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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時1アクセス 

(本体) 
商品コード 

宗教学大図鑑 【スマホ・読上】 （※） ドーリング・キンダースリー社 2015 9784385162317 ¥13,860  ¥27,720  1028487780 

経営学大図鑑 【スマホ・読上】 （※） イアン・マルコーズ 2015 9784385162300 ¥13,860  ¥27,720  1028487776 

政治学大図鑑 【スマホ・読上】 （※） ポール・ケリー 2014 9784385162263 ¥13,860  ¥27,720  1028487777 

経済学大図鑑 【スマホ・読上】 （※） ナイアル・キシテイニー 2014 9784385162225 ¥13,200  ¥26,400  1028487775 

心理学大図鑑 【スマホ・読上】 （※） キャサリン・コーリン 2013 9784385162249 ¥12,540  ¥25,080  1028487779 

哲学大図鑑 【スマホ・読上】 （※） ウィル・バッキンガム 2012 9784385162232 ¥12,540  ¥25,080  1028487778 

「大図鑑」シリーズが 
 【EPUBリフロー版】で好評配信中! 

世界文学大図鑑 【スマホ・読上】 （※） 

著編者名 ジェイムズ・キャントン 発行年 2017 

同時1アクセス(本体) ¥13,860 同時3アクセス(本体) ¥27,720 

冊子版ISBN 9784385162331  商品コード 1031629328 

文学を愛するすべての人に、次の一冊をさがしているあなたに贈る。古今東西の「世界文学」の主な潮流
を、オールカラーの図版満載でわかりやすく解説。本編で扱う100編あまりに加え、「もっと知りたい読者の
ために」でさらに200編を超える作品を紹介。 

シェイクスピア大図鑑 【スマホ・読上】 （※） 

著編者名 スタンリー・ウェルズ 発行年 2016 

同時1アクセス(本体) ¥13,860 同時3アクセス(本体) ¥27,720 

冊子版ISBN 9784385162294  商品コード 1031629329 

「死ぬことは生きるのとおなじように当たり前のこと」（『エドワード三世』）など、200を超えるシェイクスピアの名ぜりふを、
河合祥一郎による翻訳で掲載。世界中の舞台や映画作品の写真、作品に触発された絵画など、写真・図版を数多く掲
載。図解入りのあらすじ紹介や、オールカラーの人物関連図により、初めてシェイクスピアに触れる人から、すでに舞
台や書籍をとおしてシェイクスピアを知っている人まで、幅広く楽しめる本。 

シャーロック・ホームズ大図鑑 【スマホ・読上】 （※） 

著編者名 デイヴィッド・スチュアート・デイヴィーズ 発行年 2016 

同時1アクセス(本体) ¥13,860 同時3アクセス(本体) ¥27,720 

冊子版ISBN 9784385162287  商品コード 1031629330 

初心者からシャーロッキアンまで、「シャーロック・ホームズ」を愛するすべての人に贈る。オールカラーの図解入り大図
鑑。正典60編の詳しい解説・分析に、著者・主要キャラクターや作品の時代背景の解説、映像作品の紹介、関連作の
一覧などを付けた、「シャーロック・ホームズ」解説本の決定版！印象的な台詞や文章の抜粋、図解による分析や事件
の状況を説明する絵地図、 映画やテレビ作品からの写真などで楽しく読める工夫が満載！ 

「大図鑑シリーズ」は、英国DK 社が発行する"BIG IDEA" シリーズの日本語版。オールカラーで
圧倒的な情報量、ひとめでわかる豊富な図解が特徴で、世界中で人気を博しています。 
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現代地政学事典 

「私たちは何におびえ、どう乗り越えるのか」。 

現代の地政学は国家中心主義や地理的要因を

絶対視する古い地政学を乗り越え、ローカルから

グローバルなレベルまでを横断し、複雑化する空

間と政治を考察する学問へ変貌しつつある。21世

紀の地球社会が抱える問いに向き合い、国家以

外のアクターも分析の射程に入れた「新しい」地政

学を構築する事典。 

※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。  

同時１アクセス（本体）： ¥79,200 同時３アクセス（本体）： ¥118,800 

冊子版ISBN：9784621304631  商品コード： 1031537711 

現代地政学事典編集委員会 著編  2020年発行 
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多くの島々と起伏にとんだ地形を持つ東南アジア

