野武年
（おの・たけとし）
監修
朝倉書店

現代の深刻な社会問題となっている「情動」や「こころ」の問題の科学的解決へ
の糸口を提供するシリーズ。9は、犯罪と情動の関連について医学、心理学などの
専門家が多面的・学術的に考察し、犯罪の防止・抑止への糸口を探る。

心理学
同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 21,120円 + 税
分類◎141.6 件名◎情動 ■ジ 173p
冊子版 978-4-254-10699-2 2019.02
DL不可

*1031434066*
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仕掛学 人を動かすアイデアのつくり方
松村真宏
（まつむら・なおひろ）
著
東洋経済新報社

小さな鳥居を設置すると、ポイ捨てしづらくなる－。仕掛けは行動の選択肢を増やす
もの。仕掛けの仕組み、発想法など、著者がこれまで取り組んできた、行動を変化
させる「仕掛け」についての研究を平易にまとめる。

心理学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎141.72 件名◎動機づけ マシ
173p
冊子版 978-4-492-23373-3 2016.10

*1030884605*
こころの温度計 ―あったかい人間関係がはかれる―
中島 , 真澄
法研

素敵なひとになるために、素敵なひとに出会うために、こころの知性をレベルアップ。
頭で考えるひと、ハートで感じるひと、からだで反応するひとのタイプ別にアドバイス。

心理学
同時アクセス1 1,100円 + 税
同時アクセス3 3,300円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-87954-172-7

1997

*1030953504*
ベーシック発達心理学

Introduction to Developmental Psychology

心理学

同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 11,088円 + 税
分類◎143 件名◎発達心理学 ■ベ
313p
生涯をとおして心と体はどのように変化していくのか。気になる子や親の育ちをどのよ 冊子版 978-4-13-012113-2 2018.01
開一夫
（ひらき・かずお）
編
東京大学出版会

齋藤慈子
（さいとう・あつこ）
編

うに支えるか。子育て・保育・教育にかかわる人が知っておくべき発達心理学の基
本を解説。心理学への理解や関心が深まるコラムも多数収録。

イラストレイテッド錯視のしくみ

*1031224168*
心理学

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 19,140円 + 税
分類◎145.5 件名◎錯視 キイ 118p
灰色なのに赤いイチゴ、縞模様でインク自体の色よりきれいになる、ハートが背景と 冊子版 978-4-254-10290-1 2019.09
北岡明佳
（きたおか・あきよし）
著
朝倉書店

別に動く…。イラスト・写真の色・模様などがどのような効果を生むか、錯視のしく
みを解説。錯視のつくり方もわかる。

DL不可

*1032433771*
新錯視図鑑

脳がだまされる奇妙な世界を楽しむ・解き明かす・つくりだす

杉原厚吉
（すぎはら・こうきち）
著
誠文堂新光社

錯視図形の中から代表的なもの、日常経験との関係が深いもの、面白いものを紹介
し、その不思議さの謎を解説。また、それぞれの錯視がもつ性質を「驚き度」「美
しさ」「役立ち度」などの項目で評価したレーダーチャートも掲載。

異常性格の世界 「変わり者」と言われる人たち
〈創元こころ文庫 P-9〉
西丸四方
（にしまる・しほう）
著
創元社

狂気と非狂気、正常と異常の境目はどこにあるのか ? 日本を代表する精神医学者
が、変わり者、心の変わった人間のさまざまな像を描き出す。性嗜好異常にも言及し、
夏目漱石や種田山頭火らの病跡学も展開する。

臨床心理学（コメディカルのための専門基礎分野テキスト）
名嘉 , 幸一
中外医学社

コメディカルに必要な臨床心理学の知識をわかりやすくまとめたテキスト．この分野
を目指す学生にとって必要十分な知識が身につくよう解説した。

心理学
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎145.5 件名◎錯視 スシ 223p
冊子版 978-4-416-51899-1 2018.07

*1031031523*
心理学
同時アクセス1 2,805円 + 税
同時アクセス3 4,207円 + 税
分類◎ B145.8 件名◎異常心理学 ニイ
237p
冊子版 978-4-422-00059-6 2016.06
DL不可 EPUB

*1031325311*
心理学
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-498-07626-6

2006

*1031593971*
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精神分析のおはなし 〈創元こころ文庫 P-11〉
小此木啓吾
（おこのぎ・けいご）
著
創元社

親と子の憾み・憎しみ、心の危機、甘え、引きこもり、喪失、悲しみ、老い…。心
の深みを心理学の第一人者が、豊かな臨床の知と自己体験をまじえて、わかりやす
くおはなしする。時代背景の古さを感じさせない講演集。

心理学
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎ B146.1 件名◎精神分析 オセ
307p
冊子版 978-4-422-00061-9 2016.09
DL不可 EPUB

*1031325313*
フロイディアン・ステップ 分析家の誕生

心理学

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎146.13 件名◎フロイト,ジークムン
精神分析を創始し、20世紀の思想を決定付けたフロイト。フロイトの何が重要で、 トトフフ 241p
現代の臨床とどう接続するのか。分析家としてどのような変容を遂げ、理論を刷新 冊子版 978-4-622-08810-3 2019.09

十川幸司
（とがわ・こうじ）
著
みすず書房

したのか。その思想の核心を明かす。

*1031434026*
分析心理学セミナー 1925年、チューリッヒ

心理学

同時アクセス1 11,880円 + 税
同時アクセス3 17,820円 + 税
分類◎146.15 件名◎精神分析 ユブ
フロイトとの交流と決別、その後に訪れた心の危機、そして〈無意識との対決〉か 213,38p
ら超越機能へ－。1925年のチューリッヒにおいて、ユング心理学がまさに産声をあ 冊子版 978-4-622-08843-1 2019.10
C.G. ユング著 ソヌ・シャムダサーニ編
みすず書房

げたセミナーの記録。

*1031533250*
夢の意味 〈創元アーカイブス〉

心理学

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 17,325円 + 税
分類◎146.15 件名◎精神分析 マユ
ユングの高弟 C.A. マイヤーが長年の臨床経験をもとに夢を考察。東西の古代の 241p
夢理論から夢の劇的な構造、夢分析の実際例までを網羅する。生理学的研究を 冊子版 978-4-422-11724-9 2019.09
C.A. マイヤー著
創元社

河合隼雄
（かわい・はやお）
監修

含めた包括的なアプローチを行い、ユング心理学を一層発展させた書。

DL不可 EPUB

*1031325320*
3つの自分で人づきあいがラクになる エゴグラムで見える本当の私
杉田峰康
（すぎた・みねやす）
著
創元社

相手を変えるより、まずは本当の自分に気づき、自分を変えることで、人づきあいが
驚くほど良好に! 自己分析を通して人間関係の分析をはかる「交流分析」の第一
人者が、こじれる人間関係の解決策を紹介する。書き込み欄あり。

心理学
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎146.8 件名◎交流分析 スミ 142p
冊子版 978-4-422-11674-7 2018.01
DL不可 EPUB

*1031325316*
カウンセリングと人間性 〈創元こころ文庫 河合隼雄セレクション〉
河合隼雄
（かわい・はやお）
著
創元社

日本の社会にカウンセリング、および臨床心理学を根付かせた第一人者である河
合隼雄。カウンセリングを「人間性」という視点から柔軟に多面的に捉え、その
本質的な問題点を的確に指摘した初期の論説や講演録を収録。

心理学
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎ B146.8 件名◎カウンセリング カカ
341p
冊子版 978-4-422-00051-0 2015.03
DL不可 EPUB

*1031325302*
カウンセリングを考える 上 〈創元こころ文庫 河合隼雄セレクション〉

心理学

同時アクセス1 3,135円 + 税
同時アクセス3 4,702円 + 税
分類◎ B146.8 件名◎カウンセリング カカ
家族の問題、いじめや不登校、カウンセラーの責任と資格、
「生きる」ということなど、 295p
現代社会を生きるうえで出会うさまざまな問題を通して、カウンセリングとは何かを考 冊子版 978-4-422-00052-7 2015.03
河合隼雄
（かわい・はやお）
著
創元社

える。

DL不可 EPUB

*1031325303*
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カウンセリングを考える 下 〈創元こころ文庫 河合隼雄セレクション〉

心理学

同時アクセス1 2,805円 + 税
同時アクセス3 4,207円 + 税
分類◎ B146.8 件名◎カウンセリング カカ
「家族関係」「ユング心理学から見た禅体験」「カウンセリングにおける男性と女 257p
性」「児童文学」「「生きる」ということ」など、さまざまな切り口からカウンセリング 冊子版 978-4-422-00053-4 2015.03
河合隼雄
（かわい・はやお）
著
創元社

を考える。

DL不可 EPUB

*1031325304*
コーチング・バイブル 人の潜在力を引き出す協働的コミュニケーショ
ン 第4版 〈BEST SOLUTION〉

ヘンリー・キムジーハウス著 キャレン・キムジーハウス著
東洋経済新報社

コーチとクライアントの双方が協力し合いながら関係を築いていく「コーアクティブ・
コーチング」。クライアントに本質的な変化をもたらす「コーアクティブ」な手法を、
対話例も交えてわかりやすく解説。ツールキットも収録。

トラウマインフォームドケア “ 問題行動 ”を捉えなおす援助の視点

心理学
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎ 件名◎コーチング ■コ 374p
冊子版 978-4-492-55794-5 2020.07

*1031873868*
心理学

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎146.8 件名◎カウンセリング ノト
問題行動の背景にある、トラウマという「こころのケガ」。対象者の言動をトラウマ 186p
のメガネで見ることから始める、対人援助の新しいアプローチ「トラウマインフォー 冊子版 978-4-535-56382-7 2019.12

野坂祐子
（のさか・さちこ）
著
日本評論社

ムドケア」を紹介。『こころの科学』連載に加筆修正し再構成。

DL不可 EPUB

*1032442149*
音楽療法を知る その理論と技法
宮本啓子
（みやもと・けいこ）
編著
杏林書院

二俣泉
（ふたまた・いずみ）
編著

音楽療法とはどのような治療法か、または健康法であるかを専門の音楽療法士がわ
かりやすく解説。代表的なアプローチや多様な対象への実践例を紹介する。『保
健の科学』連載をもとに書籍化。

心理学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎146.8 件名◎音楽療法 ■オ
205p
冊子版 978-4-7644-0532-5 2014.04

*1031843643*
音楽療法士サバイバル・ブック 幸福な職業生活のための10章
二俣泉
（ふたまた・いずみ）
著
杏林書院

著者が音楽療法の先輩・同僚から学び、また、著者自身が体験から学んだ音楽
療法士の「職業人としてのサバイバルのコツ」、そして「職業生活を通して幸福
になるコツ」を記す。

心理学
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎146.8 件名◎音楽療法 フオ
147p
冊子版 978-4-7644-0534-9 2015.08

*1031843644*
思春期をめぐる冒険 心理療法と村上春樹の世界 増補

〈創元こころ文庫 P-12〉

心理学

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎ B146.8 件名◎心理療法 イシ
316p
「物語」と「心理療法」の関係をふまえながら、実際の心理療法の現場で起こっ 冊子版 978-4-422-00063-3 2016.12
岩宮恵子
（いわみや・けいこ）
著
創元社

ていることを紹介しつつ、村上春樹の作品で描かれていることをテキストにして、さ
まざまな角度から考察する。近年の村上作品を取り上げて増補。

死別の悲しみを乗り越えるために 体験から学びとること
長田光展
（おさだ・みつのぶ）
著
彩流社

自身も妻を亡くし、
「日本グリーフ・ケア・センター」代表となって、喪失に悩む人達を「支
える会」を運営してきた著者が、グリーフケア活動の実践と自らの実感のなかから、
悲嘆からの立ち直りと死別体験の意味について綴る。

DL不可 EPUB

*1031325314*
心理学
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎グリーフケア オシ 215p
冊子版 978-4-7791-2686-4 2020.06
DL不可 EPUB

*1032019551*
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時間のかかる営みを、時間をかけて学ぶための心理療法入門

心理学

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎146.8 件名◎心理療法 ■ジ
現在の社会の中で心理療法を学ぶ意味は何だろうか ? 大学でも教えてくれない根っ 202p
このところから考える心理療法入門。心の捉え方、心理療法の本質と実際、心理 冊子版 978-4-422-11721-8 2019.08
小松貴弘
（こまつ・たかひろ）
編著
創元社

渡辺亘
（わたなべ・わたる）
編著

療法を保健医療や学生相談などの現場に生かす方法を取り上げる。

DL不可 EPUB

*1031325318*
精神科医の話の聴き方10のセオリー
小山文彦
（こやま・ふみひこ）
著
創元社

悩むこころをどのように受け止めたらよいのか。話を聴き、悩みを受け止めるための
10のセオリーについて解説し、それらを基盤とした具体的な対応を、様々な場面ご
とに紹介する。各項末にチェックボックス付き。

心理学
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎146.8 件名◎カウンセリング コセ
184p
冊子版 978-4-422-11704-1 2019.05
DL不可 EPUB

*1031325317*
認知行動療法事典

Encyclopedia of Cognitive Behavioral Therapy

日本認知・行動療法学会編
丸善出版

「認知行動療法」のスタンダードを知ることができる中項目事典。基礎理論、基礎
研究から公認心理師主要5分野、関連法規・倫理まで、広範な治療法をもつ認知
行動療法を網羅的に学ぶための全329項目を収録する。

子どものためのマインドフルネス

心が落ち着き、集中力がグングン高まる!

心理学
同時アクセス1 66,000円 + 税
同時アクセス3 99,000円 + 税
分類◎ R146.8 件名◎認知行動療法－
便覧 ■ニ 25,798p
冊子版 978-4-621-30382-5 2019.08

*1031137170*
心理学

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎146.82 件名◎マインドフルネス ウ
コ 84p
心と体をじょうずにコントロールする方法を身につけよう! 気持ちが落ち着く、集中力 冊子版 978-4-422-11685-3 2018.09

キラ・ウィリー著 アンニ・ベッツイラスト
創元社

が高まる、元気が出るといった効果のある、簡単で楽しいエクササイズ30を、やさ
しい語り口と愉快なイラストで紹介します。

心配ないよ、だいじょうぶ 子どもが不安を克服するためのガイド

*1031325291*
心理学

〈〈おたすけモンスター〉
シリーズ 1〉

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
ポピー・オニール 著 渡辺滋人
（わたなべ・しげと）
訳
分類◎ K146.82 件名◎認知行動療法 オ
創元社
シ 143p
モンスターと一緒に親子で楽しみながらできるワークブック。不安ってそもそも何なの 冊子版 978-4-422-11686-0 2018.09

か、どうしたら乗り越えられるのかを、おたすけモンスターと一緒に親子でワークをし
ながら一つひとつ考えていく。書き込み式。

忙しい人のための公認心理師試験対策問題集 上巻
青山有希
（あおやま・ゆき）
編著
明誠書林

喜田智也
（きた・ともや）
編著

最短で合格できる、効率重視の問題集！正答するためのテクニックが満載！

*1031325292*
心理学
同時アクセス1 3,850円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎ S146.89 件名◎公認心理師 ■
イ 249p
冊子版 978-4-909942-02-9 2019.10

*1031224166*
忙しい人のための公認心理師試験対策問題集 下巻
青山有希
（あおやま・ゆき）
編著
明誠書林

喜田智也
（きた・ともや）
編著

最短で合格できる、効率重視の問題集！正答するためのテクニックが満載！

心理学
同時アクセス1 3,850円 + 税
同時アクセス3 5,500円 + 税
分類◎ S146.89 件名◎公認心理師 ■
イ 233p
冊子版 978-4-909942-03-6 2019.10

*1031224167*
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やってみよう。水晶透視 スクライング・リーディング力が身につく

心理学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎147.4 件名◎透視 ヒヤ 237p
水晶透視の基本からトレーニング方法、スクライング・リーディング力の高め方まで、 冊子版 978-4-7791-2659-8 2020.04

ひあり奈央
（ひあり なお）
著
彩流社

水晶リーディングのコツとスキルアップのポイントをわかりやすく解説。練習を始め
てから映像が見えた瞬間までの体験談も綴る。

*1031980199*
やってみよう。水晶透視 スクライング・リーディング力が身につく

心理学

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎147.4 件名◎透視 ヒヤ 237p
水晶透視の基本からトレーニング方法、スクライング・リーディング力の高め方まで、 冊子版 978-4-7791-2659-8 2020.04

ひあり奈央
（ひあり なお）
著
彩流社

水晶リーディングのコツとスキルアップのポイントをわかりやすく解説。練習を始め
てから映像が見えた瞬間までの体験談も綴る。

DL不可 EPUB

*1031980208*
心理的時間 ―その広くて深いなぞ―

心理学

同時アクセス1 12,760円 + 税
同時アクセス3 25,520円 + 税
分類◎
本書は，不可解な「時間」のほんの一側面である「心理的時間」について語ろう 冊子版 978-4-7628-2059-5
松田 , 文子
北大路書房

とするものである。ほんの一側面ではあるが，その含む内容は広くかつ深い。そのよ
うな心理的時間の多様性と複雑性に触れながら，わが国の心理的時間研究とその
周辺領域を紹介する。時間の心理学研究に一つの歴史を刻む一冊。

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
（こだま・さとし）
著
勁草書房

判断の難しい現代社会の倫理的な問題を、どう考え判断し、どう行動すればよいの
か。死刑制度、噓をつくこと、喫煙の自由等について、哲学的に考える仕方を著
者の見解も交えつつ紹介する。各章末に「読書案内」も掲載。

1996

*1031115518*
倫理学、道徳
同時アクセス1 8,030円 + 税
同時アクセス3 12,100円 + 税
分類◎150 件名◎倫理学 コジ 257,34p
冊子版 978-4-326-15463-0 2020.02

*1031814500*
いまを生きるための倫理学
盛永審一郎
（もりなが・しんいちろう）
編
丸善出版

倫理学、道徳
松島哲久
（まつしま・あきひさ）
編

生命、環境、教育から家族に至るまで、直面する問題にわれわれは如何に向き合
うべきか。生き方やモラルを問い直そうとする現代人が見過ごすことのできないトピッ
クを論題に立て、1テーマ見開き完結で平易に解説する。

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎150.4 件名◎倫理学 ■イ 326p
冊子版 978-4-621-30441-9 2019.11
DL不可

*1031533285*
メタ倫理学の最前線
蝶名林亮
（ちょうなばやし・りょう）
編著
勁草書房

哲学史から、現代メタ倫理学におけるトレンドであった「理由」の概念や道徳的
実在論に関する論争、メタ倫理学上の反実在論・非実在論までを解説。言語哲
学や実験哲学など、哲学の他分野とメタ倫理学の関係も描きなおす。

倫理学、道徳
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎150.4 件名◎倫理学 チメ 370p
冊子版 978-4-326-10275-4 2019.09

*1031137113*
災害の倫理 災害時の自助・共助・公助を考える

倫理学、道徳

同時アクセス1 10,230円 + 税
同時アクセス3 15,400円 + 税
分類◎ 件名◎倫理学 ザサ 269,7p
命にかかわる災害時、誰が、
どのような行動をとるべきなのか。地震・ハリケーン・テロ・ 冊子版 978-4-326-15465-4 2020.04

ナオミ・ザック著
勁草書房

高橋隆雄
（たかはし・たかお）
監訳

感染症などの具体例を元に、功利主義、義務論、徳倫理など倫理学の観点から人々
の行動のあり方について検討する。

*1031670277*
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功利主義とは何か
カタジナ・デ・ラザリ=ラデク著 ピーター・シンガー著
岩波書店

幸福を最大化し、苦しみを最小化する－。功利主義は世界中に大きな影響を与え、
社会変革を促してきた。その歴史・成果・残された課題をコンパクトに解説する、
代表的思想家による入門書。

倫理学、道徳
同時アクセス1 6,930円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎151.7 件名◎功利主義 デコ
148,17p
冊子版 978-4-00-022962-3 2018.11

*1031340499*
「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
（とうごう・しげひこ）
著
弘文堂

天皇の永続はいかにして可能か。近世近現代を生きた人物や実施された制度を中
心に、古代をも視野に入れて永続に繫がる事象を探求。さらに、
「永く続くためには、
どうしたらよいか」という具体論や政策論まで考究する。

倫理学、道徳
同時アクセス1 17,160円 + 税
同時アクセス3 25,740円 + 税
分類◎ 件名◎国体 トテ 342,10p
冊子版 978-4-335-16098-1 2020.06
DL不可

*1032310346*
国体はどのように語られてきたか 歴史学としての「国体」論
小林敏男
（こばやし・としお）
著
勉誠出版

国家の特殊性・固有性を志向する思想・言説の史的展開を探る歴史学としての国
体論。幕末、後期水戸学における国体観から、終戦を経た新憲法制定、象徴天
皇制に関わる国体論にいたるまでを通史的に解説する。

倫理学、道徳
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎155 件名◎国体 ココ 286p
冊子版 978-4-585-22228-6 2019.02

*1032326644*
33歳の決断で有名企業500社を育てた渋沢栄一の折れな
い心をつくる33の教え
渋澤健
（しぶさわ・けん）
著
東洋経済新報社

得意なことよりも好きなことをやれ! 良い金儲けと悪い金儲けを見分けろ! 運も不運も自
らの行動の結果である! 渋沢栄一が残した言葉をもとに、夢を実現させて持続させ
るための33のヒントを紹介する。書き込み欄あり。

LIFE SHIFT 100年時代の人生戦略
リンダ・グラットン著 アンドリュー・スコット著
東洋経済新報社

多くの人が100年以上生きる社会で、どうすれば、個人や家族、企業、社会全体
が長寿化から得る恩恵を最も大きくできるのか。世界で活躍するビジネス思想家た
ちが、成長至上の次に来る、新しいビジョンを示す。

倫理学、道徳
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎ 件名◎人生訓 シサ 263p
冊子版 978-4-492-04663-0 2020.06

*1031814559*
倫理学、道徳
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎159 件名◎人生訓 グラ 399,15p
冊子版 978-4-492-53387-1 2016.11

*1030884600*
one and only 自分史上最高になる
沼田晶弘
（ぬまた・あきひろ）
著
東洋館出版社

超人気小学校教師が若きビジネスパーソンへ贈る、「自己 ベスト」を出し続けるた
めの成功体験の教科書。承認欲求、自己認識、ストレス、目標設定などについて
解説し、成長するための具体的戦略を紹介する。

倫理学、道徳
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎159 件名◎人生訓 ヌワ 273p
冊子版 978-4-491-03752-3 2019.10
DL不可 EPUB

*1032353032*
ニューヨーク大学人気講義 HAPPINESS
GAFA 時代の人生戦略

スコット・ギャロウェイ著
東洋経済新報社

渡会圭子
（わたらい・けいこ）
訳

GAFA が創り変えた世界をどう生きるか。ありふれた成功法則に惑わされることなく、
「迷い」も「恐れ」も振り切る「不変の原則」とは。幸福、成功、愛、健康に
ついての “ 究極の原則 ”を明らかにする。

50

倫理学、道徳
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎159 件名◎人生訓 ギニ 251,6p
冊子版 978-4-492-50310-2 2019.11

*1031137216*

ピック・スリー 完璧なアンバランスのすすめ

倫理学、道徳

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎159 件名◎人生訓 ザピ 393,3p
すべてを完璧にしようとするのではなく、
「仕事、睡眠、家族、運動、友人」の中から、 冊子版 978-4-492-04659-3 2020.03

ランディ・ザッカーバーグ著
東洋経済新報社

三輪美矢子
（みわ・みやこ）
訳

毎日3つのことだけをうまくやる。ストレスも後悔も罪悪感もなく、毎日最高の自分にな
れる生き方＆働き方を紹介する。書き込み欄あり。

*1031507093*
菜根譚コンプリート 全文完全対照版
洪自誠
（こう・じせい）
著
誠文堂新光社

野中根太郎
（のなか・ねたろう）
訳

儒教をベースに、道教や仏教を加味して、世のなかの仕組みや人情のあり方につ
いて、わかりやすく教えてくれる中国の古典「菜根譚」。その全文の一文超訳と、
現代語訳、書き下し文、原文、注釈を収録する。

倫理学、道徳
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎159 件名◎人生訓 コサ 342p
冊子版 978-4-416-71911-4 2020.01
EPUB

*1032326734*
片づけHACKS! がんばらないで成果が上がる「場を整える」コツと習慣
小山龍介
（こやま・りゅうすけ）
著
東洋経済新報社

部屋が片づくことで仕事が片づき、膨大な情報が整理されてどんどんアイデアが生
まれる! ものの片づけにとどまらない、新しいチャンスを呼び込む余白をつくりだすた
めのハッキング術を紹介する。

倫理学、道徳
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎159 件名◎人生訓 コカ 236p
冊子版 978-4-492-04603-6 2016.12

*1030884637*
一流の MC 力 どんな仕事でも成果を最大にする
三枝孝臣
（さえぐさ・たかおみ）
著
東洋経済新報社

ビジネスにもプライベートにも役立つ「MC 力」を鍛えて、チャンスと成功を手に入
れよう! 数々のヒット番組を手掛けてきた敏腕プロデューサーが、具体的な事例を交
えながら、MC 力の鍛え方を解説する。

倫理学、道徳
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎159.4 件名◎人生訓 サイ 222p
冊子版 978-4-492-04605-0 2016.12

*1030884587*
楽しくなければ仕事じゃない

「今やっていること」
がどんどん「好きで得意」になる働き方の教科書
干場弓子
（ほしば・ゆみこ）
著
東洋経済新報社

キャリアプラン・好きを仕事にする・夢をかなえる…。働く人を惑わす10の言葉から
自由になるには ? 全国5000の書店と直取引をする出版界で大注目の経営者が、人
生の楽しさを最大化する働き方、生き方、動き方を伝える。

最強の働き方

世界中の上司に怒られ、凄すぎる部下・同僚に学んだ77の教訓

ムーギー・キム
（きむ・むーぎー）
著
東洋経済新報社

「頭の IQ や学歴」より大切な、「仕事の IQ」を高めるには ? 世界中のあらゆる職
業で重視される「一流の基本」を、77の教訓に体系化して紹介。ジャケット裏に「100
万部突破記念 パーティーでの予定スピーチ原稿」あり。

正直、仕事のこと考えると憂鬱すぎて眠れない。

リアルすぎる! 仕事の悩みあるある図鑑
じゅえき太郎
（じゅえき たろう）
著
東洋経済新報社

職場の雰囲気になじめない。お昼過ぎの睡魔に勝てない。転職したいけど忙しすぎ
てそんな余裕がない…。仕事の悩みとそれを少しでも軽くするための解決策を、働き
アリの4コマ漫画とともに紹介する。

倫理学、道徳
同時アクセス1 4,620円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎159.4 件名◎人生訓 ホタ 278p
冊子版 978-4-492-04657-9 2019.11

*1031137213*
倫理学、道徳
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎159.4 件名◎人生訓 キサ 375p
冊子版 978-4-492-04593-0 2016.07

*1030884616*
倫理学、道徳
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎159.4 件名◎人生訓 ジシ 158p
冊子版 978-4-492-22392-5 2019.10

*1030988246*
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宗教事象事典

宗教

レジーヌ・アズリア編 ダニエル・エルヴュー=レジェ編
みすず書房

今日の世界にみられるさまざまな宗教を扱い、多様な現れをとる〈事象〉に、学際
的かつ超領域的な人文社会科学のアプローチで迫る。宗教的なものと関係する諸
問題への考察を助ける項目など67項目を収録。

同時アクセス1 66,000円 + 税
同時アクセス3 99,000円 + 税
分類◎ R160.36 件名◎宗教－便覧 ■シ
774p
冊子版 978-4-622-08798-4 2019.05

*1030990043*
宗教者と科学者のとっておき対話 人のいのちと価値観をめぐって
有馬頼底
（ありま・らいてい）
著
かもがわ出版

安斎育郎
（あんざい・いくろう）
著

“ 物言う禅僧 ”と言われる臨済宗の高僧と、多彩な興味と思索が尽きない科学者が
織りなす、人生観と価値観についての深い洞察に満ちた対話。2019年秋に行われ
た対談を整理・補筆し書籍化。

宗教
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎160.4 件名◎宗教と科学 アシ
141p
冊子版 978-4-7803-1072-6 2020.02

*1031843676*
プレステップ宗教学 第3版 〈PRE-STEP 08〉

宗教

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎161 件名◎宗教学 イプ 167p
学生の「学ぶ喜び」と教員の「伸ばす楽しみ」を実現する宗教学の入門テキスト。 冊子版 978-4-335-00152-9 2020.03
石井研士
（いしい・けんじ）
著
弘文堂

宗教の意味や役割を豊富なイラストとともにわかりやすく解説する。予習、
ワーク、
レポー
ト課題も掲載。参考動画を閲覧できるQRコード付き。

DL不可

*1031873794*
ルードルフ・オットー 宗教学の原点

宗教

同時アクセス1 10,780円 + 税
同時アクセス3 16,170円 + 税
分類◎161.2 件名◎宗教学－歴史 サル
20世紀最大の神学者はどのように「宗教学」の基盤を築いたのか。「聖なるもの」 293,16p
の経験を言語化し、「西洋」と「東洋」が出会い、融合するパースペクティヴを 冊子版 978-4-7664-2645-8 2019.12
澤井義次
（さわい・よしつぐ）
著
慶應義塾大学出版会

追究した思想家、ルードルフ・オットーの生涯と思想を描く。

*1031533216*
日本宗教史 3 宗教の融合と分離・衝突
伊藤聡
（いとう・さとし）
編
吉川弘文館

吉田一彦
（よしだ・かずひこ）
編

日本宗教史という視座から日本の社会や文化、そして世界の中での日本の位置を考
究。3は、古代から現代まで、
ざまざまな宗教・思想・信仰の融合と葛藤の軌跡を辿る。

宗教
同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎ 件名◎宗教－日本 ■ニ 294p
冊子版 978-4-642-01743-5 2020.08

*1032310329*
日本宗教史 1 日本宗教史を問い直す
吉田一彦
（よしだ・かずひこ）
編
吉川弘文館

上島享
（うえじま・すすむ）
編

日本宗教史という視座から日本の社会や文化、そして世界の中での日本の位置を考
究。1は、古代から近代まで、神の祭祀や仏法伝来、宗教活動の展開と宗教統制、
政治との関係などを概観。日本の豊かな宗教史像をとらえ直す。

宗教
同時アクセス1 12,100円 + 税
同時アクセス3 18,150円 + 税
分類◎ 件名◎宗教－日本 ■ニ 326p
冊子版 978-4-642-01741-1 2020.09

*1032433707*
絵図と映像にみる山岳信仰

宗教

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎163.1 件名◎山岳崇拝 イエ
大山や出羽三山など、日本各地に聳える霊山について、著者が35年余りに渡り行っ 221p 図版8枚
てきた山岳信仰研究の集大成。古地図や映像をできる限り活用した歴史地理学・ 冊子版 978-4-86099-345-0 2019.03
岩鼻通明
（いわはな・みちあき）
著
海青社

文化地理学的視点から日本各地の霊山信仰を究明する。

*1030866946*
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富士山 信仰と表象の文化史

宗教

同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎163.1 件名◎山岳崇拝 エフ
富士山は、なぜ「信仰の対象と芸術の源泉」なのか。その山容に日本人は、そし 332,30p
て外国人は何を見てきたのか。
ウェスタンミシガン大学名誉教授の著者が、文献調査、 冊子版 978-4-7664-2542-0 2019.04
H. バイロン・エアハート著
慶應義塾大学出版会

宮家準
（みやけ・ひとし）
監訳

フィールドワーク等からその多層的・複合的な姿を明らかにする。

*1031340598*
古事記の法則 風水が解き明かす日本神話の謎
目崎茂和
（めざき・しげかず）
著
東京書籍

古事記に収められた神話の背後には、巧妙な仕掛けが隠されていた－。風水の基
本となる陰陽五行や八卦説を駆使して、古代の人々が古事記に隠蔽した暗号を解
き明かす。

宗教
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 8,360円 + 税
分類◎164.1 件名◎神話－日本 メコ
373p
冊子版 978-4-487-80173-2 2010.09
DL不可 EPUB

*1032267599*
ギリシア神話の森 古代美術が彩る世界

宗教

同時アクセス1 7,370円 + 税
同時アクセス3 11,110円 + 税
分類◎164.31 件名◎神話－ギリシア・
ギリシア神話の生成、世界の創造と神々の誕生。その愛の物語、英雄たちの冒険、 ローマ ニギ 239p
トロイア戦争、オデュッセウスの漂泊…。ギリシア神話の世界を多数の図版を使っ 冊子版 978-4-7791-2231-6 2016.04
丹羽隆子
（にわ・たかこ）
著
彩流社

てわかりやすく読み解く。

*1031579541*
宗教の羅針盤 ズバリ!! 図式で考える
西川義光
（にしかわ・ぎこう）
著
海青社

世界3大宗教と言われる、キリスト教・イスラム教・仏教の「神仏と自己の関係」
に注目し、教義構造を図式化。宗教・宗派の垣根を超えて教義を理解する方法を
提案する。英語の対訳付き。

宗教
同時アクセス1 3,055円 + 税
同時アクセス3 4,583円 + 税
分類◎165 件名◎比較宗教学 ニシ 61p
冊子版 978-4-86099-337-5 2018.08

*1030866938*
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
（くろさき・ひろゆき）
著
弘文堂

現代社会で神道・神社が果たせる役割とは。祭りや伝統芸能など神道文化が果た
しうる役割について、地域再生、メディア・コミュニケーション、災害復興の面から、
実践のあり方やその担い手の認識に焦点を当てて考察する。

神道
同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎170.4 件名◎神道 クシ 263,4p
冊子版 978-4-335-16096-7 2019.12
DL不可

*1031434007*
日本の祭神事典 社寺に祀られた郷土ゆかりの人びと

神道

同時アクセス1 45,540円 + 税
同時アクセス3 81,972円 + 税
分類◎ R175.2 件名◎神祇－辞典 ■ニ
歴史上の有名人から地域に貢献した市井の人まで、全国各地の神社・寺院・小祠・ 557p
堂などで祭神として祀られた郷土ゆかりの人物を収録。都道府県ごとに人物の概略 冊子版 978-4-8169-2449-1 2014.01

日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

と社寺の由緒、関連行事・史跡等を記述する。

*1032442120*
日本の祭と神賑 京都・摂河泉の祭具から読み解く祈りのかたち
森田玲
（もりた・あきら）
著
創元社

現代日本の祭を、神事と神賑行事という基本構造から、神輿・提灯・太鼓台・地
車・唐獅子などの祭具とともに探求。京都と大阪（摂津・河内・和泉）を中心に、
日本各地で多彩に展開する祭の本質と新たな魅力を描き出す。

神道
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎176 件名◎祭り モニ 223p
冊子版 978-4-422-23035-1 2015.07

*1031325293*
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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
（きぬがわ・さとし）
著
吉川弘文館

中世人は富や健康、呪詛などの願望成就を求め、寺社は期待に応えて祈りを提供
した。人々は神仏にいかに依存し、どう利用したか。期待と実際とのズレから民衆
の内面に迫り、現代の「無宗教」を考える手掛かりを示す。

六朝期における仏教受容の研究
遠藤祐介
（えんどう・ゆうすけ）
著
白帝社

六朝期の知識人がいかなる宗教的関心に導かれて仏教を受容したのか、そして六
朝期の知識人の宗教的関心には時代的変遷や連続性が見出されるのか。羅什到
来前後の時期を意識しながら考察する。

仏教
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎162.1 件名◎宗教－日本 キシ
213p
冊子版 978-4-642-05891-9 2019.12

*1031340531*
仏教
同時アクセス1 19,962円 + 税
同時アクセス3 29,944円 + 税
分類◎182.22 件名◎仏教－中国 エリ
539p
冊子版 978-4-86398-172-0 2014.12

*1030956571*
近世地方寺院経営史の研究

仏教

同時アクセス1 28,600円 + 税
同時アクセス3 42,900円 + 税
分類◎185.6 件名◎寺院－日本 タキ
近世の小規模仏寺はいかに経営を成り立たせ、存続し得たのか。関東地域の祈禱・ 241,7p
修験・無住寺院を中心に、宗教や金融、土地集積など多様な活動を検討。寺門 冊子版 978-4-642-03496-8 2019.08
田中洋平
（たなか・ようへい）
著
吉川弘文館

の存立基盤である地域社会の実態と寺院の維持・展開との関係に迫る。

*1030990053*
薬師如来謎の古代史 ―仏の素顔とインドの魔族―

仏教

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎
隠された鬼神信仰。ヤクシブツとその眷属の原態をもとめて。ビシャモン、カンノン、 冊子版 978-4-88202-438-5
清川 理一郎
彩流社

大日、不動、阿弥陀……等、仏の素顔とインドの魔族。御柱祭・ミサクチ神の祭
りが語っているものは何か。文化の波状理論とＫＪ法を駆使して描く神々の素顔。わ
が国の古い神社の祭神や祭には謎とされているものが多い。世界的視野から迫る
日本古代史の原像。

鎌倉浄土教の先駆者法然 〈歴史文化ライブラリー 494〉

1997

*1031980126*
仏教

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎188.62 件名◎法然 ナカホ 201p
ひたすら念仏を唱えれば往生できる－。庶民救済の道を開き、鎌倉時代の仏教に 冊子版 978-4-642-05894-0 2020.02
中井真孝
（なかい・しんこう）
著
吉川弘文館

多大な影響を与えた法然。近年発見された伝記史料や著作「選択本願念仏集」
からその生涯をたどり、思想と教えの特徴を読み解く。

*1031533269*
東国の中世石塔
磯部淳一
（いそべ・じゅんいち）
著
吉川弘文館

鎌倉時代に東国と考えられていた地域に残る中世石塔1082基を集録。石塔の形
態や分布から各地域の特徴を解明し、東国全体を改めて見直す。資料として、種
類別、成立年代順の東国石塔一覧を付す。

仏教
同時アクセス1 71,500円 + 税
同時アクセス3 107,250円 + 税
分類◎ 件名◎遺跡・遺物－日本 イト
774,50p
冊子版 978-4-642-09356-9 2020.07

*1031983397*
超図解一番わかりやすいキリスト教入門

キリスト教

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎190 件名◎キリスト教 ■チ 175p
アメリカでのキリスト教徒と政治の関係は? ヨーロッパでキリスト教が衰退しているっ 冊子版 978-4-492-22364-2 2016.11
月本昭男
（つきもと・あきお）
監修 インフォビジュアル 研究所著
東洋経済新報社

てホント? なぜ パレスチナをめぐる紛争が起こっているの ? 聖書の内容やキリスト
教の歴史を豊富な図版でやさしく解説します。

*1030884594*
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ジャンセニスム生成する異端 近世フランスにおける宗教と政治

キリスト教

同時アクセス1 26,510円 + 税
同時アクセス3 39,820円 + 税
分類◎198.2235 件名◎カトリック教－フ
ジャンセニスムをめぐる論争は、近世フランスのカトリック教会における最大の宗教 ランス ミジ 335,58p
論争だった。宗派対立を超えて、異端の認定をめぐる排除と抵抗の力学を徹底し 冊子版 978-4-7664-2653-3 2020.02
御園敬介
（みその・けいすけ）
著
慶應義塾大学出版会

た文献調査に基づいて明らかにし、共同体と個人の関係を再考する。

*1031616252*
上海におけるプロテスタント

現代中国の都市と宗教空間をめぐる変遷

キリスト教

同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
村上志保
（むらかみ・しほ）
著
分類◎ 件名◎プロテスタント－中国 ムシ
勉誠出版
296,9p
急速な経済発展と社会の変化が宗教に与える影響とは。国家によって宗教活動に 冊子版 978-4-585-21055-9 2020.05

対する様々な制限を受けながらも、現代を生きる中国プロテスタントたちの姿を、経
済都市上海でのフィールドワークを通して描く。

スクエア・アンド・タワー 上 ネットワークが創り変えた世界

*1031873751*
歴史

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎204 件名◎歴史 フス 395p
垂直の階層制か、分散型のネットワークか ? 古代から現代までの歴史を、階層制と 冊子版 978-4-492-37126-8 2019.12

ニーアル・ファーガソン著
東洋経済新報社

柴田裕之
（しばた・やすし）
訳

ネットワークという2つの組織形態と両者のダイナミックな相互関係の観点から考察。
上は、王家による階層制の復興などを取り上げる。

*1031340608*
スクエア・アンド・タワー 下 権力と革命500年の興亡史

歴史

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎204 件名◎歴史 フス 500p
垂直の階層制か、分散型のネットワークか ? 古代から現代までの歴史を、階層制と 冊子版 978-4-492-37127-5 2019.12

ニーアル・ファーガソン著
東洋経済新報社

柴田裕之
（しばた・やすし）
訳

ネットワークという2つの組織形態と両者のダイナミックな相互関係の観点から考察。
下は、21世紀のネットワークなどを取り上げる。

*1031340609*
歴史の歴史

歴史

樺山紘一
（かばやま・こういち）
著
千倉書房

歴史が歴史として体系化され、人類が知恵を武器に世界を広げていった道行きを、
アイデンティティ、自然観、暦や時間、奴隷、倉庫、法と王権、教養などのテー
マを設定しながら解説する。

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,320円 + 税
分類◎204 件名◎歴史 カレ 462p
冊子版 978-4-8051-1034-8 2014.12

*1031115494*
歴史学で卒業論文を書くために
村上紀夫
（むらかみ・のりお）
著
創元社

題目の考え方、論文の集め方と読み方、史料の探し方、文章の書き方…。歴史
学をはじめ、人文科学の分野で卒業論文に挑む学生に向けて、4年生の4月から
提出までの作業を順に指南する。

歴史
同時アクセス1 4,290円 + 税
同時アクセス3 6,435円 + 税
分類◎207 件名◎歴史学 ムレ 220p
冊子版 978-4-422-80041-7 2019.09
DL不可 EPUB

*1031325335*
移民の世界史

歴史

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 11,440円 + 税
分類◎ 件名◎世界史 コイ 235p
現生人類の誕生から今日に至るまでの人の移動の歴史を、世界のさまざまな地域に 冊子版 978-4-487-81254-7 2020.05

ロビン・コーエン著
東京書籍

小巻靖子
（こまき・やすこ）
訳

目を向けながらたどる。巡礼者、労働者、難民、亡命者、留学生…。時代がわ
かる写真や地図、グラフを多数掲載し、移民の歴史とこれからに迫る。

*1032267596*
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反穀物の人類史 国家誕生のディープヒストリー

歴史

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎209.2 件名◎世界史－古代 スハ
豊かな採集生活を謳歌した「野蛮人」は、いかにして古代国家に家畜化されたの 232,42p
か ? 国家形成における穀物の役割とは? 農業国家による強制の手法とは? 考古学、 冊子版 978-4-622-08865-3 2019.12