の社会、自然、人々を解説。現在に主眼を置き、

ただし日本との関係については歴史的に掘り下げ

て紹介する。古来よりさまざまな民族が邂逅し、イ

ンドや中国と交わり、近代では欧米の植民地化も

行われた多種多様な地域の魅力とは。エスニック

料理や世界遺産、独特の芸能やジェンダー・宗教

などの話題も紹介。 

※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。  

同時１アクセス（本体）： ¥66,000 同時３アクセス（本体）： ¥99,000 

冊子版ISBN：9784621303900  商品コード： 1031389204 

東南アジア文化事典 
信田 敏宏 著  2019年発行 
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デザインという語はモノ・コトづくりの現場以外にも

さまざまな分野で使用され、その多義化が進んで

いる。デザイン科学は、デザイン（設計）行為に関

する知の統合を図ることで、デザインという創造的

行為の本質を解明しようとする学問である。理論・

方法論から分析・発想・評価法まで、見開き完結

の項目で取り上げデザイン科学の全体像を見渡

す事典。 

※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。 

同時１アクセス（本体）： ¥66,000 同時３アクセス（本体）： ¥99,000 

冊子版ISBN：9784621303771  商品コード： 1031537710 

日本デザイン学会 編  2019年発行 

デザイン科学事典 
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観光の事典  
白坂蕃 ・稲垣勉 ・小沢健市 ・古賀学 ・山下晋司 編  

2019年発行 

人間社会を考えるうえで重要な視点になってきた観光に関する知見を総合した、研究・実務双方
に役立つ観光学の総合事典。観光の基本用語から経済・制度・実践・文化までを網羅する全197
項目を、9つの章に分けて収録する。 〔内容〕観光の基本概念／観光政策と制度／観光と経済／
観光産業と施設／観光計画／観光と地域／観光とスポーツ／観光と文化／さまざまな観光実践 
〔読者対象〕観光学の研究者、 観光学専攻の学生・大学院生、観光行政・観光産業に携わる人、
関連資格をめざす人 

同時１アクセス（本体）： ¥33,000 同時３アクセス（本体）： ¥66,000 

冊子版ISBN：9784254163575  商品コード： 1031616183 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

英語基本 3点セット 
小西 友七 編 

本辞典の構想の軸をなす「語彙文法」は、単語一つ一つについて、その

文法特性に関するきめ細かな情報を提供し、単語の活用を方式化して記

述することを目的としています。（英語基本 動詞辞典パンフレットより） 

新規配信！図書館必備お勧めレファレンス 
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全3点 セット特価 （分売可） 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥200,000  ¥300,000  

商品コード：1031496577 

詳細はお問合せください。 

禁帯出の書籍を 
研究室のパソコンで! 

研究社  

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時1アクセス 

(本体) 
同時1アクセス 

(本体) 
商品コード 

英語基本名詞辞典 2001 9784327236021 ¥80,000  ¥300,000  1031496579 

英語基本形容詞・副詞辞典 1989 9784327461164 ¥80,000  ¥300,000  1031496580 

英語基本動詞辞典 1980 9784327236014 ¥80,000  ¥300,000  1031496578 
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国書刊行会 

 『ふるさとの想い出写真集 明治大正昭和』シリーズは

1977（昭和52）年から刊行を開始、全国328の地域の地

元有志の多大なる協力を賜り、明治・大正・昭和の貴重

な写真資料を収録した郷土写真集として好評を博しまし

た。 現在では入手不能の貴重な写真を網羅し、類似企

画の先駆けともなった〈郷土写真集〉の元祖シリーズ、待

望の電子復刊！貴重なふるさとの基礎資料。郷土学習・

調べ学習にも最適！ 

 また、破損や劣化の心配が無い電子版は、図書館の 

スペースセービングにも大変有効です。ぜひ電子版での

お取り揃えをおすすめします！ 

41冊揃価格 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥451,000 ¥676,500 

ふるさとの想い出写真集 
明治大正昭和 

詳細はお問合せください。 

＊ 

以降の継続注文も承ります! 