ジェームズ・C.スコット著
みすず書房

立木勝
（たちき・まさる）
訳

人類学などの最新成果をもとに、壮大な仮説を提示する。

*1031670264*
歴史のなかの人びと 出会い・喚起・共感

歴史

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎209.6 件名◎世界史ー19世紀 ■
歴史の記録に残されていない人びと、未解決事件…。歴史研究者たちが「人」 レ 196,30p
に立ち返り、史料から多様な人びとの営みを掘り起こし、その日常を紡ぐ。「歴史を 冊子版 978-4-7791-2666-6 2020.04
樋口映美
（ひぐち・はゆみ）
編
彩流社

知る・学ぶ・考える」ことの面白さを呼び起こす一冊。

DL不可 EPUB

*1031980128*
「20世紀史」
を考える

歴史

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎
〈早くも忘れ去られつつある時期〉に照準。共有されるべき私たちの時代像のために。 冊子版 978-4-326-24834-6
塩川 , 伸明
勁草書房

民主化，国民国家化の拡大に時代の意味を探る。

2004

*1030884568*
国際紛争・内戦史事典 トピックス1901-2009

歴史

同時アクセス1 47,300円 + 税
同時アクセス3 85,140円 + 税
分類◎ R209.7 件名◎世界史ー20世紀
国際紛争、戦争、内戦、暴動、革命、クーデター、暗殺、反体制運動、テロ －年表 ■コ 485p
リズムなど、世界の紛争と内戦に関する重要なトピックス3254件を、1901年から 冊子版 978-4-8169-2255-8 2010.06
日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

2009年まで年月日順に掲載。国名、事項名の索引付き。

*1032442113*
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

歴史

同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎209.74 件名◎レジスタンス運動
アメリカCIA の前身の組織・米国戦略諜報局（OSS）が、「どのようにすれば組 ■サ 123p
織がうまくまわらなくなるのか」「どのようにすれば、うっかり事故や災害が起きてしまう 冊子版 978-4-7628-2899-7 2015.07
米国戦略諜報局編
北大路書房

越智啓太
（おち・けいた）
監訳・解説

のか」をまとめたマニュアル。解説付き。

*1031828328*
鳳岡林先生全集 第1巻～第4巻 影印
林鳳岡
（はやし・ほうこう）
著
勉誠出版

徳田武
（とくだ・たけし）
編

江戸前期の漢学界を代表する林鳳岡の文章の影印を集成。その詩と散文から、
江戸前期の生活や政治、学問、日中韓の交流史を構築する手掛かりともなる朝鮮
通 信 使との交 流、中
分売不可
国文化の捉え方などを
セットバーコード
知ることができる。

*9784585290605*

閉ざされた神々 ―黄泉の国の倭人伝―
沢 , 史生
彩流社

“ロクでなし”とさげすまれる妖怪（天狗や河童、鬼）とは何か？ 日本民族の源流
に産鉄民の姿を求めて全国を踏査した著者が、産鉄民俗学によって伝説や伝承に
秘められた“ 物言えぬ人びと” の声を聞き、蘇えらせたもう一つの日本史。

日本史
本体84,000円 + 税
同時アクセス1 184,800円 + 税
同時アクセス3 277,200円 + 税
分類◎121.54 ハホ
冊子版 978-4-585-29060-5(set)
2014.02

日本史
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-050-9

*1030945539*
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1984

元号読本 「大化」から「令和」まで全248年号の読み物事典

日本史

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎210.023 件名◎年号 ■ゲ 366p
「大化」から「令和」まで、全248の日本公年号を解説。改元理由、改元年月日、 冊子版 978-4-422-23040-5 2019.05
所功
（ところ・いさお）
編著
創元社

久禮旦雄
（くれ・あさお）
編著

使用期間、出典、勘申者、天皇、年号を冠する用語なども掲載する。年号・元
号制度の基礎知識、歴代天皇宸筆なども収録。

DL不可 EPUB

*1031325324*
古瓦図鑑 新装版
石田茂作
（いしだ・もさく）
編
吉川弘文館

明治・大正期の考古学者、高橋健自が収蔵した日中韓の古瓦コレクションを、仏
教考古学者の石田茂作が形式ごとに分類・編集して戦前に刊行した貴重な図鑑を
新装復刻。発見地や寸法も明記するなど、古代史・考古研究の重要資料。

日本史
同時アクセス1 70,400円 + 税
同時アクセス3 105,600円 + 税
分類◎210.025 件名◎瓦 ■コ 284p
冊子版 978-4-642-01661-2 2019.10

*1031137105*
日本史を学ぶための図書館活用術 辞典・史料・データベース

日本史

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎210.07 件名◎日本－歴史－研究
日本史を初めて学ぶ人に向けて、図書館にある辞典や年表、古代・中世史料の注 法 ハニ 175,8p
釈書などの特徴と便利な活用方法をわかりやすく解説する。データベース活用法も 冊子版 978-4-642-08370-6 2020.03
浜田久美子
（はまだ・くみこ）
著
吉川弘文館

紹介した、学生のレポート作成等に幅広く役立つガイドブック。

*1031616168*
食べ物の民俗考古学 木の実と調理道具

日本史

同時アクセス1 14,300円 + 税
同時アクセス3 21,450円 + 税
分類◎210.2 件名◎遺跡・遺物－日本 ナ
木の実の乾燥・備蓄、それを割った石器…。縄紋時代以降の人々は食べ物をどの タ 162p
ように処理し、利用したか。出土遺物が形成された背景を、各地に残る民俗事例 冊子版 978-4-642-08204-4 2019.10
名久井文明
（なくい・ぶんめい）
著
吉川弘文館

を参照して追究する。「生活道具の民俗考古学」の姉妹編。

*1031137106*
生活道具の民俗考古学 籠・履物・木割り楔・土器

日本史

同時アクセス1 14,300円 + 税
同時アクセス3 21,450円 + 税
分類◎210.2 件名◎遺跡・遺物－日本 ナ
籠、曲げ物、土器…。縄紋時代以降の人々は生活道具をどのように作り、使用したか。 セ 182p
出土遺物が形成された背景を、各地に残る民俗事例を参照して追究。現代に受 冊子版 978-4-642-08205-1 2019.10
名久井文明
（なくい・ぶんめい）
著
吉川弘文館

け継がれる様々な技術を見出す。「食べ物の民俗考古学」の姉妹編。

*1031137107*
図説縄文人の知られざる数学 一万年続いた縄文文明の正体

日本史

同時アクセス1 9,350円 + 税
同時アクセス3 13,750円 + 税
分類◎210.25 件名◎縄文式文化 オズ
縄文文明は、双曲図形と楕円図形の曲線図形が基本だった－。森羅万象を生み 371p
出すこの “ 異形同質を結ぶ方法 ”こそ、縄文人が自然界から学んだ幾何学だったこ 冊子版 978-4-7791-2333-7 2017.07
大谷幸市
（おおたに・こういち）
著
彩流社

とを検証する。

*1030945571*
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

日本史

同時アクセス1 23,100円 + 税
同時アクセス3 34,650円 + 税
分類◎210.25 件名◎縄文式文化 オジ
X 線を用い、土器作成時の胎土へ混入されたタネやムシの痕跡を検出する新たな 258p
研究手法を提唱。その作業手順や技能などを検証しつつ、植物栽培や害虫発生 冊子版 978-4-642-09354-5 2019.12
小畑弘己
（おばた・ひろき）
著
吉川弘文館

の過程を分析し、縄文人の暮らしや、植物・昆虫に対する意識を探り出す。

*1031340534*
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邪馬台国は福岡県朝倉市にあった!!

「畿内説」における
「失敗の本質」 〈勉誠選書〉
安本美典
（やすもと・びてん）
著
勉誠出版

「根拠なき信念」に取り憑かれ、事実よりマスコミ発表を重視する研究者たち。邪
馬台国は福岡県朝倉市地域にあったことを詳述し、「畿内説」がデータの改ざんな
ど、「研究不正」の域に達していることを論じる。

卑弥呼と女性首長 新装版
清家章
（せいけ・あきら）
著
吉川弘文館

邪馬台国の女王卑弥呼と後継の台与。なぜこの時期に女王が集中したのか。考
古学・女性史・文献史・人類学などを駆使し、弥生時代から古墳時代までの女性
の役割と地位を解き明かし、卑弥呼が擁立された背景と要因に迫る。

日本史
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎210.273 件名◎邪馬台国 ヤヤ
32,252p
冊子版 978-4-585-22243-9 2019.09

*1030831380*
日本史
同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎210.273 件名◎邪馬台国 セヒ
241p
冊子版 978-4-642-08382-9 2020.03

*1031616170*
テーマで学ぶ日本古代史 政治・外交編

日本史

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－古代 ■テ
日本古代史を学ぼうとする人に研究の魅力を伝える概説書。政治や外交に関わる 223p
主要テーマを、研究の蓄積や最新の成果にふれつつ平易に解説。研究史、最新 冊子版 978-4-642-08384-3 2020.06
佐藤信
（さとう・まこと）
監修
吉川弘文館

新古代史の会編

の見解、読むべき参考文献などがわかる。

*1031873777*
テーマで学ぶ日本古代史 社会・史料編

日本史

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－古代 ■テ
日本古代史を学ぼうとする人に研究の魅力を伝える概説書。戸籍、土地制度、宗教、 262p
文化、交通史、災害史、女性史について、現時点の研究の蓄積や到達点を平易 冊子版 978-4-642-08385-0 2020.06
佐藤信
（さとう・まこと）
監修
吉川弘文館

新古代史の会編

に解説。研究史、最新の見解、読むべき参考文献などがわかる。

*1031873778*
逆説としての『記・紀』神話 ―日本古代史への視座―
近江 , 雅和
彩流社

戦後、大野晋氏がインドのタミール語と日本語の親近性を述べた。この対応語の
古語の語源を西アジアまで拡大し、『廣韻』を使った『書紀』の徹底分析と検証
によって、神話の「からくり」と大和朝廷成立以前の先住部族の姿を浮き彫りにし、
重層的な部族の渡来とそのルート、さまざまな信仰と文化の痕跡を読み取り、新た
な知見をもとに組み立てた。

戸籍が語る古代の家族 〈歴史文化ライブラリー 488〉

日本史
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-554-2

1998

*1032019526*
日本史

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎210.3 件名◎日本－歴史－古代 イ
国民の身分台帳たる戸籍。古代にも戸籍に人々が登録され、租税負担の基本となっ コ 215p
ていた。どの範囲の親族が記載されたのか ? 人口総数は? 歳の差婚が多かった理 冊子版 978-4-642-05888-9 2019.10
今津勝紀
（いまず・かつのり）
著
吉川弘文館

由とは? 戸籍から見えてくる古代の人々の暮らしを描き出す。

*1031137101*
神功皇后と広開土王の激闘 蘇る大動乱の五世紀

〈推理・邪馬台国と日本神話の謎〉

日本史

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎210.3 件名◎日本－歴史－古代
ヤジ 294p
風雲の5世紀は、高句麗の広開土王と日本の神功皇后によってはじまった－。「古 冊子版 978-4-585-22561-4 2019.03
安本美典
（やすもと・びてん）
著
勉誠出版

事記」「日本書紀」などに記されている神功皇后の朝鮮半島侵攻の話はつくり話な
のか。内外の文献から史実の核を抽出し、大動乱の時代を復元する。
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*1032019486*

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〉

日本史

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
三谷芳幸
（みたに・よしゆき）
著
分類◎210.3 件名◎日本－歴史－古代 ミ
吉川弘文館
ダ 204p
古代の人びとは、大地とどのように関わっていたのか。大地をめぐる地方と都の人び 冊子版 978-4-642-05893-3 2020.02

との豊かな営みや、土地への ユニークな信仰を追究。「未開」と「文明」の葛
藤をたどり、日本人の宗教的心性のひとつの根源を探り出す。

天皇とは ―神器と王権の形成・衰退―
渡辺 , 光敏
彩流社

「三種の神器」とは何か！ “ 渡邊史学 ”ともいうべき民族言語学的方法による古代
渡来王朝の秘密を解き、その形成と衰退を描くとともに、明治維新での権力の復活、
そして大日本帝国の崩壊による権力の喪失過程を通して天皇の歴史と本質に迫る。

*1031533268*
日本史
同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 15,620円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-762-1

2002

*1030945574*
日本の建国 神武天皇の東征伝承・五つの謎 〈勉誠選書〉
安本美典
（やすもと・びてん）
著
勉誠出版

神武天皇の建国伝承は、史実なのか、神話なのか、単なる作り話なのか。「古事
記」や「日本書紀」は、なぜ長い神話を語らなければならなかったのか。日本のは
じまりを考察する。長浜浩明著「日本の誕生」の徹底批判も収録する。

日本史
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 6,930円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－古代 ヤニ
253p
冊子版 978-4-585-22281-1 2020.06

*1032310311*
日本古代の歴史 1 倭国のなりたち

日本史

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.3 件名◎日本－歴史－古代
日本国・日本人とは何か ? 考古学・文献史学・人類学の成果を総合しながら、日 ■ニ 286p
本のはじまりに迫る。1は、旧石器時代から飛鳥・藤原京にいたる列島の歴史と文 冊子版 978-4-642-06467-5 2013.07
佐藤信
（さとう・まこと）
企画編集委員
吉川弘文館

佐々木恵介
（ささき・けいすけ）
企画編集委員

化を読み解き、倭国の成立を描く。

*1030893533*
日本古代の歴史 2 飛鳥と古代国家

日本史

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.3 件名◎日本－歴史－古代
日本国・日本人とは何か ? 考古学・文献史学・人類学の成果を総合しながら、日 ■ニ 271p
本のはじまりに迫る。2は、継体・欽明朝から藤原京の時代まで、激動する東アジ 冊子版 978-4-642-06468-2 2013.09
佐藤信
（さとう・まこと）
企画編集委員
吉川弘文館

佐々木恵介
（ささき・けいすけ）
企画編集委員

ア情勢の中で古代国家と飛鳥・白鳳文化が形成された過程を描く。

*1030893534*
日本古代の歴史 3 奈良の都と天平文化

日本史

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.3 件名◎日本－歴史－古代
日本国・日本人とは何か ? 考古学・文献史学・人類学の成果を総合しながら、日 ■ニ 294p
本の古代に迫る。3は、律令制により国家体制を整備・強化し、国際色豊かな文 冊子版 978-4-642-06469-9 2013.11
佐藤信
（さとう・まこと）
企画編集委員
吉川弘文館

佐々木恵介
（ささき・けいすけ）
企画編集委員

化が花開いた8世紀の奈良の都と天平文化を描く。

*1030893535*
日本古代の歴史 4 平安京の時代

日本史

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.3 件名◎日本－歴史－古代
日本国・日本人とは何か ? 考古学・文献史学・人類学の成果を総合しながら、日 ■ニ 274p
本の古代に迫る。4は、蝦夷との戦いと国土の策定、律令制の再編、摂政・関白 冊子版 978-4-642-06470-5 2014.01
佐藤信
（さとう・まこと）
企画編集委員
吉川弘文館

佐々木恵介
（ささき・けいすけ）
企画編集委員

の登場などにより成熟・変質した9世紀日本を描く。

*1030893536*
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日本古代の歴史 5 摂関政治と地方社会

日本史

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.3 件名◎日本－歴史－古代
日本国・日本人とは何か ? 考古学・文献史学・人類学の成果を総合しながら、日 ■ニ 239p
本の古代に迫る。5は、摂政・関白の政策決定、受領の地方支配、浄土信仰の 冊子版 978-4-642-06471-2 2015.12
佐藤信
（さとう・まこと）
企画編集委員
吉川弘文館

佐々木恵介
（ささき・けいすけ）
企画編集委員

展開など、摂関政治の時代を東アジアとの交流等の新視点を交えて描く。

*1030893537*
日本古代の歴史 6 列島の古代

日本史

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.3 件名◎日本－歴史－古代
日本国・日本人とは何か ? 考古学・文献史学・人類学の成果を総合しながら、日 ■ニ 256p
本の古代に迫る。6は、列島のなりたちや旧石器時代から古代の終焉までに至る、 冊子版 978-4-642-06472-9 2019.03
佐藤信
（さとう・まこと）
企画編集委員
吉川弘文館

佐々木恵介
（ささき・けいすけ）
企画編集委員

古代史全体の輪郭・流れを通時的に概観する。

*1030893538*
日本古代史の「病理」 戦争体験を風化させる学界の風潮
相原精次
（あいはら・せいじ）
著
彩流社

戦後、皇国史観を脱却した新史観によって見直された古代史が、いつの間にか “ 大
和史観 ” の見えない幕で覆われた。疑問に向き合わない学界の実態を鋭く衝き、古
代史の真相を直視しない現状に警鐘を鳴らす。

日本史
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.3 件名◎日本－歴史－古代
アニ 297p
冊子版 978-4-7791-2618-5 2020.02

*1031980187*
八幡大神の神託 ―隼人征伐から源平争乱までの事件史―
清輔 , 道生
彩流社

日本古代史は八幡大神なくしては語れない。宇佐仏教成立前史から神仏習合発祥
秘史、八幡神教と良弁、道鏡事件の真相、宇佐八幡宮と清和源氏、安徳天皇
の秘密の生涯、宇佐八幡宮炎上事件などを通してその本質を解明する労作。

日本史
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-366-1

1995

*1030945553*
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〉

日本史

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－古代 セリ
日本古代史の基本史料として絶対的な古事記と日本書紀。だが、古代には“ 記紀 ” 266p
以外にも帝紀・旧辞、天皇記・国記、上宮記など多くの史書が存在した。これら 冊子版 978-4-642-05902-2 2020.07
関根淳
（せきね・あつし）
著
吉川弘文館

の実態に迫り、古事記を一つの史書として位置づけなおす。

*1031983392*
倭国の真相（古代神都東三河 2）
前田 豊
彩流社

神武天皇と欠史八代天皇が古代三河にいたことの傍証資料を示し、記紀神話の
信憑性を探り、前著で述べた邪馬台国東三河説を補強。列島に二つの大和が並
立していたことと、神都隠匿に天皇家、特に上宮聖徳太子と天武天皇の可能性を
探る。

古市古墳群をあるく 巨大古墳・全案内 増補改訂第2版
久世仁士
（くぜ・ひとし）
著
創元社

全国屈指の巨大古墳密集地、古市古墳群をすみずみまで探訪。国内第2位の規
模を誇る誉田山古墳をはじめ、現存するすべての古墳を案内する。発掘調査や現
地情報を刷新し、大阪府内の河内地域全域の古墳を増補。

日本史
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-434-7

*1031980125*
日本史
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎古市古墳群 クフ 222p
冊子版 978-4-422-20165-8 2020.05

*1031875588*
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発見 ! ユダヤ人埴輪の謎を解く
田中英道
（たなか・ひでみち）
著
勉誠出版

日本で、高い帽子、伸びた髭、豊かなもみあげをつけたユダヤ人埴輪が多数出土
している。それは秦氏一族である－。古代史の謎を、形象学・遺伝子学・文献学
から実証的に解明する。

日本史
同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 3,850円 + 税
分類◎210.32 件名◎埴輪 タハ 179p
冊子版 978-4-585-22252-1 2019.10

*1030990083*
百舌鳥古墳群をあるく 巨大古墳・全案内 増補改訂第2版
久世仁士
（くぜ・ひとし）
著
創元社

巨大な大山古墳から、中小の大きさも形もさまざまな古墳まで、大阪府堺市にある「百
舌鳥古墳群」の現存古墳をすべて探訪し、案内する。発掘調査や現地情報を刷
新し、大阪府内の北摂・泉州、大阪市内の古墳を増補。

日本史
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎ 件名◎百舌鳥古墳群 クモ 238p
冊子版 978-4-422-20164-1 2020.05

*1031875587*
現代語訳小右記 9 この世をば
藤原実資
（ふじわら・さねすけ）
記
吉川弘文館

倉本一宏
（くらもと・かずひろ）
編

摂関政治最盛期の「賢人右府」 藤原実資の日記を現代語訳化。9は、寛仁2年
正月～寛仁3年3月を収録。三女の威子が後一条天皇の中宮に立ち、栄華を極め
た道長。“ 望月の歌 ” の唱和を提案した実資の胸中を綴る。

日本史
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.37 件名◎日本－歴史－平安
時代－史料 フゲ 291p
冊子版 978-4-642-01824-1 2019.10

*1031274385*
現代語訳小右記 10 大臣闕員騒動
藤原実資
（ふじわら・さねすけ）
記
吉川弘文館

倉本一宏
（くらもと・かずひろ）
編

摂関政治最盛期の「賢人右府」 藤原実資の日記を現代語訳化。10は、寛仁3
年4月～寛仁4年閏12月を収録。刀伊の入寇に騒然とする一方、情報収集に全力
を傾ける実資。大臣をめぐる騒動について綴る。

日本史
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎210.37 件名◎日本－歴史－平安
時代－史料 フゲ 317p
冊子版 978-4-642-01825-8 2020.04

*1031814489*
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
（きむら・しげみつ）
著
吉川弘文館

「平将門の乱」が物語る時代的特徴とは。乱の原因を探りつつ、その過程に八幡
神や天神など新しい神々が登場する意味や、王土王民思想が発現される要因を分
析し、反乱の国家史的意義を読み解く。

日本史
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎210.37 件名◎平将門の乱
（939
～940）キタ 262p
冊子版 978-4-642-05889-6 2019.11

*1031274380*
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

※著作権などの理由により、掲載されていない画像がございます。 院政という新
しい政治形態と、武士の登場は歴史に何をもたらしたのか。白河上皇の院政開始
から武士が台頭する保元・平治の乱までの政治の流れを描き出し、古代から中世
へと転換していく社会の姿を浮き彫りにする。

戦国大名と一揆（日本中世の歴史 6）

日本史
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-642-06402-6

2009

*1030893541*
日本史

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎
応仁の乱を契機に室町幕府の全国支配は崩壊し、地域社会では独自の秩序がつく 冊子版 978-4-642-06406-4
池, 享
吉川弘文館

られていく。同じ目的で結集した集団 “ 一揆 ” は、やがて戦国大名という指導者へと
結実する。群雄割拠の戦国社会から、信長・秀吉の天下統一政権の誕生へ、中
央の政治動向や地方大名の興亡などを幅広い視点で描き出し、日本列島全体を巻
き込んだ戦国争乱の意味を問う。

2009

*1030893545*
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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
（ゆあさ・はるひさ）
著
吉川弘文館

ものを譲渡する「寄進」は、中世においていかなる役割を果たしていたのか。在
地領主や有徳人、宗教団体などを対象に、その実態に迫り、寄進によって生み出
される新たな富や、組織・権力のあり方をさぐる。

日本史
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎210.4 件名◎日本－歴史－中世
ユチ 214p
冊子版 978-4-642-05897-1 2020.04

*1031670268*
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

日本の中世とはいつ始まり、どのような多様性を持っていたのか。中世社会の理解
に不可欠な、武士・百姓・イエと女性・宗教・都市・荘園・一揆などの重要テー
マから中世の時代像をとらえる。また、列島南北の実態や、東アジア世界におけ
る日本の姿をも浮き彫りにする。最新の研究成果から、わかりやすく中世社会全体
の流れを見通すシリーズ総論巻。

日本中世の歴史 3 源平の内乱と公武政権
川合康
（かわい・やすし）
著
吉川弘文館

列島南北・東アジア世界をも視野に入れ、わかりやすく中世社会全体を見通す本
格的通史。3は、後白河院政期から執権政治の展開まで、朝廷・武門の両者の
視点で協調と対立を描く。

日本史
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-642-06401-9

2009

*1030893540*
日本史
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎210.4 件名◎日本－歴史－中世
■ニ 322p
冊子版 978-4-642-06403-3 2009.11

*1030893542*
日本中世の歴史 4 元寇と南北朝の動乱
小林一岳
（こばやし・かずたけ）
著
吉川弘文館

列島南北・東アジア世界をも視野に入れ、わかりやすく中世社会全体を見通す本
格的通史。4はモンゴルの襲来から鎌倉幕府の滅亡、南北朝の王統対立、室町
幕府の成立まで、「移りゆく王権」を動乱の時代のなかに描き出す。

日本史
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎210.4 件名◎日本－歴史－中世
■ニ 265p
冊子版 978-4-642-06404-0 2009.09

*1030893543*
日本中世の歴史 5 室町の平和

日本史

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎210.4 件名◎日本－歴史－中世
列島南北・東アジア世界をも視野に入れ、わかりやすく中世社会全体を見通す本 ■ニ 300p
格的通史。5は、大きな戦乱に見舞われることのなかった室町時代の政治を、東ア 冊子版 978-4-642-06405-7 2009.10
山田邦明
（やまだ・くにあき）
著
吉川弘文館

ジアの動向を背景に、地域社会と民衆の活気を交えて描く。

*1030893544*
日本中世の歴史 7 天下統一から鎖国へ

日本史

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎210.4 件名◎日本－歴史－中世
列島南北・東アジア世界をも視野に入れ、わかりやすく中世社会全体を見通す本 ■ニ 224p
格的通史。7は、信長と秀吉、そして家康の権力の仕組みを、天皇や朝廷との関係、 冊子版 978-4-642-06407-1 2010.01
堀新
（ほり・しん）
著
吉川弘文館

検地や刀狩、朝鮮侵略、宗教・都市政策から解き明かす。

*1030893546*
敗者たちの中世争乱 年号から読み解く
〈歴史文化ライブラリー 495〉

日本史

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎210.4 件名◎日本－歴史－中世
セハ 243p
武士が台頭し、その力が確立するなか、多くの政変や合戦が起きた。鎌倉幕府成 冊子版 978-4-642-05895-7 2020.03
関幸彦
（せき・ゆきひこ）
著
吉川弘文館

立時の「治承・寿永の内乱」から戦国時代の幕開け「享徳の乱」まで、年号を
介した15の事件を敗者を通して描く。
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*1031616165*

鎌倉時代論

日本史

五味文彦
（ごみ・ふみひこ）
著
吉川弘文館

鎌倉時代とは何だったのか。中世史研究を牽引してきた著者が、京と鎌倉、二つ
の王権から見た鎌倉時代の通史を平易に叙述。さらに、著者の貴重な初期の論文
など6編も収める。「吾妻鏡の方法」に続く姉妹編。

同時アクセス1 10,560円 + 税
同時アクセス3 15,840円 + 税
分類◎210.42 件名◎日本－歴史－鎌倉
時代 ゴカ 437p
冊子版 978-4-642-08372-0 2020.03

*1031616167*
中世足利氏の血統と権威

日本史

同時アクセス1 27,500円 + 税
同時アクセス3 41,250円 + 税
分類◎210.46 件名◎日本－歴史－室町
中世後期、尊貴な存在であるとされた足利一門のなかでも別格の家格・権威を有 時代 タチ 334,8p
した吉良・石橋・渋川の三氏（御一家）を検証。一門を上位とする武家の儀礼・ 冊子版 978-4-642-02958-2 2019.11
谷口雄太
（たにぐち・ゆうた）
著
吉川弘文館

血統的な秩序の形成から三好氏や織田信長の武威による崩壊までを描く。

*1031274388*
戦国期武田氏領の研究 軍役・諸役・文書
柴辻俊六
（しばつじ・しゅんろく）
著
勉誠出版

戦国期における武田氏の領国支配の構造はいかなるものであったのか。武田氏の
権力基盤を構成していた家臣団と在郷の諸階層の実態、武田氏領の崩壊過程と、
徳川家康への領国体制の継承状況などを論じる。

日本史
同時アクセス1 26,950円 + 税
同時アクセス3 37,730円 + 税
分類◎210.47 件名◎日本－歴史－室町
時代 シセ 382p
冊子版 978-4-585-22248-4 2019.08

*1030990081*
戦国末期の足利将軍権力
水野嶺
（みずの・れい）
著
吉川弘文館

織田信長の陰で看過されがちな足利義輝・義昭ら戦国期の将軍や幕府。信長発
給の禁制や将軍御内書等から義昭と信長の関係を検討。戦国・織豊期の将軍権
力の実像に迫り、やがて消失するまでの過程を足利将軍の視点で解明する。

日本史
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎210.47 件名◎日本－歴史－室町
時代 ミセ 265,6p
冊子版 978-4-642-02962-9 2020.02

*1031533271*
中近世の地域と村落・寺社

日本史

同時アクセス1 28,600円 + 税
同時アクセス3 42,900円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－室町時代 フ
中近世移行期における地域社会はどのような歴史を歩んできたのか。近江の琵琶 チ 332,11p
湖周辺や摂河泉の村々に残された古文書と景観などから、村落と寺社との関わりを 冊子版 978-4-642-02963-6 2020.05
深谷幸治
（ふかや・こうじ）
著
吉川弘文館

分析。地域寺社の実態に迫り、近世へ続く村落の体制をも解明する。

*1031873774*
朝廷の戦国時代 武家と公家の駆け引き
神田裕理
（かんだ・ゆり）
著
吉川弘文館

戦国時代、天皇や公家たちはいかなる存在であったか。足利将軍や信長などの天
下人が、天皇・公家たちと交渉を繰り広げ、互いに利用し合った実態を解明。朝
廷の「武家の傀儡」イメージを覆し、天皇・公家の主体性を再評価する。

日本史
同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎210.47 件名◎日本－歴史－室町
時代 カチ 276p
冊子版 978-4-642-08360-7 2019.10

*1031137102*
列島の戦国史 1 享徳の乱と戦国時代

日本史

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－室町時代 ■
15世紀後半、享徳の乱に始まり、戦国の世へ突入した東日本の地域社会。室町 レ 263p
幕府の東国対策、伊勢宗瑞の伊豆侵入、都市と村落の様相、文人の旅などを描き、 冊子版 978-4-642-06848-2 2020.05
池享
（いけ・すすむ）
企画編集委員
吉川弘文館

久保健一郎
（くぼ・けんいちろう）
企画編集委員

戦国時代の開幕を見とおす。

*1031873773*
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列島の戦国史 3 大内氏の興亡と西日本社会

日本史

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－室町時代 ■
16世紀前半、東アジア海域と京都を結ぶ山口を基盤に富を築き、列島に多大な レ 232p
影響を与えた大内氏。大友・尼子氏らとの戦い、毛利氏の台頭などを描き出し、 冊子版 978-4-642-06850-5 2020.07
池享
（いけ・すすむ）
企画編集委員
吉川弘文館

久保健一郎
（くぼ・けんいちろう）
企画編集委員

分裂と混迷のなかから統合へ向かう西日本を周辺海域の中に位置づける。

*1031983395*
列島の戦国史 4 室町幕府分裂と畿内近国の胎動

日本史

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－室町時代 ■
16世紀前半、室町幕府は分裂。分権化が進み、新たな社会秩序の形成へと向かう。 レ 281p
三好政権の成立、山城の発展、京都や大阪湾を取り巻く流通などを描き、畿内近 冊子版 978-4-642-06851-2 2020.08
池享
（いけ・すすむ）
企画編集委員
吉川弘文館

久保健一郎
（くぼ・けんいちろう）
企画編集委員

国における争乱の歴史的意味を考察する。

*1032310330*
列島の戦国史 6 毛利領国の拡大と尼子・大友氏

日本史

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－室町時代 ■
16世紀後半、西日本では大内氏を倒し台頭した毛利氏をはじめ、尼子や大友、島 レ 215p
津などの地域勢力が熾烈な領土争いを繰り広げた。海外交易の実態、流通・経 冊子版 978-4-642-06853-6 2020.09
池享
（いけ・すすむ）
企画編集委員
吉川弘文館

久保健一郎
（くぼ・けんいちろう）
企画編集委員

済の発展など社会状況も通観し、西国大名の覇権争いを描く。

*1032433708*
肥前名護屋城の研究 中近世移行期の築城技法

日本史

同時アクセス1 35,200円 + 税
同時アクセス3 52,800円 + 税
分類◎210.49 件名◎名護屋城 ミヒ
肥前名護屋城と隣接して発生した城下町、その周囲を取り囲むように分布する夥し 272,6p
い数の大名陣所跡を分析。中近世の移行期の城郭を知る上での基準資料と見な 冊子版 978-4-642-02960-5 2020.03
宮武正登
（みやたけ・まさと）
著
吉川弘文館

して、その実態と歴史的意義を考察する。

*1031670271*
カピタン最後の江戸参府と阿蘭陀宿 歩く、異文化交流の体現者

日本史

同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎210.5 件名◎日本－歴史－江戸時
鎖国下、出島のカピタン（オランダ商館長）が日蘭貿易の継続を求めて行った「江 代 カカ 255p
戸参府」。その最後の旅の全行程を、国内外の史・資料から再現。多数のエピソー 冊子版 978-4-585-22244-6 2019.07
片桐一男
（かたぎり・かずお）
著
勉誠出版

ドを紹介しつつ、江戸幕府の対外政策の実態を解明する。

*1030831385*
近世社会と壱人両名 身分・支配・秩序の特質と構造

日本史

同時アクセス1 35,200円 + 税
同時アクセス3 52,800円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－江戸時代 オ
近世日本において一人の人物が二つの名前と身分を公の場で使い分けた「壱人 キ 458,15p
両名」。成立の前提・背景から明治初年の解体・終焉にいたるまで、多様な事例 冊子版 978-4-642-03894-2 2020.08
尾脇秀和
（おわき・ひでかず）
著
吉川弘文館

を分析。「身分」の意味を問い直し、近世社会の建前と実態、本質に迫る。

*1032310331*
近世武家社会の形成と展開
兼平賢治
（かねひら・けんじ）
著
吉川弘文館

17世紀、武家社会はいかに転換したのか。政治理念転換の画期とされる四代将
軍家綱の政権期に注目し、東北諸藩の藩政を題材に追究。殉死禁止令やお家騒
動などを分析し、武家社会の形成過程と到達点を解明する。

日本史
同時アクセス1 27,500円 + 税
同時アクセス3 41,250円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－近世 カキ
363,8p
冊子版 978-4-642-03499-9 2020.06

*1031873775*
64

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
（せきね・たつひと）
著
吉川弘文館

江戸時代に作られた多種多様な石造物に込められたメッセージを、供養塔や災害
碑に光を当て解読。人々の祈りや願い、神社への奉納石から海運史、石工の姿を
描き、近世の自然や社会環境の実態に迫る。

日本近世の歴史 1 天下人の時代

日本史
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎210.5 件名◎日本－歴史－江戸時
代 セイ 268p
冊子版 978-4-642-05898-8 2020.04

*1031670269*
日本史

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.5 件名◎日本－歴史－近世
織豊政権から始まり明治維新で終わる近世の歴史を、政治の流れを中心に最新の ■ニ 266p
成果に基づいて叙述。1は、戦国乱世を平らげ、近世への扉を開いた信長・秀吉・ 冊子版 978-4-642-06429-3 2011.11
藤田覚
（ふじた・さとる）
企画編集委員
吉川弘文館

藤井讓治
（ふじい・じょうじ）
企画編集委員

家康ら「天下人」の時代を、東アジア情勢も絡めつつ活写する。

*1030893548*
日本近世の歴史 2 将軍権力の確立

日本史

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.5 件名◎日本－歴史－近世
織豊政権から始まり明治維新で終わる近世の歴史を、政治の流れを中心に最新の ■ニ 292p
成果に基づいて叙述。2は、江戸幕府内外の秩序が確定し、将軍権力が確立し 冊子版 978-4-642-06430-9 2012.01
藤田覚
（ふじた・さとる）
企画編集委員
吉川弘文館

藤井讓治
（ふじい・じょうじ）
企画編集委員

ていく過程を描く。

*1030893549*
日本近世の歴史 3 綱吉と吉宗
藤田覚
（ふじた・さとる）
企画編集委員
吉川弘文館

藤井讓治
（ふじい・じょうじ）
企画編集委員

織豊政権から始まり明治維新で終わる近世の歴史を、政治の流れを中心に最新の
成果に基づいて叙述。3は、五代綱吉から八代吉宗までの、将軍を絶対的な存在
にするために儀礼化が進んだ時代を描く。

日本史
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.5 件名◎日本－歴史－近世
■ニ 309p
冊子版 978-4-642-06431-6 2012.03

*1030893550*
日本近世の歴史 4 田沼時代
藤田覚
（ふじた・さとる）
企画編集委員
吉川弘文館

藤井讓治
（ふじい・じょうじ）
企画編集委員

織豊政権から始まり明治維新で終わる近世の歴史を、政治の流れを中心に最新の
成果に基づいて叙述。4は、九代家重から十代家治までの、能力主義が開花し「山
師」が跋扈した田沼時代を描く。

日本史
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.5 件名◎日本－歴史－近世
■ニ 238p
冊子版 978-4-642-06432-3 2012.06

*1030893551*
日本近世の歴史 5 開国前夜の世界
藤田覚
（ふじた・さとる）
企画編集委員
吉川弘文館

藤井讓治
（ふじい・じょうじ）
企画編集委員

織豊政権から始まり明治維新で終わる近世の歴史を、政治の流れを中心に最新の
成果に基づいて叙述。5は、日本の対外政策はどのように展開したのか、世界の動
向と国内の反応、内外双方の観点から「開国」目前の日本の姿に迫る。

日本史
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.5 件名◎日本－歴史－近世
■ニ 383p
冊子版 978-4-642-06433-0 2013.03

*1030893552*
日本近世の歴史 6 明治維新
藤田覚
（ふじた・さとる）
企画編集委員
吉川弘文館

藤井讓治
（ふじい・じょうじ）
企画編集委員

織豊政権から始まり明治維新で終わる近世の歴史を、政治の流れを中心に最新の
成果に基づいて叙述。6は、ペリー来航から西南戦争まで、さまざまな立場に立つ
勢力が近代国家の樹立をめざして争った様相を、新たな視点で描く。

日本史
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎210.5 件名◎日本－歴史－近世
■ニ 292p
冊子版 978-4-642-06434-7 2012.11

*1030893553*
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日本近世村落論
渡辺尚志
（わたなべ・たかし）
著
岩波書店

日本の近世においては、武士や町人は圧倒的少数者であり、当時の人口の約8割
は村に住む「百姓」であった。村落の分析を通して、近世社会の本質を浮かび
あがらせる。

日本史
同時アクセス1 26,070円 + 税
同時アクセス3 78,210円 + 税
分類◎210.5 件名◎日本－歴史－江戸時
代 ワニ 335,9p
冊子版 978-4-00-061395-8 2020.02
DL不可

*1031814493*
城割の作法 一国一城への道程
福田千鶴
（ふくだ・ちずる）
著
吉川弘文館

戦国時代、降参の作法だった城割は、天下統一の過程で大きく変容した。城割が
どのような作法・習俗だったのかを解説するとともに、近世成立期に起きた城郭をめ
ぐる様々な事件の因果関係を解き明かし、城割の実態に迫る。

日本史
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎210.52 件名◎日本－歴史－江戸
時代 フシ 269p
冊子版 978-4-642-03497-5 2020.01

*1031434045*
幕末政治と開国 明治維新への胎動
奥田晴樹
（おくだ・はるき）
著
勉誠出版

幕末日本の政治が「開国」という問題に直面するなかで、国家の体制はいかに変
容し、対応していったのか。変革の核心をなす「国制」の問題に焦点を絞り、幕
末維新の変革がどのように始まったか、その背景と経緯を論述する。

日本史
同時アクセス1 8,360円 + 税
同時アクセス3 12,540円 + 税
分類◎210.58 件名◎日本－歴史－幕末
期 オバ 407p
冊子版 978-4-585-22221-7 2018.10

*1032326646*
明治維新とは何だったのか 薩長抗争史から「史実」を読み直す
一坂太郎
（いちさか・たろう）
著
創元社

薩摩・長州の権力闘争史から見えてくる、日本のゆくえ。黒船来航から日本最後の
内戦を経て、近代国家樹立まで、激動の時代を一次史料から丹念にたどり、150
年の間に書き換えられてきた「史実」を問い直す。

日本史
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎210.58 件名◎日本－歴史－幕末
期 イメ 287p
冊子版 978-4-422-20159-7 2017.11
DL不可 EPUB

*1031325321*
戦争を読む

日本史

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎
近代日本の戦争史を専門とする著者による、初めての書評集。書評を通して時代と 冊子版 978-4-326-24838-4
加藤 陽子
勁草書房

その変遷を鮮やかに読み解き、戦争の本質に鋭く迫る。

2007

*1032356327*
天皇と軍隊の近代史 〈けいそうブックス〉

日本史

同時アクセス1 7,040円 + 税
同時アクセス3 10,560円 + 税
分類◎210.6 件名◎日本－歴史－近代
1930年代の日本の軍事と外交を専門とする著者が、天皇制下の軍隊の在り方の特 カテ 365,9p
徴とその変容を捉え、軍が政策決定の本質的変容にどのような影響をもたらしたの 冊子版 978-4-326-24850-6 2019.10
加藤陽子
（かとう・ようこ）
著
勁草書房

かを、明快な論理と筆致で描き出す。

*1031274392*
日本史からの問い 比較革命史への道

日本史

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎210.6 件名◎日本－歴史－近代 ミ
「三谷史学」の核である、革命を「暴力」から切り離す視角はいかに生み出され ニ 252p
てきたのか。1968年の東大駒場の駒場寮から歴史認識論争を経て、比較革命史 冊子版 978-4-560-09745-8 2020.03
三谷博
（みたに・ひろし）
著
白水社

へと至る維新史家の遍歴を辿る。

DL不可 EPUB

*1031875599*
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明治維新の敗者たち 小栗上野介をめぐる記憶と歴史

日本史

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎210.61 件名◎明治維新 ワメ
「勝てば官軍、負ければ賊軍」なのか ? 小栗上野介忠順を敗者の代表として選び、 264,32p
敗者への公正さを要求した人びとが明治政府史観にいかに抗ってきたかを膨大な 冊子版 978-4-622-08811-0 2019.06
マイケル・ワート著
みすず書房

野口良平
（のぐち・りょうへい）
訳

史資料から跡づけ、歴史の生成を描く。

*1031137139*
ニコラエフスクの日本人虐殺 一九二〇年、尼港事件の真実

日本史

同時アクセス1 10,450円 + 税
同時アクセス3 14,630円 + 税
分類◎210.69 件名◎尼港事件
（1920）
ロシア革命後の、赤色 パルチザンの実態とは ? 1920年にロシア極東のニコラエ グニ 326p
フスク市で起きた日本人虐殺事件「尼港事件」の真実を、事件直後のロシア「調 冊子版 978-4-585-22274-3 2020.04
アナトーリー・グートマン著
勉誠出版