第一弾 関東地方（東京・茨城・群馬・埼玉・千葉・栃木） 

全328点 
提供予定! 

各冊価格 同時1アクセス(本体)：¥11,000  同時3アクセス(本体)：¥16,500  
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マイナビ出版・分社化5周年記念事業の一環で電子化！ 
新聞草創期から近代新聞への発達期にわたるニュースを時期ごとに集大成。 
読みやすく再編集したうえで50音順一般索引、分類別索引、年次別歴史索引の索引をつけた。 
各巻の巻末に資料編として「外交」「政治・経済」「教育・軍事・宗教」等にわけて資料を掲載。 
活版印刷の日刊紙としては日本で最古の歴史を持つ「東京日日新聞」を基礎資料とし、日刊新聞発刊
以前の週刊的な諸新聞、日誌類、あらゆる有力日刊新聞からも幅広く記事を収集。 
今後「大正ニュース事典」「昭和ニュース事典」もリリース予定！ 
※図版および署名記事（1巻につき50ページ前後）は入っておりません。 

全8巻+総索引セット特価 
同時1アクセス(本体)： ¥825,000  → ¥495,000 
同時3アクセス(本体)：¥1,650,000 → ¥990,000 

※分売可能です。 詳細はお問合せください。 

＜ 商品コード：1031389236 ＞ 

明治ニュース事典 電子版 

初年度特別割引価格 40%OFF! 

※本電子版は原本をスキャニングし、OCR処理を施しておりますため、文字検索の結果は不十分な場合がありますのでご了承ください。 
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言語学の歴史と現在を総括し、言語研究の新しい基礎を築く、
言語および言語学の百科全書。 

亀井 孝、河野 六郎、千野 栄一、三根谷 徹、北村 甫、南 不二男、風間 喜代三、
西田 龍雄、上村 幸雄、松本 克己、土田 滋、上野 善道 編 

巻 内容 冊子版ISBN 

第1巻 世界言語編（上）あ-こ 9784385152134 

第2巻 世界言語編（中）さ-に 9784385152165 

第3巻 世界言語編（下-1）ぬ-ほ 9784385152172 

第4巻 世界言語編（下-2）ま-ん 9784385152127 

第5巻 補遺・言語名索引編 9784385152141 

第6巻 術語編 9784385152189 

別巻 世界文字辞典（亀井孝、河野六郎、西田龍雄 編） 9784385151779 

  

全7巻（6巻＋別巻） 揃価格 （分売不可） 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード 

¥990,000 ¥1,320,000 1031282251 

2020/5 
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 世界の地名約48,000を厳選し（日本を除く）、全9巻で大地域別・五十音順に配列。 
 自然・地形・気候から政治・経済・文化まで幅広い視点から解説。豊富な地図・写真も掲載。 
 国・都市等の人文地名、山・川・海等の自然地名、国立公園・生物保護区等の観光名所、遺跡・旧都市等

の歴史地名、世界遺産等の多彩な地名を収録。旧称・通称等の別名も見よ項目として豊富に採録し、検
索の便を向上。 

 教育現場から研究・実務の参考書に。観光・留学・海外出張等の資料に。各種図書館、企業・ 
  官公庁・自治体の必備資料。 

世界地名大事典 
全9巻 

グローバル時代の世界を地名から読み解く 
国内最大級の世界地名事典 

【総編集】 竹内啓一（元一橋大） 

【編集幹部】 熊谷 圭知（お茶の水大）・山本 健兒（帝京大） 

【編集委員】 秋山 元秀、小野 有五、加藤 博、菅野 峰明、島田 周平、手塚 章、中川 文雄、 
中村 泰三、中山 修一、久武 哲也、正井 泰夫、松本 栄次、山田 睦男 

全9巻セット特価 （分売可） 

同時1アクセス(本体)：￥1,188,000  同時3アクセス(本体)：￥2,376,000  
商品コード：1030973324 

Maruzen eBookLibraryで 
新規配信！ 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 冊子版ISBN 商品コード 

世界地名大事典 第1巻 アジア・オセアニア・極 Ｉ (ア-テ) ￥158,400  ￥316,800  9784254168914 1030973325 

世界地名大事典 第2巻 アジア・オセアニア・極 ＩＩ (ト-ン) ￥158,400  ￥316,800  9784254168921 1030973326 

世界地名大事典 第3巻 中東・アフリカ  ￥116,600  ￥233,200  9784254168938 1030973327 

世界地名大事典 第4巻 ヨーロッパ・ロシア Ｉ (ア-コ) ￥158,400  ￥316,800  9784254168945 1030973328 

世界地名大事典 第5巻 ヨーロッパ・ロシア ＩＩ (サ-ハ) ￥158,400  ￥316,800  9784254168952 1030973329 

世界地名大事典 第6巻 ヨーロッパ・ロシア ＩＩＩ (ヒ-ワ) ￥158,400  ￥316,800  9784254168969 1030973330 

世界地名大事典 第7巻 北アメリカ Ｉ (ア-テ) ￥117,700  ￥235,400  9784254168976 1030973331 

世界地名大事典 第8巻 北アメリカ ＩＩ (ト-ワ) ￥117,700  ￥235,400  9784254168983 1030973332 

世界地名大事典 第9巻 中南アメリカ  ￥176,000  ￥352,000  9784254168990 1030973333 

2020/5 
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日本語学大辞典 = The encyclopedia 

of Japanese linguistics 

東京堂出版 

日本語学会 著 2018年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥93,500 同時3アクセス（本体）：¥187,000 

冊子版ISBN： 9784490109009  商品コード：1031096575 

日本語学会が総力を挙げ、『国語学大辞典』（1980年刊）を全面改
訂。中項目主義をさらに徹底し、一項目に必要かつ十分な記述を盛
り込み、最先端の日本語学と関連諸領域の研究成果を世に広める
最新、最高水準の大辞典。400名余りの執筆陣を擁し、厳選された
約800項目を収録。豊富な参考文献を項目末尾に示し、本書活用
の利便性を高める「分類項目一覧」「日本語年表」「平仮名字体表」
「日英用語対照表」「索引」を収録。 

大学事典 

平凡社 

児玉 善仁 著 2018年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥41,250 同時3アクセス（本体）：¥82,500 

冊子版ISBN：9784582121025  商品コード：1030910508 

高等教育の中軸を担う世界と日本の〈大学〉の歴史と現状、社会との
関係、組織と機能を多角的かつ詳細に解説。テーマ編と項目編の２
部構成。日本の四年制大学をすべて立項する。 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

宗教事象事典 

みすず書房 

レジーヌ・アズリア 著 2019年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥66,000 同時3アクセス（本体）：¥99,000 

冊子版ISBN：9784622087984  商品コード：1030990043 

宗教を既成事実、客観的な知として固定化することなく、さまざまな〈事象〉を通し
て現代の世界を考える。互いに補完しあう67項目。 

心理学,認知・行動科学のための 
反応時間ハンドブック 

勁草書房 

綾部 早穂 著  2019年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥11,440 同時3アクセス（本体）：¥17,160 

冊子版ISBN：9784326251360  商品コード：1031137116 

反応時間は、現代の心理学における重要な従属変数であるが、その計測や解
析には独自のテクニックや知識が必要であり、また解釈においても、その理論的
背景の理解が欠かせない。本書は、初学者から教員や研究者まで、反応時間を
扱うすべての人を対象に、研究を行う上で押さえておくべき事項について、その
歴史や原理などを解説する。 