長勢了治
（ながせ・りょうじ）
訳

査委員会」報告と生き証人達の生々しい証言で明らかにする。

*1031814472*
大正 デモクラットの精神史 東アジアにおける「知識人」の誕生
武藤秀太郎
（むとう・しゅうたろう）
著
慶應義塾大学出版会

大正デモクラシー期に活躍した日本の知識人 = 大正デモクラットたちは、中国をは
じめとした東アジアの知識人と豊かな思想的交流をかわしていた。日本の戦後民
主主義にも大きな影響を与えた彼らの知的格闘を生き生きと描く。

日本史
同時アクセス1 17,270円 + 税
同時アクセス3 25,960円 + 税
分類◎210.69 件名◎日本－歴史－大正
時代 ムタ 353,9p
冊子版 978-4-7664-2646-5 2020.02

*1031670376*
名将山本五十六の絶望

日本史

同時アクセス1 2,530円 + 税
同時アクセス3 3,520円 + 税
分類◎ 件名◎日本－歴史－大正時代 スメ
戦争回避を望みながらも、日本征服を狙ったオレンジ計画を奉じるアメリカと戦い敗 218p
れた山本五十六。彼を中心に、ワシントン海軍軍縮条約、大艦巨砲主義を目指し 冊子版 978-4-585-22284-2 2020.07
鈴木荘一
（すずき・そういち）
著
勉誠出版

た五・一五事件、日中戦争への深入りなどについて綴る。

*1031983374*
三島由紀夫と青年将校 五・一五から二・二六

日本史

同時アクセス1 2,530円 + 税
同時アクセス3 3,520円 + 税
分類◎210.7 件名◎日本－歴史－昭和時
維新でほろんだ幕府親藩大名の末裔で、二・二六事件決起将校や特攻隊の霊が 代 スミ 198p
憑依したかのように「憂国」「英霊の聲」を書いた三島由紀夫。三島の出生から 冊子版 978-4-585-22259-0 2019.11
鈴木荘一
（すずき・そういち）
著
勉誠出版

自決した45歳までをたどりながら、太平洋戦争へと進む日本の姿を描く。

*1031274414*
史料が語るノモンハン敗戦の真実

日本史

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 7,700円 + 税
分類◎210.7 件名◎ノモンハン事件
ノモンハンは大東亜戦争の縮図。スターリンの策略にしてやられた戦いだった…。 （1939）アシ 262p
昭和の陸軍の対ソ準備、参謀本部と関東軍の対立が生じた理由、日本陸軍の廃 冊子版 978-4-585-22250-7 2019.09
阿羅健一
（あら・けんいち）
著
勉誠出版

院などを、史料をひもとき論じる。

*1030990080*
昭和災害史事典 1 : 昭和2年 - 昭和20年
日外アソシエーツ編集部
日外アソシエーツ

昭和期62年間に発生した災害の概要を年表形式でまとめた事典。本巻では、昭
和2年から20年までに発生した、白木屋百貨店火災 ( 昭和7年 )、東京大空襲 ( 昭
和20年 )など計1,999件を収録。巻末に災害別一覧、都道府県一覧を付す。

日本史
同時アクセス1 31,900円 + 税
同時アクセス3 57,420円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8169-1336-5

1995

*1032442087*
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昭和災害史事典 2 : 昭和21年 - 昭和35年
日外アソシエ－ツ
日外アソシエーツ

昭和期62年間に発生した災害の概要を年表形式でまとめた事典。本巻では、昭
和21年から35年までに発生した、南海地震 ( 昭和21)、森永砒素ミルク中毒 ( 昭和
30)など、計2,234件を収録。巻末に災害別一覧、都道府県別一覧を付す。

日本史
同時アクセス1 28,600円 + 税
同時アクセス3 51,480円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8169-1138-5

1992

*1032442088*
昭和災害史事典 3 : 昭和36年 - 昭和45年
日外アソシエーツ編集部
日外アソシエーツ

昭和期62年間に発生した災害の概要を年表形式でまとめた事典。本巻では、昭
和36年から45年までに発生した、第2室戸台風 ( 昭和36年 )、カネミ油症事件 ( 昭
和43年 )など計3,104件を収録。巻末に災害別一覧、都道府県一覧を付す。

日本史
同時アクセス1 45,100円 + 税
同時アクセス3 81,180円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8169-1192-7

1993

*1032442089*
昭和災害史事典 4 : 昭和46年 - 昭和55年
日外アソシエーツ編集部
日外アソシエーツ

昭和期62年間に発生した災害の概要を年表形式でまとめた事典。本巻では、昭
和46年から55年までに発生した、浅間山荘事件 ( 昭和47年 )、宮城県沖地震 ( 昭
和53年 )など計2,750件を収録。巻末に災害別一覧、都道府県一覧を付す。

日本史
同時アクセス1 48,400円 + 税
同時アクセス3 87,120円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8169-1283-2

1995

*1032442090*
昭和災害史事典 5 : 昭和56年 - 昭和63年
日外アソシエーツ編集部
日外アソシエーツ

昭和期62年間に発生した災害の概要を年表形式でまとめた事典。本巻では、昭
和56年から63年までに発生した、日航ジャンボ 機墜落事故 ( 昭和60年 )、三原山
噴火 ( 昭和61年 )など計2,004件を収録する。巻末に災害別一覧、都道府県一覧
を付す。

昭和災害史事典 総索引
日外アソシエーツ編集部
日外アソシエーツ

「昭和災害史事典」1～5巻に収録された災害12,091件の総索引。災害名を見出
しとし、その発生年月日を指示する。見出しの排列は五十音順。

日本史
同時アクセス1 48,400円 + 税
同時アクセス3 87,120円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8169-1312-9

1995

*1032442091*
日本史
同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 47,520円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8169-1337-2

1995

*1032442092*
雪の二・二六 最大の反戦勢力は粛清された
鈴木荘一
（すずき・そういち）
著
勉誠出版

第一次世界大戦で戦勝国となった日本は、第二次世界大戦では米・英と戦ってみ
じめな敗戦国となった。この大きな曲がり角が二・二六事件である－。第一次世界
大戦への参戦から二・二六事件による統制派の完勝までを検証する。

日本史
同時アクセス1 2,200円 + 税
同時アクセス3 3,300円 + 税
分類◎210.7 件名◎日本－歴史－昭和時
代 スユ 194p
冊子版 978-4-585-22249-1 2019.09

*1030831382*
重慶大爆撃の研究
潘洵
（はん・じゅん）
著
岩波書店

徐勇
（しゅー・よん）
監修

日本軍は1938年12月から1943年12月まで、臨時首都となった重慶およびその周辺
地域に対し、200回を超える断続的な戦略爆撃を行った。「重慶大爆撃」による人
的、物的被害とその影響の正確な全体像に迫る。

日本史
同時アクセス1 18,480円 + 税
同時アクセス3 55,440円 + 税
分類◎210.74 件名◎日中戦争
（1937～
1945）ハジ 326p
冊子版 978-4-00-061105-3 2016.02

*1031004534*
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日中戦争の正体 中共・ソ連・ドイツにだまされた

日本史

同時アクセス1 2,530円 + 税
同時アクセス3 3,520円 + 税
分類◎210.74 件名◎日中戦争
（1937～
蔣介石軍を指揮し、昭和12年8月13日に上海で日本軍に奇襲総攻撃を仕掛けたド 1945）スニ 212p
イツ軍事顧問団。石原莞爾ら陸軍参謀本部の早期和平論こそが、太平洋戦争を 冊子版 978-4-585-22271-2 2020.03
鈴木荘一
（すずき・そういち）
著
勉誠出版

避ける正しい選択だったとする著者が、日中戦争の正体を暴く。

*1031670255*
教養としての歴史問題
前川一郎
（まえかわ・いちろう）
編著
東洋経済新報社

日本史
倉橋耕平
（くらはし・こうへい）
著

なぜ「歴史」は炎上し、差別意識を助長するのか ? 世界中で炎上する「歴史認
識問題」や「歴史修正主義」。その背景と構造を気鋭の学者陣が解き明かす。
2019年9月立命館大学で開催されたシンポジウムを元に書籍化。

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎太平洋戦争
（1941～
1945）マキ 258p
冊子版 978-4-492-06213-5 2020.08

*1032310434*
喪失の戦後史 ありえたかもしれない過去と、ありうるかもしれない未来

日本史

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎210.76 件名◎日本－歴史－昭和
蒲田の町工場で生まれ、高度経済成長期から今日までの栄枯盛衰をリアルタイム 時代（1945年以後）ヒソ 237p
で見てきた著者による体験的戦後史論。戦前・戦後の日本人の肖像を、大衆文化 冊子版 978-4-492-06201-2 2016.09
平川克美
（ひらかわ・かつみ）
著
東洋経済新報社

の変遷と家族構造の変化から解き明かす。全6回の講演をもとに書籍化。

*1030884609*
平成災害史事典 平成21年～平成25年
日外アソシエーツ編集部編
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

渋川老人施設火災、漁船「第2山田丸」転覆事故、東北地方太平洋沖地震（東
日本大震災）、関越道高速 バス衝突事故…。平成21年から平成25年までの5年
間に発生した台風・地震・事故など災害2389件を日付順に掲載する。

日本史
同時アクセス1 42,900円 + 税
同時アクセス3 77,220円 + 税
分類◎ R210.77 件名◎日本－歴史－平
成時代－年表 ■ヘ 493p
冊子版 978-4-8169-2462-0 2014.03

*1032442098*
平成災害史事典 平成26年～平成30年

日本史

同時アクセス1 45,100円 + 税
同時アクセス3 81,180円 + 税
分類◎ R210.77 件名◎日本－歴史－平
広島土砂災害、御嶽山噴火、熊本地震、軽井沢スキーバス転落事故、群馬防 成時代－年表 ■ヘ 475p
災ヘリ墜落事故…。平成26年から平成30年までの5年間に発生した台風・地震・ 冊子版 978-4-8169-2766-9 2019.03

日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

事故など災害1929件を日付順に掲載する。

*1032442099*
平成災害史事典 総索引
日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

「平成災害史事典」 全5冊に収録した14345件の災害の総索引。平成元年～平
成30年の災害事故記事の見出しを、横断検索が可能なように「災害別」「都道
府県別」にまとめる。

日本史
同時アクセス1 29,700円 + 税
同時アクセス3 53,460円 + 税
分類◎ R210.77 件名◎日本－歴史－平
成時代－年表 ■ヘ 504p
冊子版 978-4-8169-2780-5 2019.06

*1032442100*
平成災害史事典 平成11年 - 平成15年

日本史

同時アクセス1 41,800円 + 税
同時アクセス3 75,240円 + 税
分類◎
台風・地震などの自然災害から火災・交通事故・医療事故などの社会的災害まで、 冊子版 978-4-8169-1845-2

日外アソシエーツ編集部
日外アソシエーツ

様々な災害・事故・大事件2,086件を年表形式に排列した記録事典。災害の概略
や具体的な被害データを収録。「災害別一覧」「都道府県別一覧」付き。

2004

*1032442096*
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平成災害史事典 平成16年 - 平成20年
日外アソシエーツ編集部
日外アソシエーツ

新潟中越地震などの自然災害からJR 福知山線脱線事故などの社会的災害まで、
平成16年から20年の5年間に発生した台風・地震・事故などの災害2,367件を日付
順に掲載した記録事典。「災害別索引」「都道府県別一覧」付き。

日本史
同時アクセス1 42,900円 + 税
同時アクセス3 77,220円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8169-2167-4

2009

*1032442097*
近世豪商・豪農の〈家〉経営と書物受容 北奥地域の事例研究
鈴木淳世
（すずき・よしとき）
著
勉誠出版

19世紀前半。相次ぐ飢饉や財政窮乏などに対し、北奥・八戸藩で対照的な行動
をなした豪商・豪農を取り上げ、その背景にある思想の形成過程を蔵書体系や書
物受容から探り、共同体との共生においての「知」の関わりを描き出す。

日本史
同時アクセス1 27,500円 + 税
同時アクセス3 38,500円 + 税
分類◎212.1 件名◎八戸藩 スキ
457,8p
冊子版 978-4-585-22265-1 2020.02

*1031616150*
平泉の文化史 1 平泉を掘る
菅野成寛
（かんの・せいかん）
監修
吉川弘文館

歴史と考古と美術の諸分野をクロスオーバーし、平泉文化の最新の研究成果を広
く紹介。1は、藤原氏歴代の居館・柳之御所遺跡の調査成果や、毛越寺・無量
光院跡等の平安時代寺院庭園群、国見山廃寺跡などの発掘調査を詳説する。

日本史
同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎212.2 件名◎平泉町
（岩手県）
－
歴史 ■ヒ 177p
冊子版 978-4-642-06845-1 2020.03

*1031616171*
平泉の文化史 2 平泉の仏教史

日本史

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎〈212.2〉 件名◎平泉町
（岩手県）
歴史と考古と美術の諸分野をクロスオーバーし、平泉文化の最新の研究成果を広 －歴史 ■ヒ 181p
く紹介。2は、「中尊寺供養願文」や金銀字一切経などに着目し、平泉前史の国 冊子版 978-4-642-06846-8 2020.07
菅野成寛
（かんの・せいかん）
監修・編
吉川弘文館

見山廃寺の性格から鎌倉期の中尊寺史まで、平泉仏教文化の実像に迫る。

*1031983394*
近代天皇制と東京 儀礼空間からみた都市・建築史

日本史

同時アクセス1 11,550円 + 税
同時アクセス3 28,875円 + 税
分類◎〈213.61〉 件名◎東京都－歴史
東京奠都以降の国家と天皇にかかわる儀礼空間を、式場建築・敷地・行幸啓経 ハキ 379,8p
路を一体としてとらえ、その全体像を明らかにする。近代天皇制による「土地の記憶」 冊子版 978-4-13-066861-3 2020.06
長谷川香
（はせがわ・かおり）
著
東京大学出版会

を読み解く東京論。

*1031814468*
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〉

日本史

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎〈213.65〉 件名◎東京都－歴史
フニ 230p
ペリー来航や開港・自由貿易の開始は多摩に何をもたらしたのか。際限ないカネ・ 冊子版 978-4-642-05903-9 2020.07
藤田覚
（ふじた・さとる）
著
吉川弘文館

ヒトの負担、生糸生産発展の一方で生じた経済格差、武州一揆の発生…。その
要因・実態を探り、未曽有の大変革に生きた多摩の営みを描く。

鎌倉史の謎 ―隠蔽された開幕前史―
相原 , 精次
彩流社

解明されていない幕府成立以前の鎌倉史。「鎌倉」の地名の起源にこめられた意
味とは何か。幕府成立以前は「一寒村にすぎなかった」
という常識は、頼朝がなぜ「鎌
倉」を選んだかを説明できない。奈良と鎌倉をつなぐ重要人物「良弁」と父親「染
屋時忠」の実像、相模国の古代史像の発掘をとおして描く「奈良時代の鎌倉」
の実態。
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*1031983393*
日本史
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-553-5

*1032019525*

1998

中世鎌倉のまちづくり 災害・交通・境界

日本史

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎213.7 件名◎鎌倉市－歴史 タチ
大小の谷に囲まれた中世都市鎌倉を、人々はどのように活用し、住みこなしていた 216p
のか。多様な機能を持つ橋や禅宗寺院、武家屋敷から武士たちの暮らしを分析。 冊子版 978-4-642-08361-4 2019.11
高橋慎一朗
（たかはし・しんいちろう）
著
吉川弘文館

人や物が絶え間なく行き交う都市鎌倉を探る。

*1031274382*
新しい古代史へ 2 文字文化のひろがり
平川南
（ひらかわ・みなみ）
著
吉川弘文館

古代の人びとはそれぞれの地域でいかに生きたのか。甲斐国を舞台に様々な文字
資料からその実像に迫る。2は、公文書や祈り・まじないに使われた遺物などから、
文字文化のひろがりを考察する。『山梨日日新聞』連載を編集。

日本史
同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎215.1 件名◎山梨県－歴史 ヒア
251p
冊子版 978-4-642-06843-7 2019.10

*1031137103*
新しい古代史へ 3 交通・情報となりわい

日本史

同時アクセス1 8,250円 + 税
同時アクセス3 12,375円 + 税
分類◎215.1 件名◎山梨県－歴史 ヒア
古代の人びとはそれぞれの地域でいかに生きたのか。甲斐国を舞台に様々な文字 209p
資料からその実像に迫る。3は、物資運搬に重要な役割を果たした馬や生業等を 冊子版 978-4-642-06844-4 2020.02
平川南
（ひらかわ・みなみ）
著
吉川弘文館

通して多民族・多文化共生の社会を描く。『山梨日日新聞』連載を編集。

*1031533273*
日本近世社会と町役人

日本史

同時アクセス1 16,500円 + 税
同時アクセス3 23,100円 + 税
分類◎215.1 件名◎山梨県－歴史 モニ
日本近世社会において、支配者である武士と都市の民衆との結節点を担った町役 240,6p
人。彼らは如何にして自身の家を存続させていったのか。伝来した史料等の博捜に 冊子版 978-4-585-22266-8 2020.02
望月良親
（もちずき・よしちか）
著
勉誠出版

より彼らの姿を明らかにし、新たな近世社会の様相を描き出す。

*1031670260*
古地図が語る大災害

絵図・瓦版で読み解く大地震・津波・大火の記憶
本渡章
（ほんど・あきら）
著
創元社

大阪を中心とした関西の古代から近代までの古地図・瓦版等を題材に、歴史上繰
り返されてきた大地震・津波・大火といった大災害の記録を読み解く。折り込みの
新雕大坂細見全図、災害モニュメント探訪記等付き。

室町・戦国期の土倉と酒屋

日本史
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎216 件名◎近畿地方－歴史 ホコ
158p
冊子版 978-4-422-25078-6 2014.12
DL不可 EPUB

*1031325325*
日本史

同時アクセス1 24,750円 + 税
同時アクセス3 37,125円 + 税
分類◎216.2 件名◎京都市－歴史 サム
京都上層の民衆集団・町衆の代表的存在で、都市経済を支える金融業者と位置 265,4p
づけられてきた土倉・酒屋。その本来の身分を史料から見出し、権力とのつながり 冊子版 978-4-642-02961-2 2020.02
酒匂由紀子
（さかわ・ゆきこ）
著
吉川弘文館

を解明。応仁・文明の乱前後の実態分析から京都の社会構造を検討する。

*1031533270*
大阪万博の戦後史 EXPO'70から2025年万博へ
橋爪紳也
（はしずめ・しんや）
著
創元社

大阪球場誕生、通天閣再建、千里ニュータウン…。大空襲、占領下を経て、復
興から高度経済成長へと向かっていく時代の風景と、70年大阪万博の熱狂を描く。
2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の構想案も公開する。

日本史
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎216.3 件名◎大阪府－歴史 ハオ
221p
冊子版 978-4-422-25089-2 2020.02
DL不可 EPUB

*1031875591*
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地域愛を育てる物語のつくり方 「語りべシアター」の魅力
栗本智代
（くりもと・ともよ）
著
創元社

大阪ガス
（株）
エネルギー・文化研究所編

まちの歴史や文化、現在とのつながりなどを物語にし、語りと映像で楽しくわかりやす
く伝える「語りべシアター」。神戸・居留地、通天閣等をテーマにしたこれまでの
作品のストーリーや制作ノート、活動のあゆみなどを紹介する。

日本史
同時アクセス1 3,960円 + 税
同時アクセス3 5,940円 + 税
分類◎216.3 件名◎大阪府－歴史 クチ
112p
冊子版 978-4-422-25083-0 2018.01

*1031325294*
永青文庫の古文書 光秀・葡萄酒・熊本城

日本史

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎〈219.4〉 件名◎熊本藩 ■エ
熊本藩細川家に伝わる6万点近くの歴史資料。細川幽斎・明智光秀・細川ガラシャ 230p
をめぐる人間模様、忠利の所望した国産葡萄酒、江戸初期の震災と熊本城の修復、 冊子版 978-4-642-08386-7 2020.05
永青文庫編
吉川弘文館

熊本大学永青文庫研究センター編

歴代当主の甲冑の行方などを取り上げ、細川家の歴史の深奥に迫る。

*1031814490*
近世の地域行財政と明治維新
今村直樹
（いまむら・なおき）
著
吉川弘文館

地域社会を治めるために、名主や庄屋の上位に置かれた大庄屋。そのひとつ、熊
本藩の手永・惣庄屋制の行財政機能を詳細に検討。近世の領主制と地域社会の
展開を跡づけながら、明治維新後の地方制度や運営への影響を解明する。

日本史
同時アクセス1 31,900円 + 税
同時アクセス3 47,850円 + 税
分類◎〈219.4〉 件名◎熊本藩 イキ
373,11p
冊子版 978-4-642-03500-2 2020.08

*1032310334*
隠された古代 ―アラハバキ神の謎―

日本史

同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,050円 + 税
分類◎
文化人類学のＫＪ法を使い、武蔵国に集中するアラハバキ神の変容とそのルーツ 冊子版 978-4-88202-064-6
近江 , 雅和
彩流社

を解明し、古代産鉄民の姿と荒吐族による津軽の “ 独立王国 ”など抹殺された敗者
の側から、“ 鉄 ”をめぐって展開された血ぬられた古代史を描く。写真100枚収録。