認知行動療法事典 

丸善出版 

日本認知・行動療法学会 著 2019年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥66,000 同時3アクセス（本体）：¥99,000 

冊子版ISBN：9784621303825  商品コード：1031137170 

◆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:見開き(2ｐ
/4p)完結の中項目事典◆基礎理論、基礎研究から公認心理師主要5分野の解説ま
でを網羅◆公認心理師の国家資格化を踏まえ、｢認知行動療法｣のスタンダードを
知ることができる決定版 

新規配信！図書館必備お勧めレファレンス 

2020/5 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

健康心理学事典 

丸善出版 

日本健康心理学会 著 2019年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥66,000 同時3アクセス（本体）：¥99,000 

冊子版ISBN：9784621303764  商品コード：1031274454 

心身の健康増進と疾病予防に関する心理学的研究から300項目を厳選し、基礎
から研究法までを見開き２ページの全13章構成でわかりやすく解説した中項目
主義の読む事典。 

質的心理学辞典 【スマホ・読上】 （※） 

新曜社 

能智 正博 著  2018年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥7,920 同時3アクセス（本体）：¥10,560 

冊子版ISBN：9784788516014  商品コード：1030534310 

拡大と深化を続ける質的探究の「いま」を概観し理解するための1098項目を厳選。
多様な学問的背景をもつ第一線の252名が、初学者にもわかりやすく語義を解
説し、読み物としてもおもしろさ抜群。多様な人びとの対話と協働を促す、学生か
らからベテラン研究者まで必携の書。質的研究の辞典としては日本初！ 

オックスフォード実例現代英語用法辞典 
 第4版 

研究社 

マイケル・スワン 著 2018年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥13,200 同時3アクセス（本体）：¥19,800 

冊子版ISBN：9784767434810  商品コード：1030913594 

現代英語の実相をつかめる実用語法辞典。28節(320項目)から成る「文法篇」では品詞、
時制、動詞構文、情報構造などの主題別に単語から複雑な文の組み立てに至る筋道を
つかめるように配慮し、3節(315項目)の「語彙篇」では特に誤りやすい語句をまとめ、現
代英語の変化を見据えて解説しています。メール・電話・新聞の見出し・発音・正書法・
挨拶など日常生活の様々な場面で出会う英語の情報も充実しています。 

新規配信！図書館必備お勧めレファレンス 

2020/5 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

リスク学事典 

丸善出版 

日本リスク研究学会 著 2019年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥72,600 同時3アクセス（本体）：¥108,900 

冊子版ISBN：9784621303818  商品コード：1030831432 

人文科学、自然科学、社会科学など多様な分野のリスクに対峙してきたリスク学
は、それぞれの学問分野ごとに独自のリスク概念が取り上げられてきた経緯から、
これまで単一の学問体系は存在していなかった。本事典は、中項目事典の体裁
をとることで、それらリスク学を構成する各分野の相互連関性を分かりやすく把握
できる。一人ひとりの市民が様々なリスクに直面する現代にあって、その把握し
共生していくための必読書。 

科研費申請書の赤ペン添削ハンドブック 
 第2版 

羊土社 

児島 将康 著  2019年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥11,880 同時3アクセス（本体）：¥23,760 

冊子版ISBN：9784758120975  商品コード：1030682643 

「誰か添削して！」「他人の申請書を参考にしたい」という声に応えたベストセ
ラーの姉妹書改訂版！理系文系を問わず，申請書の実例をもとに審査委員の
受け取り方と改良の仕方を丁寧に解説．添削に役立つチェックリスト付き！ 

大学生学びのハンドブック 
 ―勉強法がよくわかる!―4訂版 

世界思想社教学社 

世界思想社編集部 著 2018年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥3,960 同時3アクセス（本体）：¥7,920 

冊子版ISBN：9784790717072  商品コード：1028499619 

ノートのとり方、レポートの書き方、資料の探し方、ゼミ発表の仕方、パソコンの使い
方…。大学での学びに必要なスタディ・スキルを、イラストで具体例を示してわかりや
すく解説。徹底的な学生目線で人気を博した初年次教育テキスト、待望の4訂版。 