1985

*1030945516*
沖縄戦米兵は何を見たか ―50年後の証言―
吉田 , 健正
彩流社

ペリー以来のアメリカの沖縄観、それに基づく兵士への教育、心理作戦、戦争広
報、避難民救助など陰の主役の実態と、情報将校ドナルド・キーンはじめ、戦闘
要員だけでなく衛生兵、工兵、楽隊員、従軍看護婦などの証言で見た沖縄戦。

日本史
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-407-1

1996

*1030945509*
記紀解体 ―アラハバキ神と古代史の原像―

日本史

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎
『古事記』『日本書紀』の編纂操作目的は何か？ 『記・紀』の矛盾と古代伝承を 冊子版 978-4-88202-248-0
近江 , 雅和
彩流社

読み解き、ホアカリとその一族の素性を解明し、今に遺るアラハバキ信仰の源流
を辿ることによって、日本古代史を人類発生から世界史の流れの中に位置付け直す。

1993

*1030945518*
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〉

アジア史、東洋史

同時アクセス1 16,720円 + 税
同時アクセス3 25,080円 + 税
分類◎220.6 件名◎東洋史－近代 ヤア
326,4p
19世紀半ば、ヨーロッパとアジアで主権国家の再編と資本主義化が同時並行的に 冊子版 978-4-7664-2663-2 2020.03
山本信人
（やまもと・のぶと）
編著
慶應義塾大学出版会

発生し、近代的アジア空間が形成された。その裏で展開された「英蘭－東南アジ
ア－中国－日本」というダイナミックな流れを読みとく。
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*1031814550*

新羅中古期の史的研究

アジア史、東洋史

同時アクセス1 33,000円 + 税
同時アクセス3 46,200円 + 税
分類◎ 件名◎朝鮮－歴史－新羅時代 タ
朝鮮半島の古代史で主導的役割を担った新羅について、新羅中古期
（514～654年） シ 538,12p
を中心に考究。各種の新羅碑文を諸史料とともに読み込み、当時の東アジアの国 冊子版 978-4-585-22278-1 2020.07
武田幸男
（たけだ・ゆきお）
著
勉誠出版

際関係における新羅の史的実態とその展開過程を明らかにする。

*1032433692*
福沢諭吉と朝鮮 ―時事新報社説を中心に―
杵淵 , 信雄
彩流社

福沢諭吉は朝鮮問題を論じることで、日本政府に具体的な提案を行い、明治期の
日本の針路に大きな影響を及ぼした。本書は彼の朝鮮論を忠実に辿り、旧来、否
定的にしか読まれなかった『脱亜論』を当時の文明主義導入の立場から再検討す
る。福沢が得意とした激語や片言に惑わされることなく、彼が情熱を吐露した源泉
に読者が触れることを切に願う。

済州島、豊栄丸遭難事件
山辺 慎吾
彩流社

沖縄の次の日米決戦場は済州島。昭和二十年七月三日深夜、済州島から朝鮮本
土へ向かった第一回疎開軍用船「豊栄丸」は木浦沖で触雷沈没。約五百名は
行方不明。この遭難によりその後の疎開は中止となったが、不思議なことにこの事
件が済州島史から消えている。済州島が日米決戦場と目されていた事実や遭難事
件の謎に迫り、知られざる戦争の犠牲者に光を当てる。

資料中国史

前近代編

野口 鉄郎
白帝社

叙述部分と、地図・統計資料・コラム・芸術的遺産の写真などの基盤となる資料
の部分とに同量のページを割き、ふたつの部分を見開きに配置した大学用教科書。
歴代帝王在位元号西暦対照表つき。〈ソフトカバー〉

アジア史、東洋史
同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-560-3

1997

*1032019528*
アジア史、東洋史
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-477-4

1999

*1031980144*
アジア史、東洋史
同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-89174-340-6

1999

*1031537730*
漢帝国成立前史 秦末反乱と楚漢戦争
柴田昇
（しばた・のぼる）
著
白帝社

後の中国王朝の原型となった漢帝国は、どのようにして始まったのか ? 秦末の民衆
反乱の発生から、項羽・劉邦の登場、楚漢戦争の終結に至るまでの歴史的過程
を再検討し、統一王朝誕生の実像に迫る。

アジア史、東洋史
同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎222.041 件名◎中国－歴史－秦
時代 シカ 208p
冊子版 978-4-86398-323-6 2018.03

*1030956570*
新図説中国近現代史 日中新時代の見取図 改訂版
田中仁
（たなか・ひとし）
著
法律文化社

菊池一隆
（きくち・かずたか）
著

中国近現代史の始点を清朝の斜陽（1800年）に置き、21世紀にいたる200年の
過程を描写する。理解をより具体的なものとするために、左頁の叙述に対応する図
表を右頁にまとめて、左右見開きとして構成。

アジア史、東洋史
同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎222.06 件名◎中国－歴史－清時
代 ■シ 290p
冊子版 978-4-589-04055-8 2020.02

*1031959579*
銃弾とアヘン 「六四天安門」生と死の記憶

アジア史、東洋史

同時アクセス1 7,920円 + 税
同時アクセス3 11,880円 + 税
分類◎222.077 件名◎天安門事件
30年前、天安門広場で何が起きたのか ? 民衆の視点から天安門事件の真相に迫 （1989）リジ 370p
り、今も続く当事者たちの苦難の道のりを追う。中国低層の声を記録しつづけてき 冊子版 978-4-560-09698-7 2019.07
廖亦武
（りゃお・いう）
著
白水社

土屋昌明
（つちや・まさあき）
訳

た亡命作家によるオーラルヒストリー。

DL不可 EPUB

*1031132295*
73

六四と一九八九 習近平帝国とどう向き合うのか

アジア史、東洋史

同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎222.077 件名◎天安門事件
中国の現執行体制の基礎を形作った六四・天安門事件を世界史レベルのおいて （1989）■ロ 298,2p
再検討。存在感を増している中国の現在、今後のあり方を考え、習近平体制のゆ 冊子版 978-4-560-09740-3 2020.01
石井知章
（いしい・ともあき）
編
白水社

及川淳子
（おいかわ・じゅんこ）
編

くえを見定める。2019年6月開催のシンポジウムの報告・論文集。

DL不可 EPUB

*1031875600*
東南アジアの歴史 人・物・文化の交流史 新版

〈有斐閣アルマ Interest〉

アジア史、東洋史

同時アクセス1 5,720円 + 税
同時アクセス3 8,580円 + 税
桐山昇
（きりやま・のぼる）
著 栗原浩英
（くりはら・ひろひで）
著
分類◎223 件名◎東南アジア－歴史 ■
有斐閣
ト 386p
旅行やビジネス、エスニック・ブームなどにより、日本人にとって身近な存在となって 冊子版 978-4-641-22139-0 2019.12

いる東南アジア。この地域世界の歴史を人・物・文化の交流史というユニークな
視点で多角的・重層的に描き出したテキスト。

ビルマ独立への道 バモオ博士とアウンサン将軍

〈15歳からの「伝記で知るアジアの近現代史」
シリーズ 2〉

DL不可

*1031616162*
アジア史、東洋史

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,480円 + 税
分類◎223.806 件名◎ミャンマー－歴史
ネビ 209p
ビルマ独立闘争を担ったバモオ博士とアウンサン将軍の人生を詳述。独立後の 冊子版 978-4-7791-1731-2 2012.04
根本敬
（ねもと・けい）
著
彩流社

ビルマの歴史に隠された日本との深い関係をたどる。巻末に関連年表も掲載。

*1031301250*
文明史から見たトルコ革命 アタテュルクの知的形成

アジア史、東洋史

同時アクセス1 13,200円 + 税
同時アクセス3 19,800円 + 税
分類◎227.4 件名◎トルコ革命
（1923）
イスラム圏初の世俗国家を建設したアタテュルク。近代西洋の理念に則る建国と ハブ 249,55p
いう壮大な社会実験は、成功したのか ? 西洋と東洋の狭間から歴史を読み直す。 冊子版 978-4-622-08885-1 2020.03
M.シュクリュ・ハーニオール 著
みすず書房

新井政美
（あらい・まさみ）
監訳

現代トルコの起源を知るための必読書。

*1031983376*
インティファーダの女たち ―パレスチナ 被占領地を行く―
増補版
古居 , みずえ
彩流社

イスラエルの不法占領に抗して民衆蜂起（インティファーダ）を続けるヨルダン川
西岸とガザ 地区に住むパレスチナ人と生活を共にしたカメラマンが、イスラム社
会の因習から自立していく女性たちを中心に活写。和平をめぐるその後を増補。

1989 ベルリンの壁崩壊後のヨーロッパをめぐる闘争 上

アジア史、東洋史
同時アクセス1 5,830円 + 税
同時アクセス3 8,690円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-408-8

1996

*1030945507*
ヨ－ロッパ 史、西洋史

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎230.7 件名◎西洋史ー20世紀 サ
1989年11月9日、ベルリンの壁は崩壊した。この好機を逃すまいと西ドイツ首相コー セ 193,52p
ルは東西ドイツの統一に向けて動き始める。だが、その行く手にはゴルバチョフ、ミッ 冊子版 978-4-7664-2621-2 2019.09
メアリー・エリス・サロッティ著
慶應義塾大学出版会

奥田博子
（おくだ・ひろこ）
訳

テラン、ブッシュが待ち構えていた…。

*1030988237*
1989 ベルリンの壁崩壊後のヨーロッパをめぐる闘争 下

ヨ－ロッパ 史、西洋史

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎230.7 件名◎西洋史ー20世紀 サ
EC 拡大を狙うミッテラン、NATO 拡張を目論むブッシュ、ソ連崩壊の屈辱を味わう セ 184,94p
プーチン。権謀術数渦巻く闘いの真の勝者は? 冷戦後の世界秩序をめぐる大国間 冊子版 978-4-7664-2622-9 2019.09
メアリー・エリス・サロッティ著
慶應義塾大学出版会

奥田博子
（おくだ・ひろこ）
訳

の覇権争いを鮮やかに描き出した歴史ノンフィクション。

*1030988238*
74

ロシア革命と東欧（叢書東欧）
羽場 久浘子
彩流社

西欧とソ連のはざまに生きる東欧への新しい視座を求めてロシア革命期まで遡り、
民族の独立と国家再編の転換期に生きた具体的な人物像を通して多様な可能性と
革命の衝撃を捉える。Ｚ・トボルカ/Ｒ・ドモスフキ/ヤーシ/Ｓ・ラデッィチ他。

ヨ－ロッパ 史、西洋史
同時アクセス1 8,009円 + 税
同時アクセス3 12,014円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-179-7

1990

*1031980168*
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

ヨ－ロッパ 史、西洋史

同時アクセス1 19,800円 + 税
同時アクセス3 29,700円 + 税
分類◎230.7 件名◎西洋史ー20世紀 ザ
第二次世界大戦後のヨーロッパでは、数多くの子どもたちが行方不明になった。国 ウ 398,69p
連諸機関と人道主義組織による国際的な子どもの救済活動を通して、戦後のヨーロッ 冊子版 978-4-622-08868-4 2019.12

タラ・ザーラ著
みすず書房

三時眞貴子
（さんとき・まきこ）
監訳

パ再建と国際秩序の創出をめぐる諸相を浮き彫りにする。

*1031670265*
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

ケルト民族の国でありながら、分断国家にして複合社会のアイルランド。「一つの
アイルランド」を目指す民族主義運動の担い手として非妥協的な反英・反権力闘
争を展開したＩＲＡの創設から'98年の “ 和平合意 ”までの活動を詳述。

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

ＩＲＡとは何か。なぜアイルランドは南北に分割されたのか。アイルランドとイギリスとの、
血で血を洗うような闘争の根底には何があるのか。本書では、両国の紛争の歴史と、
宗教的な背景をたどり、現在の政治的状況と今後の展望を語る。

アウシュヴィッツの巻物証言資料

ヨ－ロッパ 史、西洋史
同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-461-3

1999

*1030945500*
ヨ－ロッパ 史、西洋史
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-621-05315-7

2000

*1030937021*
ヨ－ロッパ 史、西洋史

同時アクセス1 21,120円 + 税
同時アクセス3 31,680円 + 税
分類◎234.074 件名◎ホロコースト
選別されたユダヤ人〈ゾンダーコマンド〉の労働によって稼動していたナチのガス室。（1939～1945）チア 322,78p
遺体の焼却や処理、清掃など「地獄」の労働を担わされた彼らがひそかに書き、 冊子版 978-4-622-08703-8 2019.05

ニコラス・チェア著 ドミニク・ウィリアムズ 著
みすず書房

死後の発見を願って地中に埋めた文書の全貌を詳しく考察する。

*1030990041*
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』

ヨ－ロッパ 史、西洋史

同時アクセス1 8,910円 + 税
同時アクセス3 13,365円 + 税
分類◎234.074 件名◎ホロコースト
（1939～1945）ハヒ 244p
「わが闘争」にフロイトが突きとめた神経症の病理を見、「マルキシズム打倒のた 冊子版 978-4-7791-2060-2 2014.11
林順治
（はやし・じゅんじ）
著
彩流社

めにユダヤ人絶滅を」という強迫観念に襲われたヒトラーの深層心理とナチの歩
みを追いながら、ホロコーストに至る道を辿る。

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

ハンガリー社会と西欧社会を結ぶ「肉牛」に対し、羊はオスマン社会との結びつ
きを表す。大平原の町ケチケメートにおける羊の数、羊飼い、毛皮加工師の同職
組合、羊肉の行方など第一次史料を読み解いた近世史。本論では、こうした本来
価値中立的な事物であるべき羊に視点を定め、その地点から見渡すことのできる羊
に纏わる風景をできうる限り多面的に描く。

*1031980182*
ヨ－ロッパ 史、西洋史
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-565-8

1998

*1032019529*
75

職業別 パリ風俗 〈白水 Uブックス 1134 エッセイ〉

ヨ－ロッパ 史、西洋史

同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 6,270円 + 税
分類◎ 件名◎フランス－歴史ー19世紀
法廷では弁護をしない「代訴人」、情報通の「門番女」、医者より儲かる「薬剤師」、 カシ 288p
自営業としての「高級娼婦」 …。バルザックやフロベールの小説に描かれた様々 冊子版 978-4-560-72134-6 2020.04
鹿島茂
（かしま・しげる）
著
白水社

な職業の実態から、19世紀フランスの風俗や社会がわかる!

DL不可 EPUB

*1032379100*
スペインレコンキスタ時代の王たち 中世800年の国盗り物語

ヨ－ロッパ 史、西洋史

同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎236.04 件名◎スペイン－歴史 ニ
711年のイスラムの侵入から1492年のグラナダ開城までのレコンキスタ（国土回 ス 244p
復運動）の内実を、複雑に入り組んだ王家の争いと“ 国盗り合戦 ” の果ての成果と 冊子版 978-4-7791-2280-4 2016.12
西川和子
（にしかわ・かずこ）
著
彩流社

して描く。折り込みの「800年にわたる王家の系図」付き。

DL不可 EPUB

*1031460178*
現代スペインの歴史 ―激動の世紀から飛躍の世紀へ―
碇 順治
彩流社

内戦とフランコの独裁政治を脱して30年。社労党政権の樹立を経て、EU 加盟、
揺ぎない民主国家、世界第8位の経済大国にまで成長した“スペインの様変り” の
プロセスとその核心。

ヨ－ロッパ 史、西洋史
同時アクセス1 6,820円 + 税
同時アクセス3 10,230円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-995-3

2005

*1031460164*
近世フィレンツェの都市と祝祭

City and Festivals in the early modern Florence

赤松加寿江
（あかまつ・かずえ）
著
東京大学出版会

近世フィレンツェの「祝祭」において、都市や建築はどのように設えられたのか。
祝祭が作り出した空間や景観的な変化に映し出された理想の都市像を見出すこと
で、都市における祝祭の役割と意義、その可能性を示す。

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
（たていし・ようこ）
著
慶應義塾大学出版会

独ソ戦や、スターリン体制による市民への大規模な抑圧は、ロシアの人びとの記
憶に何を遺したのか－。体制転換後の新生ロシアにおけるソ連時代の歴史認識論
争の実像を、歴史教育や歴史教科書をめぐる論争から明らかにする。

ヨ－ロッパ 史、西洋史
同時アクセス1 10,725円 + 税
同時アクセス3 26,812円 + 税
分類◎ 件名◎フィレンツェ－歴史 アキ
284,9p
冊子版 978-4-13-066859-0 2020.08

*1031983419*
ヨ－ロッパ 史、西洋史
同時アクセス1 13,860円 + 税
同時アクセス3 20,790円 + 税
分類◎ 件名◎ソビエト連邦－歴史 タス
306,48p
冊子版 978-4-7664-2681-6 2020.06

*1032310424*
ヴァイキングの暮らしと文化 新装版

ヨ－ロッパ 史、西洋史

同時アクセス1 6,600円 + 税
同時アクセス3 9,900円 + 税
分類◎238.9 件名◎バイキング ボヴ■■
「北欧の海賊」という従来の偏見を排し、ルーン学、サガや詩などの史料を駆使して、 ■バ 330,4p
ヴァイキングの実像に迫る書。「家族」を中心とした社会を組織した、その豊かな 冊子版 978-4-560-09741-0 2019.11
レジス・ボワイエ著
白水社

熊野聰
（くまの・さとる）
監修

文化全般を詳説する。

DL不可 EPUB

*1031853807*
映画『アンダーグラウンド』
を観ましたか ? ―ユーゴスラヴィ
アの崩壊を考える―
越村 , 勲
彩流社

1995年のカンヌ映画祭でグランプリをとったエミール・クストゥリツァ監督『アンダー
グラウンド』の世界を読み解きながら、1990年最初の社会主義崩壊、91年の各
共和国の独立宣言、92年以降の「内戦」や NATOによる「空爆」といった“ 歴
史的体験 ”をした旧ユーゴスラヴィアの歩みを考える。
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ヨ－ロッパ 史、西洋史
同時アクセス1 2,750円 + 税
同時アクセス3 4,070円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-929-8

*1030945508*

2004

イスラム・スペインとモサラベ

ヨ－ロッパ 史、西洋史

同時アクセス1 9,020円 + 税
同時アクセス3 13,530円 + 税
分類◎
イスラム支配下のスペイン＝アンダルス、イスラム支配下のキリスト教徒＝モサラ 冊子版 978-4-88202-449-1
安達 , かおり
彩流社

ベ……。多宗教、多民族からなる異文化の共存が実現されていた “アンダルス”
社会の成り立ちを解明。受容と軋轢の中から生まれる新しい文化創造の姿と可能性。

1997

*1030945505*
バスクもう一つのスペイン ―現在・過去・未来―改訂増補版
渡部 , 哲郎
彩流社

特異な民俗・言語で知られるバスク地方は、スペインにおける工業地帯でもあり、
過激な分離運動でも注目を集めている。本書は、バスク史の検証を通じて、スペイ
ンの中のバスクとは何かとバスク社会の諸問題を解明する我国唯一の書。

ヨ－ロッパ 史、西洋史
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-103-2

1987

*1030945543*
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

北アメリカ史

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎253.065 件名◎米西戦争
（1898）ハス 295,58p
1898年4月に始まったアメリカ・スペイン戦争は、スペインに対する独立運動が展 冊子版 978-4-7791-2663-5 2020.03
林義勝
（はやし・よしかつ）
著
彩流社

開されていたキューバ、フィリピンを舞台に戦われた。帝国主義戦争と民族解放戦
争の歴史的交錯を描き、アメリカの海外膨張政策を考察する。

カウンターカルチャーのアメリカ 希望と失望の1960年代
第2版 〈ACADEMIA SOCIETY NO.12〉

*1031889408*
北アメリカ史

同時アクセス1 2,200円 + 税
同時アクセス3 4,400円 + 税
分類◎253.073 件名◎アメリカ合衆国－
歴史ー20世紀 タカ 201p
アメリカのメインストリームと同調しながらも、「反抗」というイメージを大衆化したカ 冊子版 978-4-86692-041-2 2019.10
竹林修一
（たけばやし・しゅういち）
著
大学教育出版

ウンターカルチャー。アメリカ社会に広範な影響を与えたカウンターカルチャーにつ
いて、多角的に考察する。章を追加した第2版。

夢大陸アメリカ? ―近代生成の社会史―

*1031272473*
北アメリカ史

同時アクセス1 9,570円 + 税
同時アクセス3 14,300円 + 税
分類◎
現代アメリカ社会の抱える諸現象は「近代」の矛盾の現出である。独自の視点で 冊子版 978-4-88202-106-3
小野路 , 功
彩流社

アメリカ建国の諸相を解明することによって、常識としてのアメリカ史に一石を投じ、
“ 進歩と発展 ” の裏にひそむ解体の力学を探る“ 作品 ”としての社会史。

1988

*1030945556*
人物レファレンス事典

郷土人物編

日外アソシエ－ツ
日外アソシエーツ

神代・古代から現代までの日本各地で活躍した93,342人が、どの人物事典、歴史
事典等に、
どんな見出しで載っているかがわかる。これまでの「人物レファレンス事典」
シリーズで対象としていなかった地方人物事典、県別百科事典111種129冊から、
のべ132,722件の人名見出しを収録。

郷土ゆかりの人々 地方史誌にとりあげられた人物文献目録

伝記
同時アクセス1 313,500円 + 税
同時アクセス3 564,300円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-8169-2122-3

2008

*1032442115*
伝記

同時アクセス1 61,050円 + 税
同時アクセス3 109,890円 + 税
分類◎ R281.031 件名◎人名－書誌 ■
1997年～2013年に日本各地の地方史研究雑誌・地域文化誌に発表された人物文 キ 954p
献（伝記・回想・人物論等）46729点を掲載した目録。歴史上の人物から地域に 冊子版 978-4-8169-2579-5 2016.01