新規配信！図書館必備お勧めレファレンス 

2020/5 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

社会思想史事典 

丸善出版 

社会思想史学会 著 2019 年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥66,000 同時3アクセス（本体）：¥99,000 

冊子版ISBN：9784621303412 商品コード：1029973276 

社会思想史上の重要なトピックを有機的に把握できるように、ルネサンス期から
21世紀の現在に至る〈近代〉の歴史的な展開を見通せるように時系列に沿った
全５部構成にし、それぞれの時代の思潮の全体像を立体的に浮かび上がらせる。
社会思想史学会が全面的に編纂に携わった「読む事典」。 

行動分析学事典 = Behavior analysis 

丸善出版 

日本行動分析学会 著  2019 年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥66,000 同時3アクセス（本体）：¥99,000 

冊子版ISBN：9784621303139 商品コード：1030590881 

行動分析学は、ヒトや動物の行動原因を、心ではなく「外的環境」（＝行動随伴性と
いう独自の概念）により明らかにする学問であり、さまざまな自然科学的な実験により
確かめられた、エビデンスをもった心理学で、教育、介護・福祉、医療、ビジネス、ス
ポーツ、家庭などさまざまな現場で応用されています。本書は、歴史・概念などの基
礎から実験、応用理論、医療現場や学校、動物訓練などの実践までを網羅した中項
目事典。 

国際開発学事典 

丸善出版 

国際開発学会 著 2018 年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥66,000 同時3アクセス（本体）：¥99,000 

冊子版ISBN：9784621303405 商品コード：1029502814 

※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。 火種にならない
国際支援、人的支援を含む効率的な援助とは何か。現地とどのように合意形成を行
うか。諸分野にまたがる国際開発学を写真や図を交えながらそれぞれの専門家が1
項目2pで解説。経済学・政治学・社会学・人類学・医学・教育学・経営学・農学・工
学・法学などにまたがる国際開発学の全貌を概観できる。終章ではSDGs後の将来も
検討。 

新規配信！図書館必備お勧めレファレンス 

2020/5 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

図書館情報学用語辞典  第4版 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥8,360 

同時3アクセス
(本体) 

¥12,540 

冊子版ISBN 9784621087749  

著編者名 
日本図書館情報学会用語辞典 
編集委員会 

発行年 2013 商品コード 1015223803 

図書館情報学の専門用語を収録した用語辞典。基礎的な概念、図書館情報学教育、図
書館運営、目録、分類・件名、索引・情報検索、資料・メディアに関する専門用語、図書館
情報学にかかわる人名・団体名などを収録。 

  

最新文化賞事典 2011-2018 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥40,700 

同時3アクセス(本体) ¥73,260 

冊子版ISBN 9784816927645  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2019 商品コード 1030499482 

人文・社会科学系の学術、図書館・出版、放送・報道、教育・児童文化、財界・経営など幅広い分野の賞の概
要と歴代受賞者がわかる事典。新設賞を含め、296賞を収録。主催者へのアンケート調査に基づき、由来・趣
旨、選考委員、賞金など賞の概要や受賞者、受賞理由を掲載。「主催者名索引」「受賞者名索引」付き。 

  

図書館人物事典 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥26,400 

同時3アクセス(本体) ¥47,520 

冊子版ISBN 9784816926785  

著編者名 日本図書館文化史研究会 発行年 2017 商品コード 1027010701 

図書館史上に名を残した図書館員を中心に、図書館の設立、経営、運営、運動、図書館員養成、図書館学
教育・研究などに関わった人物1,421人を収録した人物事典。生没年や経歴など詳細なプロフィールに加え、
参考文献を掲載。「人名索引」「図書館・団体名索引」「事項索引」付き。 

  