飯澤文夫
（いいざわ・ふみお）
監修 日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

根ざして活動中の人物まで19877人の文献を収録。

*1032442110*
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人物レファレンス事典 郷土人物編第2期〈2008-2017〉
日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

古代から現代までの日本各地で活躍した35877人が、人物事典、歴史事典等に、
どんな見出しで掲載されているかがわかる総索引。人名異表記・異読み、活動時
期、身分・肩書・職業、業績などの簡単なデータも示す。

伝記
同時アクセス1 151,800円 + 税
同時アクセス3 273,240円 + 税
分類◎ R281.033 件名◎人名辞典－日
本 ■ジ 901p
冊子版 978-4-8169-2730-0 2018.07

*1032442116*
日本史人名よみかた辞典

伝記

同時アクセス1 44,000円 + 税
同時アクセス3 79,200円 + 税
分類◎
神代・上代から幕末までに至る日本人名の読み方辞典。古文書などに記録された 冊子版 978-4-8169-1527-7

日外アソシエーツ株式会社
日外アソシエーツ

人名を対象に、神名、架空・伝承名、一部の外国人名を含む68,000件を収録。
名の先頭漢字の総画数で引くことができ、人物の同定識別に役立つ時代や身分な
ども掲載。「親字音訓ガイド」 付き。『歴史人名よみかた辞典』（’89.12刊）の改
訂版。

日本史人名よみかた辞典 2

1999

*1031553436*
伝記

同時アクセス1 44,000円 + 税
同時アクセス3 79,200円 + 税
分類◎ R281.033 件名◎人名辞典－日
名の先頭漢字の総画数で引ける、1999年刊「日本史人名よみかた辞典」の追補版。 本 ■ニ 57,1314p
主に歴史上の人物を対象とし、前版未収録の日本人名64824人を収録。人物の同 冊子版 978-4-8169-2814-7 2020.02

日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

定識別に役立つ時代や身分等も掲載。親字音訓ガイド付き。

*1031553437*
田中角栄と河井継之助、山本五十六 怨念の系譜
早坂茂三
（はやさか・しげぞう）
著
東洋経済新報社

新潟が生んだ3人の偉才、河井継之助、山本五十六、田中角栄。時代の転換期
に現れた英雄たちの足跡を徹底検証し、その底流にある「怨念の構造」を明らか
にする。ロッキード事件の真実も激白。

伝記
同時アクセス1 3,630円 + 税
同時アクセス3 5,445円 + 税
分類◎281.04 件名◎河井継之助 ハタ
316p
冊子版 978-4-492-06203-6 2016.11

*1030884590*
スペイン中世烈女物語 歴史を動かす“ 華麗 ”な結婚模様

伝記

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎283.6 件名◎伝記－スペイン ニス
時代に翻弄され、それぞれの紆余曲折を生き抜いた烈女たち。レコンキスタ時代と 265p
も重なる、スペイン中世を生きた女性たちを描き出す。詳細な系図と、時代背景を 冊子版 978-4-7791-2551-5 2019.01
西川和子
（にしかわ・かずこ）
著
彩流社

解説した中世コラム付き。

DL不可 EPUB

*1031889410*
戦国大名北条氏の歴史 小田原開府五百年のあゆみ

伝記

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎288.3 件名◎北条氏
（小田原）■
15世紀末、伊勢宗瑞（早雲）が小田原に進出。氏綱が北条を名乗ると、小田原 セ 226p
を本拠に屈指の戦国大名に成長した。氏康～氏直期の周辺国との抗争・同盟、 冊子版 978-4-642-08367-6 2019.12
小田原城総合管理事務所編
吉川弘文館

小和田哲男
（おわだ・てつお）
監修

近世小田原藩の発展にいたる歴史を図版とともに描く。コラムも収録。

*1031434042*
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
（ごじょう・さえこ）
著
吉川弘文館

夫婦関係や子どもへの細やかな愛情、家臣への心配り、婚家との架け橋…。戦
国大名毛利家に関する膨大な文書から、元就・隆元・輝元の妻たちに光を当て、
毛利家の家族観に迫る。
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伝記
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎288.3 件名◎毛利家 ゴセ 224p
冊子版 978-4-642-05892-6 2020.01

*1031434040*

近代皇室の社会史 側室・育児・恋愛

伝記

同時アクセス1 26,400円 + 税
同時アクセス3 39,600円 + 税
分類◎288.4 件名◎皇室－歴史 モキ
皇室はなぜ「近代家族」化の道を辿ったのか。一夫一婦制への転換、「御手許」 367,6p
養育の変遷…。明治中期～戦後を対象に、皇室内部の史料等をもとに検討。大 冊子版 978-4-642-03892-8 2020.02
森暢平
（もり・ようへい）
著
吉川弘文館

衆化する社会情勢と連関させて考察し、時代に順応する皇室の姿に迫る。

*1031533272*
「王」
と呼ばれた皇族 古代・中世皇統の末流

伝記

同時アクセス1 9,240円 + 税
同時アクセス3 13,860円 + 税
分類◎288.44 件名◎皇族 アオ 268p
天皇の曽孫以下の嫡男系嫡出の男子子孫「王」。興世王、以仁王、忠成王など、 冊子版 978-4-642-08369-0 2020.01
赤坂恒明
（あかさか・つねあき）
著 日本史史料研究会監修
吉川弘文館

有名・無名のさまざまな「王」たちを、逸話を交えて紹介し、皇族の周縁部から皇
室制度史の全体像に迫る。

*1031434044*
ホハレ峠 ダムに沈んだ徳山村百年の軌跡
大西暢夫
（おおにし・のぶお）
写真・文
彩流社

映画『水になった村』監督が描く、ダムに沈んだ岐阜県徳山村100年の軌跡。最
後の一人であった女性（ババ）の語りをまとめ、血をつなぐための彼らの驚くべき道
のりをたどる。

伝記
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎289.1 件名◎廣瀬ゆきえ オホヒ
269p
冊子版 978-4-7791-2643-7 2020.04

*1031980205*
ホハレ峠 ダムに沈んだ徳山村百年の軌跡
大西暢夫
（おおにし・のぶお）
写真・文
彩流社

映画『水になった村』監督が描く、ダムに沈んだ岐阜県徳山村100年の軌跡。最
後の一人であった女性（ババ）の語りをまとめ、血をつなぐための彼らの驚くべき道
のりをたどる。

伝記
同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,405円 + 税
分類◎289.1 件名◎廣瀬ゆきえ オホヒ
269p
冊子版 978-4-7791-2643-7 2020.04
DL不可 EPUB

*1031980214*
岐点の軌跡 続 老いてなお岐点あり

伝記

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎289.1 件名◎北原保雄 キキキ
託された任務は、衰退する地方私立大学の再興と人口減少に悩む地方都市の再 577p
活性化－。新潟産業大学学長を務めた著者が、ふるさとである新潟県柏原市にお 冊子版 978-4-585-28503-8 2020.03
北原保雄
（きたはら・やすお）
著
勉誠出版

ける努力と、新潟産業大学での模索などについて綴る。

*1031866383*
銀のしずく
「思いのまま」―知里幸恵の遺稿より―改訂版

伝記

同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎
アイヌ民族の言葉を書き残すこと。それは「アイヌ民族は滅びず」との宣言であっ 冊子版 978-4-88202-774-4
富樫 , 利一
彩流社

た！自分の死を悟っていたかのように詳細な日記を書くとともに、一冊のノートを残した。
その全文とそこに込められた19歳の少女の想いを読む。

2002

*1030945520*
松岡洋右と日米開戦 大衆政治家の功と罪
〈歴史文化ライブラリー 496〉

伝記

同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎289.1 件名◎松岡洋右 ハママ
222p
日米開戦の原因をつくった外交官として、厳しく評価されている松岡洋右。
しかし彼は、 冊子版 978-4-642-05896-4 2020.03
服部聡
（はっとり・さとし）
著
吉川弘文館

日米戦争回避を図って行動していた。その狙いはなぜ破綻したのか。複雑な内外
の政治状況を繙き、人物像を再評価する。

*1031616166*
79

西川全彦・八寿子 社会福祉の発展と政治を動かす力

〈社会福祉を牽引する人物 3〉
西川全彦
（にしかわ・まさひこ）
鼎談
大学教育出版

西川八寿子
（にしかわ・やすこ）
鼎談

兵庫県の社会福祉を牽引する人物として、元兵庫県保育協会理事長の西川全彦
とその夫人の西川八寿子を紹介。社会福祉を押し上げるための活動と、そのエネ
ルギッシュな牽引力を鼎談形式で明らかにする。

智の涙 獄窓から生まれた思想

伝記
同時アクセス1 1,100円 + 税
同時アクセス3 2,200円 + 税
分類◎289.1 件名◎西川全彦 ■ニニ
76p
冊子版 978-4-86692-036-8 2019.07

*1031272485*
伝記

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎289.1 件名◎矢島一夫
（1941～）
極貧家庭、少年院、殺人加害者…人生の大半を刑務所で過ごした著者は、獄中 ヤチヤ 278p
で出会った人びとの影響を受けながら、独学で読み書きを獲得した。壮絶な半生を 冊子版 978-4-7791-2635-2 2020.01
矢島一夫
（やじま・かずお）
著
彩流社

振り返りながら、獄中で生まれた思想を綴る。

*1031480109*
智の涙 獄窓から生まれた思想

伝記

同時アクセス1 4,400円 + 税
同時アクセス3 6,600円 + 税
分類◎289.1 件名◎矢島一夫
（1941～）
極貧家庭、少年院、殺人加害者…人生の大半を刑務所で過ごした著者は、獄中 ヤチヤ 278p
で出会った人びとの影響を受けながら、独学で読み書きを獲得した。壮絶な半生を 冊子版 978-4-7791-2635-2 2020.01
矢島一夫
（やじま・かずお）
著
彩流社

振り返りながら、獄中で生まれた思想を綴る。

DL不可 EPUB

*1031480110*
池田綱政 元禄時代を生きた岡山藩主

伝記

同時アクセス1 8,580円 + 税
同時アクセス3 12,870円 + 税
分類◎289.1 件名◎池田綱政 クイイ
岡山藩池田家の二代目当主・池田綱政は、父光政と比較され、きびしい評価を受 219p
けてきた。実際には、大規模新田の開発や、閑谷学校の整備、後楽園の造営な 冊子版 978-4-642-08359-1 2019.09
倉地克直
（くらち・かつなお）
著
吉川弘文館

どの事績がある。時代に呼応した統治をすすめた綱政の人物像に迫る。

*1030990054*
天神様の正体 菅原道真の生涯 〈歴史文化ライブラリー 506〉
森公章
（もり・きみゆき）
著
吉川弘文館

菅原道真は、なぜ政治の世界で異例の出世を遂げ、突然大宰府に左遷されたの
か。三善清行との確執や、遣唐使廃止に至る真相など、さまざまな側面から“ 天神
様 ” の姿に迫る。

伝記
同時アクセス1 5,610円 + 税
同時アクセス3 8,415円 + 税
分類◎ 件名◎菅原道真 モテス 229p
冊子版 978-4-642-05906-0 2020.09

*1032433705*
徳川家光公傳 新装版 オンデマンド版
廣野三郎
（ひろの・さぶろう）
著
吉川弘文館 デジタルパブリッシングサービス
（印刷・製本）

徳川家三代将軍として幕府の基礎を強固にした徳川家光の伝記。島原の乱、鎖
国などの事績から、人格、逸話、武技といった個性までを詳述し、徳川家光の廟
所ならびに忌辰法会についても記す。略年譜、英文の要約なども収録。

伝記
同時アクセス1 44,000円 + 税
同時アクセス3 66,000円 + 税
分類◎289.1 件名◎徳川家光 ヒトト 1冊
冊子版 978-4-642-73215-4 2019.09

*1031137109*
徳川家康公傳 新装版 オンデマンド版
中村孝也
（なかむら・こうや）
著
吉川弘文館 デジタルパブリッシングサービス
（印刷・製本）

近世社会の新秩序を組織した徳川家康の全生涯を総観するとともに、その偉業、
殊に文化面における功績を記述した伝記。詳細年譜、豊富な地図・写真、花押・
印章集、英文の「家康公概観」なども収録する。

伝記
同時アクセス1 55,000円 + 税
同時アクセス3 82,500円 + 税
分類◎289.1 件名◎徳川家康 ナトト 1冊
冊子版 978-4-642-73214-7 2019.09

*1031137108*
80

徳川吉宗公傳 新装版 オンデマンド版
辻達也
（つじ・たつや）
著
吉川弘文館 デジタルパブリッシングサービス
（印刷・製本）

江戸幕府の八代将軍徳川吉宗の伝記。享保改革など、主に吉宗の将軍としての
30年間の治績に力点をおき、政治家としての歴史的意義を実証的に明らかにすると
ともに、享保という時代も描き出す。英文の要約も収録。

伝記
同時アクセス1 44,000円 + 税
同時アクセス3 66,000円 + 税
分類◎289.1 件名◎徳川吉宗 ツトト 1冊
冊子版 978-4-642-73216-1 2019.09

*1031137110*
南方熊楠のロンドン 国際学術雑誌と近代科学の進歩

伝記

同時アクセス1 12,320円 + 税
同時アクセス3 18,480円 + 税
分類◎289.1 件名◎南方熊楠 シミミ
19世紀末、ロンドンに留学し、世界各国の辞書や事典を渉猟し、学問的研鑽を 280,6p
積んだ南方熊楠。国際学術誌に376篇もの英文論考を寄稿し、東洋からの知見の 冊子版 978-4-7664-2650-2 2020.02
志村真幸
（しむら・まさき）
著
慶應義塾大学出版会

提供によって近代科学の発展を支えた熊楠の営為を捉え直す。

*1031616251*
白洲正子と歩く琵琶湖 江北編 山、命生む母性への祈り

伝記

同時アクセス1 3,740円 + 税
同時アクセス3 5,610円 + 税
分類◎289.1 件名◎白洲正子 オシシ
近江を深く愛した随筆家・白洲正子の作品に登場する場所、および関連する場所 155p
を取り上げ、著者の感性を交え、近江に継承された文化について解説。江北編で 冊子版 978-4-86099-340-5 2019.04
大沼芳幸
（おおぬま・よしゆき）
著
海青社

は、山と山に拠る人が紡ぎ上げた様々な文化を紹介する。

*1030866947*
豊田章男

伝記

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,425円 + 税
分類◎289.1 件名◎豊田章男 カトト
トヨタを牽引する男は、いかに育ったのか。なぜぶれないのか。何を見ているのか－。 341p
トヨタ自動車社長・豊田章男の知られざる内面に初めて迫る、ビジネス・ノンフィクショ 冊子版 978-4-492-50316-4 2020.04
片山修
（かたやま・おさむ）
著
東洋経済新報社

ン。『週刊東洋経済』連載を加筆し書籍化。

*1032310438*
明智光秀の生涯 〈歴史文化ライブラリー 490〉

伝記

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎289.1 件名◎明智光秀 スアア
前半生は不明ながら、足利義昭や織田信長に臣従して頭角をあらわした明智光秀。 238p
連歌や茶道にも長け、織田家中随一の重臣に上り詰めながら、なぜ主君を襲撃し 冊子版 978-4-642-05890-2 2019.12
諏訪勝則
（すわ・まさのり）
著
吉川弘文館

たのか。本能寺の変の真相に新見解を示し、人間像に迫る。

*1031340530*
優しさをください 新装版 ―連合赤軍女性兵士の日記―
大槻 , 節子
彩流社

連合赤軍事件で悲劇的な死をとげた女子学生の68年～71年にかけて遺した日記。
ここに表わされたものは、60年代後半から70年代初頭の激動の時代の重圧にあえ
ぎながらも、人間らしい生き方を追求した真摯な魂の記録である。

伝記
同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,050円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-472-9

1998

*1030945552*
アメリカの奴隷制を生きる フレデリック・ダグラス自伝

伝記

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎289.3 件名◎ダグラス,フレデリク
19世紀前半のアメリカに、奴隷として生まれたフレデリック・ダグラスの自伝。生ま ダアダ 185,23p
れた時期から、奴隷制に抗って生き、ついに20歳で逃亡に成功するまでの苦難の 冊子版 978-4-7791-2194-4 2016.01

フレデリック・ダグラス著
彩流社

樋口映美
（ひぐち・はゆみ）
監修

道のりを記す。奴隷制の本質を描き出した、貴重な記録。

DL不可 EPUB

*1031579544*
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キッチンの悪魔 三つ星を越えた男

伝記

同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎289.3 件名◎ホワイト,マルコ・ピ
イギリス労働者階級から這いあがり、ミシュラン三つ星を獲得したシェフ、マルコ・ エール ホキホ 341p
ピエール・ホワイト。あえて星をすて、経営に専念した孤高のシェフの闘争記。実 冊子版 978-4-622-08856-1 2019.11
マルコ・ピエール・ホワイト著 ジェームズ・スティーン著
みすず書房

際にふるまわれていたフルコースを再現できるレシピ付き。

*1031616155*
フランシス・クリック 遺伝暗号を発見した男

伝記

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎289.3 件名◎クリック,フランシス・
DNA 構造の発見、遺伝暗号の解読、分子生物学の樹立、そして意識研究へ－。 ハリー・コンプトン リフク 236,8p
稀代の生命科学者フランシス・クリックの生涯と、科学という知の営みの尊さを描く。 冊子版 978-4-326-75055-9 2015.08

マット・リドレー著
勁草書房

田村浩二
（たむら・こうじ）
訳

*1032356302*
メアリー・シーコール自伝 もう一人のナイチンゲールの闘い

伝記

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎289.3 件名◎シーコール,メアリー J.
ジャマイカ出身の黒人医師兼看護師、
メアリー・シーコール。19世紀人種差別の時代、 シメシ 260p
ナイチンゲールにも劣らない偉業を達成した稀有なる女性の自伝を全訳して収録する。 冊子版 978-4-7791-2329-0 2017.06
メアリー・シーコール 著
彩流社

飯田武郎
（いいだ・たけお）
訳

*1031460173*
ランスへの帰郷
ディディエ・エリボン著
みすず書房

伝記

塚原史
（つかはら・ふみ）
訳

パリの知識人となった著者は、父の死を機に数十年ぶりに帰郷する。なぜ出自を恥
じ、家族から離反しなければならなかったのか。自伝の形をとりながら、階級社会、
右傾化などについて鋭く考察する。仏独 ベスト＆ロングセラー。

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎ 件名◎エリボン, ディディエ エラエ
257p
冊子版 978-4-622-08897-4 2020.05

*1032433694*
黒い雨に撃たれて 二つの祖国を生きた日系人家族の物語 上

伝記

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎ 件名◎フクハラ, ハリー K. サクフ
ワシントン州シアトルで、広島出身の両親のあいだに生まれたハリーは、父の死後、 254p
広島に移住するが、日本に馴染めず、1938年に帰米。ところが、アジア太平洋戦 冊子版 978-4-7664-2685-4 2020.07
パメラ・ロトナー・サカモト著
慶應義塾大学出版会

池田年穂
（いけだ・としほ）
訳

争勃発に伴い、強制収容所に収監され…。

*1032310427*
黒い雨に撃たれて 二つの祖国を生きた日系人家族の物語 下

伝記

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎ 件名◎フクハラ, ハリー K. サクフ
アメリカ陸軍兵試験に合格したハリーは、
日本兵と対峙。赴任当初は差別を受けるが、 182,49p
実績を上げ、信頼を勝ちえていく。そんなハリーに、広島への原爆投下の一報が 冊子版 978-4-7664-2686-1 2020.07
パメラ・ロトナー・サカモト著
慶應義塾大学出版会

池田年穂
（いけだ・としほ）
訳

入り…。日米双方の市井の人々の経験をあざやかに描き出す。

*1032310428*
誰も知らないカルロス・ゴーンの真実
レジス・アルノー著
東洋経済新報社

ヤン・ルソー著

ゴーンは日本に何をもたらしたか。日産「CEOリザーブ」資金の黒い流れ、「人質
司法」の実態…。伝説の経営者の誕生から、2019年12月29日日本脱出の舞台裏
までを、在日フランス人記者が描く。

伝記
同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎ 件名◎ゴーン,カルロス アダゴ
304p
冊子版 978-4-492-50318-8 2020.05

*1031814562*
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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

伝記

同時アクセス1 6,160円 + 税
同時アクセス3 9,240円 + 税
分類◎ 件名◎アーレント, ハナトヒア
政治の意味を問い続けたアーレントと、未来への責任を基礎づけたヨナス。盟友と 352p
して、ユダヤ人として、思想家としてナチズムに対峙した彼らは、20世紀の破局 冊子版 978-4-7664-2678-6 2020.07
戸谷洋志
（とや・ひろし）
著
慶應義塾大学出版会

百木漠
（ももき・ばく）
著

をどう生きたのか。21世紀の全体主義に警鐘を鳴らす友情の記録。

*1032433804*
『天の夕顔』のかげで ―不二樹浩三郎愛の一生―
中井 , 三好
彩流社

戦中・戦後のベストセラー『天の夕顔』のモデル、不二樹浩三郎と作者、中河
与一の確執…。資産家の子として何不自由ない生活に入り込んだ愛と葛藤の世界
とは。自らの半生を語って戦地に赴いた不二樹の心情と足跡を辿る異色の評伝。