人文社会37万語英和対訳大辞典 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥34,100 

同時3アクセス(本体) ¥61,380 

冊子版ISBN 9784816919022  

著編者名 人文社会対訳大辞典編集委員会 発行年 2005 商品コード 1024896471 

ビジネス、経済、政治、法律、社会、教育、美術、歴史、文化、宗教、文学など人文社会分野の用語37万語
の英和対訳辞典。JIS用語・文部科学省学術用語も多数収録。分野ごとの用語集では調べにくい、いくつか
の学問領域にまたがった学際的な専門用語も網羅。全ての用語に使用分野を明記したので、分野による訳
語の違いがわかる。 

  

国史大辞典を予約した人々 
 ―百年の星霜を経た本をめぐる物語― 

出版社 勁草書房 

同時1アクセス(本体) ¥7,150 

同時3アクセス(本体) ¥10,780 

冊子版ISBN 9784326248421  

著編者名 佐滝 剛弘 発行年 2013 商品コード 1020567951 

明治末期、日本最初の本格的な歴史辞書「国史大辞典」をわざわざ予約をして購入した人々とはどのような
人たちなのか。発見された「予約者芳名録」を通して、明治後期以降の文化の側面をあぶり出す。 

図書館 

2020/5 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

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） 

  

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― 

出版社 吉川弘文館 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥8,910 

冊子版ISBN 9784642083706  

著編者名 浜田 久美子 発行年 2020 商品コード 1031616168 

図書館にある多くの本から、的確な情報を探し出すのは難しいことである。国立国会図書館で人文系レファ
レンスを長く担当した著者が、日本史初学者に向けて、辞典や年表、古代・中世史料の注釈書などの特徴と
便利な活用方法をわかりやすく解説する。有用なデータベース活用法も交えた、学生のレポート作成をはじ
め幅広く役立つガイドブック。 

  

雑学事典 ―『雑学大全』縮刷愛蔵版―
【スマホ・読上】 （※） 

出版社 東京書籍 

同時1アクセス(本体) ¥4,840 

同時3アクセス(本体) ¥9,680 

冊子版ISBN 9784487806515  

著編者名 東京雑学研究会 発行年 2012 商品コード 1031460157 

多くの雑学ファンから絶賛を浴びた『雑学大全』と『雑学大全Part2』が事典型の縮刷愛蔵版に！ 約1600項目
を収録。  “働きバチは1日6時間しか働かない”，“下手な医者をなぜ「ヤブ」と呼ぶのか？”，“『浦島太郎』の
カメはオスかメスか？”……のような知的好奇心そそる雑学の集大成。 

革命神話と啓蒙神話に由来する紋切り型のイメージから
離れて、ディドロとダランベールが構想した百科事典とし
ての本来の姿に立ち戻ることで見えてくる景色とは？ 
『百科全書』の書物としての成り立ちをたどり、その知識の
森へと案内する。 

井田 尚 著  2019年発行 

同時１アクセス（本体） 
¥7,480 

同時３アクセス（本体） 
¥11,220 

冊子版ISBN：9784766425581  商品コード： 1030988236 

2020/5 

図書館 

 
 

シリーズ「世界を読み解く一冊の本」（全10巻）、第5弾！ 
啓蒙思想の集大成、『百科全書』の世界へ。 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

社会思想史事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥66,000 

同時3アクセス(本体) ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621303412  

著編者名 社会思想史学会 発行年 2019 商品コード 1029973276 

社会思想史上の重要なトピックを有機的に把握できるように、ルネサンス期から21世紀の現在に至る〈近代〉
の歴史的な展開を見通せるように時系列に沿った全５部構成にし、それぞれの時代の思潮の全体像を立体
的に浮かび上がらせる。社会思想史学会が全面的に編纂に携わった「読む事典」。 

  

40代からのライフシフト実践ハンドブック 
 ―80歳まで現役時代の人生戦略― 
（※） 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥8,910 

冊子版ISBN 9784492534076  

著編者名 徳岡 晃一郎 発行年 2019 商品コード 1029973218 

人生１００年時代、６０代以降をどう働いたらいいのか？８０歳まで現役時代の「セカンドキャリアづくり」の教
科書。 

  