伝記
同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-362-3

1995

*1030945537*
安達憲忠関係史料集 ―自由民権運動から初期社会福祉
事業―
内藤 , 二郎
彩流社

青年期を岡山の自由民権運動に捧げ、その挫折後、東京市養育院幹事として近
代日本の初期社会福祉事業の中核を担った安達憲忠の足跡を明らかにすると同時
にその周辺資料を収めた。自由民権、社会福祉事業研究者必備の史料集。

私生きてます ―死刑判決と脳腫瘍を抱えて―
永田 , 洋子
彩流社

東京拘置所で服役中の著者が、自らの脳外科の手術・入院、闘病のなかでの裁
判、瀬戸内寂聴氏らとの交流……、鉄格子をはさんで繰り広げられる極限の世界
を自筆画30点を交えて描く迫真のドキュメント。

伝記
同時アクセス1 27,500円 + 税
同時アクセス3 40,700円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-011-0

1981

*1030945502*
伝記
同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,050円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-085-1

1986

*1030945563*
実像クレーヴの奥方 ―「ヴァロワ宮廷の華」アンヌ・デスト
の生涯―
ヴァランティーヌ・ポワザ
彩流社

近代心理小説の最初の傑作とされるラ・ファイエット夫人作「クレーヴの奥方」の
モデルを史実の中に探り、宗教戦争と権力闘争に明け暮れる16世紀中葉の宮廷
社会に生きる一人の女性の姿を甦らせた、フランス古典文学研究の先駆的研究。

社会福祉の先駆者安達憲忠
内藤 , 二郎
彩流社

慈善事業と救民事業を合体させた東京市養育院の幹事として社会福祉の黎明期
を支えた安達憲忠の足跡。岡山県の自由民権運動の挫折から社会福祉の道に進
んだ憲忠に大きな影響を与えた渋沢栄一をはじめとする多彩な人物交流の全貌。

伝記
同時アクセス1 7,370円 + 税
同時アクセス3 11,000円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-358-6

1995

*1030945530*
伝記
同時アクセス1 4,730円 + 税
同時アクセス3 7,040円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-243-5

1993

*1030945503*
十六の墓標 下 ―炎と死の青春―【スマホ・読上】
（※）
永田 , 洋子
彩流社

連合赤軍事件はなぜ起こったのか？ 女性リーダーが、自らの生いたち、学生運動
から革命運動への道、共産主義化と同志殺害、逮捕後の苛酷な取り調べ、長期
間にわたる裁判、闘病生活等を、獄中から描く手記。

伝記
同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-037-0

1983

DL不可 EPUB

*1030945590*
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十六の墓標 上 ―炎と死の青春―【スマホ・読上】
（※）
永田 , 洋子
彩流社

連合赤軍事件はなぜ起こったのか？ 女性リーダーが、自らの生いたち、学生運動
から革命運動への道、共産主義化と同志殺害、逮捕後の苛酷な取り調べ、長期
間にわたる裁判、闘病生活等を、獄中から描く手記。

伝記
同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,050円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-034-9

1982

DL不可 EPUB

*1030945589*
十六の墓標 続 ―連合赤軍敗北から十七年―

伝記

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎
逮捕後の女性リーダーが苦闘しながらも生きることへの意味を見出してゆく軌跡をた 冊子版 978-4-88202-167-4
永田 , 洋子
彩流社

どる
！ 自筆画多数収録。収録内容 1 控訴審判決 2 人生の学校の始まり 3
同志たちとの再会 4 「共産主義化」と総括論争 5 ハイジャックと党派からの離
脱 6 同志殺害を巡って 7 その後の連合赤軍

新十和田湖物語 ―神秘の湖に憑かれた人びと―

1990

*1030945568*
伝記

同時アクセス1 4,070円 + 税
同時アクセス3 6,050円 + 税
分類◎
本書は、風光明媚な神秘の湖に魅かれた大町桂月、大塚甲山をはじめ高村光太郎、 冊子版 978-4-88202-041-7
鳥谷部 , 陽之助
彩流社

石川啄木にいたるまで十余人の文人・墨客の湖とのかかわりを中心に、十和田湖
がどのように愛され、世に紹介されたかを中心に人物評伝としてまとめた好著。

1983

*1030945529*
知里幸恵 ―十九歳の遺言―
中井 , 三好
彩流社

アイヌの魂が詠み込まれた叙事詩 ユーカラの筆録を『アイヌ神謡集』に結実させ
た幸恵。偏見の中で女学校入学を拒否され、金田一京助との出会いによって不滅
の遺産と引き換えに夭折した、知里真志保の姉の生涯を自筆の日記と手紙で再現。

伝記
同時アクセス1 4,510円 + 税
同時アクセス3 6,710円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-196-4

1991

*1030945534*
世界地誌シリーズ 11 ヨーロッパ
加賀美雅弘
（かがみ・まさひろ）
編
朝倉書店

日本と世界の諸地域を学習するための基礎的な素材と考え方を提供するテキスト。
大きく変容するヨーロッパ・EUを、自然環境、都市の形成と発展、観光地域、移
民と社会問題などの多面的視点から解説する。見返しに地図あり。

地理、地誌、紀行
同時アクセス1 11,220円 + 税
同時アクセス3 22,440円 + 税
分類◎290.8 件名◎世界地理 ■セ
173p
冊子版 978-4-254-16931-7 2019.04
DL不可

*1032310376*
遠い記憶遠い国 ある旅の記録
金成陽一
（かなり・よういち）
著
彩流社

メルヘン街道、イギリスの片田舎、白夜のオタワ、列車で行くオーストラリア、幻
想の都イラン…。「グリム童話」研究者がこれまで訪れた外国での人びととの出会
い、様々な「出来事」をまとめた紀行文。

地理、地誌、紀行
同時アクセス1 9,900円 + 税
同時アクセス3 14,850円 + 税
分類◎ 件名◎旅行案内
（外国）カト 254p
冊子版 978-4-7791-2690-1 2020.06

*1032019536*
「好き」
を追求する、自分らしい旅の作り方

海外旅行に役立つアイデアとワンテーマ旅のすすめ

auk 著
誠文堂新光社

自分の好きなことを追究するための旅に出かけよう! 旅の手配の仕方や持ちものと賢
いパッキング方法、テーマのある旅の楽しみ、電車で巡るオランダ＆ベルギーの
旅などを紹介します。データ：2020年3月現在。

84

地理、地誌、紀行
同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎290.93 件名◎旅行案内
（外国）
■ス 175p
冊子版 978-4-416-52035-2 2020.03

*1032326719*

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

JAPANESE CULTURE AND HISTORY
ロックリー トーマス著
東京書籍

日本の文化と歴史の雑学を知り、それを英語で紹介できるようにするための本。高
校生でも読める英語と対訳で、外国人との会話が広がる。書き込み欄あり。英語
音声をダウンロード＆ストリーミングできるQRコード付き。

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
（ひらおか・あきとし）
編
海青社

見開きの左の頁に明治時代の地形図、右の頁に現在の地形図を配置し、地図上
に現れた日本の国土の変貌を読み解く。これまでの国土政策を振り返る足がかりとな
る一冊。

地理、地誌、紀行
同時アクセス1 3,080円 + 税
同時アクセス3 6,160円 + 税
分類◎291 件名◎日本 ロエ 303p
冊子版 978-4-487-81288-2 2019.08

*1031629259*
地理、地誌、紀行
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎291 件名◎日本－地理 ■ヨ 92p
冊子版 978-4-86099-346-7 2019.03

*1030866944*
郷土・地域をしらべるレファレンスブック

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 44,550円 + 税
同時アクセス3 80,190円 + 税
分類◎ R291.031 件名◎郷土研究－書
郷土・地域に関する書誌、事典、辞典、ハンドブック、図鑑、方言集、地名資 誌 ■キ 492p
料など参考図書の目録。1978年～2017年に日本国内で刊行された8357点を収録。 冊子版 978-4-8169-2739-3 2018.09

日外アソシエーツ株式会社編集
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

*1032442107*
地名でたどる郷土の歴史 地方史誌にとりあげられた地名文献目録

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 61,050円 + 税
同時アクセス3 109,890円 + 税
分類◎ R291.031 件名◎地名－書誌 ■
2000～2014年に発行された地方史研究雑誌・地域文化誌及び地方史関係記事 チ 1234p
が比較的多く掲載される全国誌から、21897の土地の歴史に関する文献64126点 冊子版 978-4-8169-2690-7 2017.12

飯澤文夫
（いいざわ・ふみお）
監修
日外アソシエーツ 紀伊國屋書店
（発売）

を収録した地名文献目録。「郷土ゆかりの人々」の姉妹編。

*1032442117*
ニッポンのムカつく旅
カベルナリア吉田
（かべるなりあ よしだ）
著
彩流社

バーでポケモンを探す男、北の空港のボンクラおまわり、エセ沖縄知識を披露す
る料理教室の先生…。旅は楽しいことばかりじゃないのだ ! 紀行ルポライターが、
旅先で遭遇したムカつきエピソードを紹介する。

地理、地誌、紀行
同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎291.09 件名◎日本－紀行・案内
記 カニ 177p
冊子版 978-4-7791-2636-9 2019.12

*1031480108*
東海道新幹線の車窓は、こんなに面白い !

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 3,300円 + 税
同時アクセス3 4,950円 + 税
分類◎291.093 件名◎日本－紀行・案内
自然風景、名所旧跡、工場、謎の看板…東海道新幹線の車窓風景の中から、き 記 クト 207p
れいなもの、面白いもの、不思議なもの82カ所を紹介する。ルート選定のエピソードや、 冊子版 978-4-492-04604-3 2016.12
栗原景
（くりはら・かげり）
著・撮影
東洋経済新報社

東海道新幹線の旅のウンチクも掲載。

*1030884639*
東京ワンデイスキマ旅

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 5,170円 + 税
同時アクセス3 7,810円 + 税
分類◎291.3 件名◎関東地方－紀行・案
昔は色街だった鳩の街通り商店街、山に登らない奥多摩…。東京近辺の、王道 内記 カト 222p
ではない「スキマ」の街や名所への日帰り旅を紹介する。
『読売新聞』WEB 版『ヨ 冊子版 978-4-7791-1955-2 2013.11

カベルナリア吉田
（かべるなりあ よしだ）
著
彩流社

ミウリ・オンライン』連載を加筆修正して書籍化。

*1031480105*
85

呑川のすべて 東京の忘れられた二級河川の物語
近藤祐
（こんどう・ゆう）
著
彩流社

世田谷区、目黒区、大田区を流れ、東京湾へといたる二級河川・呑川。その来
歴と現在を、書誌や古地図、独自の探索を手がかりにつむぎだす。人が「風景」
に抱く悔恨と希求、そして忘却と再生をめぐる異貌の東京論。

地理、地誌、紀行
同時アクセス1 7,370円 + 税
同時アクセス3 11,110円 + 税
分類◎291.361 件名◎呑川 コノ 184p
冊子版 978-4-7791-2608-6 2019.08

*1031272492*
浮世絵・名所図会で楽しむ伊勢屋と犬の伊勢参り
吉元昭治
（よしもと・しょうじ）
著
勉誠出版

お江戸日本橋の商人・伊勢屋助衛は、ふと思い立ち飼犬の金をお供に伊勢参りの
旅へ…。弥次喜多の「東海道中膝栗毛」を下敷きにした珍妙な物語。浮世絵・
名所図会などのカラー図版も多数収録する。

地理、地誌、紀行
同時アクセス1 4,180円 + 税
同時アクセス3 5,830円 + 税
分類◎291.5 件名◎東海道 ヨウ 110p
冊子版 978-4-585-27053-9 2019.12

*1031274413*
朽木谷の自然と社会の変容

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 7,700円 + 税
同時アクセス3 11,550円 + 税
分類◎291.61 件名◎高島市 ■ク
京都近郊の中山間地域「朽木」。その特徴的な自然、すなわち朽木の気候や地形、 318p 図版8枚
植生のなかで、人々がどのような暮らしや社会を作り上げてきたかをわかりやすく解 冊子版 978-4-86099-332-0 2019.03
水野一晴
（みずの・かずはる）
編
海青社

藤岡悠一郎
（ふじおか・ゆういちろう）
編

説する。2017年3月に開催されたシンポジウムの成果を集成。

*1030866945*
地図でみる京都 知られざる町の姿

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 3,520円 + 税
同時アクセス3 5,280円 + 税
分類◎291.62 件名◎京都府－地理 イチ
京都の町歩きを楽しむための本。京都府内の北から南まで36ケ所の市町村を取り 79p
上げて2万5千分の1地形図で示し、その成り立ちや特徴を解説する。見返しに地 冊子版 978-4-86099-344-3 2019.01
岩田貢
（いわた・みつぐ）
著
海青社

山脇正資
（やまわき・まさし）
著

図記号あり。

*1030866937*
橋爪節也の大阪百景

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎291.63 件名◎大阪市 ハハ
大阪的文化の地層を掘り起こす100コラム。言葉、人物、絵画、文学などから、 302p
本物の都市文化とその魅力を語る。キーワード索引付き。
『いちょう並木』連載「お 冊子版 978-4-422-25088-5 2020.02
橋爪節也
（はしずめ・せつや）
著
創元社

おさか KEYわーど」から100回分を選定し大幅加筆・改訂。

DL不可 EPUB

*1031875590*
大阪古地図むかし案内 カラー版
本渡章
（ほんど・あきら）
著
創元社

江戸時代につくられた多種多様な古地図のなかから、大坂の町絵図を紹介。部分
拡大図で絵図をすみずみまで味わい尽くす。古地図の見方も解説する。大判の折
込み古地図付き。

地理、地誌、紀行
同時アクセス1 7,590円 + 税
同時アクセス3 11,385円 + 税
分類◎291.63 件名◎大阪市－地図 ホオ
190p
冊子版 978-4-422-25085-4 2018.12

*1031325295*
地名の川西史

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 5,940円 + 税
同時アクセス3 8,910円 + 税
分類◎291.64 件名◎川西市 スチ 211p
豊かな歴史、神話、物語、伝説にあふれた川西地域。兵庫県川西市に40年暮ら 冊子版 978-4-422-20160-3 2018.06
菅原巖
（すがわら・いわお）
著
創元社

す著者が、川西の地名のいわれを、地域の歴史・風土からわかりやすく解きほぐし、
興味深い話題に即して物語る。

DL不可 EPUB

*1031325322*
86

図典「大和名所図会」
を読む 奈良名所むかし案内

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 12,540円 + 税
同時アクセス3 18,810円 + 税
分類◎291.65 件名◎大和名所図会 ホ
原寸復刻された江戸時代の旅行書シリーズ「大和名所図会」から場面を厳選し、 ズ 254p
絵ときスタイルで古今の習俗や生活、人間模様を活写する案内書。江戸期の奈良 冊子版 978-4-422-25087-8 2020.02
本渡章
（ほんど・あきら）
著
創元社

と現代をつなぐ生活文化や歴史・地理がわかる絵図約180点を収録。

*1031553440*
さらにひたすら歩いた沖縄みちばた紀行

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 4,950円 + 税
同時アクセス3 7,370円 + 税
分類◎291.99 件名◎沖縄県－紀行・案
幻のディープすぎるマーケット・白川、トンチンカンな再開発で変わってゆく街並み、 内記 カサ 246p
奇妙な流行にゆれるスポット、生活臭ただよう人情の街…。沖縄の日常風景と、も 冊子版 978-4-7791-1862-3 2013.02

カベルナリア吉田
（かべるなりあ よしだ）
著
彩流社

の言わぬ沖縄の人々のことばをつづる。

*1031480107*
沖縄戦546日を歩く 増補新版
カベルナリア吉田
（かべるなりあ よしだ）
著
彩流社

サイパン陥落の1944年7月7日から村上大尉投降の1946年1月3日までの546日間、
沖縄戦のおもな出来事の順に沖縄を歩いた記録。沖縄戦関連年表も掲載。記録
に残らない小さな島々の、もうひとつの沖縄戦を増補。

地理、地誌、紀行
同時アクセス1 5,500円 + 税
同時アクセス3 8,250円 + 税
分類◎291.99 件名◎沖縄県－紀行・案
内記 カオ 233p
冊子版 978-4-7791-2483-9 2018.05
DL不可 EPUB

*1031579542*
k.m.p. の、香港・マカオぐるぐる。

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 2,860円 + 税
同時アクセス3 5,720円 + 税
分類◎292.239 件名◎香港－紀行・案
2階建てバスあれこれ、飲茶3つのスタイル、重慶マンション探索、マカオのカジノ…。 内記 ケケ 142p
はじめての香港・マカオの旅を、イラストと写真で紹介する。データ：2019年2～3 冊子版 978-4-487-81246-2 2020.04
k.m.p. 著ブックデザイン
東京書籍

月現在。

*1032267595*
東南アジア文化事典

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 66,000円 + 税
同時アクセス3 99,000円 + 税
分類◎ R292.3 件名◎東南アジア－便覧
東南アジアの社会、自然、人々を解説した事典。エスニック料理や文化遺産、 ■ト 25,794p
独特の芸能から、宗教、ジェンダーにまつわるトピックまで幅広く紹介。特に日本と 冊子版 978-4-621-30390-0 2019.10
信田敏宏
（のぶた・としひろ）
編集委員長
丸善出版

綾部真雄
（あやべ・まさお）
編集委員

の関係については歴史的にも掘り下げて説明する。

*1031389204*
ウズベキスタン・ガイド シルクロードの青いきらめき

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 7,260円 + 税
同時アクセス3 10,890円 + 税
分類◎292.964 件名◎ウズベキスタン－
ウズベキスタンの魅力をあますところなく伝えるガイド。古都 サマルカンド、タシケ 紀行・案内記 ハウ 143p
ントなどウズベキスタン全土を網羅的に紹介し、モスクや廟、人びとの暮らし、歴 冊子版 978-4-7791-2222-4 2016.05
萩野矢慶記
（はぎのや・けいき）
写真・文
彩流社

史等も解説。データ：2016年3月現在。

*1031980191*
サンティアゴ巡礼へ行こう! 歩いて楽しむスペイン 増補改訂版

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 6,270円 + 税
同時アクセス3 9,350円 + 税
分類◎293.6 件名◎スペイン－紀行・案
聖地まで750キロ、歩いて食べて、歩いて飲んで、スペインをとことん楽しもう! 65 内記 ナサ 293,15,6p
歳の母と歩いたサンティアゴ巡礼記をはじめ、世界遺産などの巡礼名所や宿情報、 冊子版 978-4-7791-1679-7 2012.06
中谷光月子
（なかや・みつこ）
著
彩流社

スペインの歴史・美術・料理を紹介する。

*1031460160*
87

ブラジル 夢紀行

地理、地誌、紀行

桑野 , 淳一
彩流社

「日本人はブラジルを誤解しているよ…」 あてもなくブラジルの国土をさまよい歩い
たひとりの旅人…。その広大な大地の裂け目からは赤い土が顔を出していた。地球
の裏側にある多くの日系人の住む国ブラジル。サッカー王国の顔を持つ国。しかし、
この魅力的な国はもっと奥が深く、さまざまな人間が住む人種のるつぼであった。

離島研究 6

同時アクセス1 5,170円 + 税
同時アクセス3 7,700円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-640-2

2000

*1030945546*
地理、地誌、紀行

同時アクセス1 8,140円 + 税
同時アクセス3 12,210円 + 税
分類◎601.1 件名◎地域開発 ■リ
多様性をもつ離島地域を地理学的な手法で詳細に分析。6は、「島のかたち」「島 208p
のなりわい」
「島のくらし」をテーマに、離島の一般的性格や島の経済活動のあり方、 冊子版 978-4-86099-334-4 2018.10
平岡昭利
（ひらおか・あきとし）
監修
海青社

須山聡
（すやま・さとし）
編著

祭や Iターン者などについて論じる。

*1030866939*
サハラ横断砂の巡礼 ―ラクダと歩いた四八七日―
前島 , 幹雄
彩流社

大西洋岸モーリタニアから内戦のチャドを経て、聖地メッカまでの8000キロを、想
像を絶する灼熱世界の渇きと孤独、強盗など様々な困難に耐え、ラクダと共にひと
りで歩き通した世界初の壮大な旅の記録。写真多数。

地理、地誌、紀行
同時アクセス1 6,050円 + 税
同時アクセス3 9,020円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-142-1

1989

*1030945525*
チュニジア旅の記憶
高田 , 京子
彩流社

北アフリカのサハラ（砂漠）の国チュニジア。地中海沿いの町は青と白のメルヘ
ンの世界のイメージ。カルタゴと古代ローマ遺跡が歴史の世界へ人々を誘う。デュー
ダしたＯＬがカメラを片手に優しいアラブ世界を一人旅した記録。写真多数。

地理、地誌、紀行
同時アクセス1 5,280円 + 税
同時アクセス3 7,920円 + 税
分類◎
冊子版 978-4-88202-218-3

1992

*1030945533*
バスク物語 ―地図にない国の人びと―

地理、地誌、紀行

同時アクセス1 5,060円 + 税
同時アクセス3 7,590円 + 税
分類◎
スペインとフランスの影に隠された“ 国 ” バスク。ゲルニカの木に象徴される自由と 冊子版 978-4-88202-229-9
狩野 , 美智子
彩流社

民族の独自性を守るバスク人。内戦の傷跡。捕鯨とマゼラン船団のエルカノ船
長を生んだ“ バスク”。そしてザビエル神父……バスクとの触れ合い紀行。

*1030945544*

88

1992