歴史批評辞典 1(A-D)  
（ピエール・ベール著作集 第3巻） 

出版社 法政大学出版局 

同時1アクセス(本体) ¥46,200 

同時3アクセス(本体) ¥69,300 

冊子版ISBN 9784588120336  

著編者名 ピエール・ベール 発行年 1982 商品コード 1025375290 

「啓蒙」の世紀に歴史批判，神学・形而上学批判の宝庫として争って読まれた著者畢生の大作。本巻は，不
敬の非難を浴びた「ダビデ」などA—Dまで200余項目。 

  

歴史批評辞典 2(E-O)  
（ピエール・ベール著作集 第4巻） 

出版社 法政大学出版局 

同時1アクセス(本体) ¥57,750 

同時3アクセス(本体) ¥86,625 

冊子版ISBN 9784588120343  

著編者名 ピエール・ベール 発行年 1984 商品コード 1025375291 

本巻は，「エピクロス」「エバ」「ゴルラエウス」「グリエルメッタ」「日本」「レウキッポス」，さらには弁神問題をめ
ぐる「マニ教徒」など，E—Oまで150余項目。 

  

歴史批評辞典 3(P-Z)  
（ピエール・ベール著作集 第5巻） 

出版社 法政大学出版局 

同時1アクセス(本体) ¥62,700 

同時3アクセス(本体) ¥94,050 

冊子版ISBN 9784588120350  

著編者名 ピエール・ベール 発行年 1987 商品コード 1025375292 

本巻は，懐疑論に関する「ピュロン」をはじめP—Zまでの118項目を収録し，辞典の成立過程に重要な位置を
占める論考など10篇，原典の全項目一覧を付す。 

  

武士道基本用語事典 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥7,040 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784585215240  

著編者名 北影 雄幸 発行年 2014 商品コード 1016032696 

有史以来、日本人が信念を以って堅持してきた至高の行動原理であり、至純の行動美学である武士道。江
戸期を中心としたおよそ70種の武士道書から最重要の武士道基本用語を約150例紹介する。 

哲学 

2020/5 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

哲学 

2020/5 

哲学は環境問題に使えるのか  
―環境プラグマティズムの挑戦― 

同時１アクセス（本体） 
¥16,720 

同時３アクセス（本体） 
¥25,080 

冊子版ISBN：9784766426120 商品コード： 1030988240 

1990年初め日本にも紹介された「環境倫理学」。実際の環境政策に応
用できない、実行不能な「環境倫理学」を批判し、プラグマティズムの
哲学を融合させた本論集『環境プラグマティズム』から「環境倫理学
〈2.0〉」は始まった。その基本文献がついに邦訳なる。「環境倫理学
〈3.0〉」を展望するうえでも必読の書となるだろう。 

アンドリュー・ライト 編 2019年発行 

  

応用倫理学事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥44,000 

同時3アクセス(本体) ¥66,000 

冊子版ISBN 9784621079225  

著編者名 加藤 尚武 発行年 2008 商品コード 1010995020 

「応用倫理学」の全貌が見渡せる、この分野初の中項目事典。わが国の「応用倫理学」各分野で活躍中の
研究者総勢２００名が執筆に参加。様々な身の回りのキーワードについて、哲学的・倫理学的概念を援用し
ながら具体的に考察する。収録する中項目見出し語数は約３５０。巻末索引の収録語数は約３０００語で、そ
れぞれの用語に対応する英語も併記。 

  

イギリス哲学・思想事典 

出版社 研究社 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) ¥19,800 

冊子版ISBN 9784767490748  

著編者名 日本イギリス哲学会 発行年 2007 商品コード 1010089929 

イギリス哲学・思想の専門辞典。日本イギリス哲学会が創立30周年記念事業として総力を結集して編集。哲
学・科学、倫理・宗教、法・政治、経済・社会、美学・文学、歴史といった幅広い分野から見出し語を厳選。イ
ギリスの哲学と思想の理解に必須の項目を詳説し、類書にはない充実した内容。人名解説も豊富で、研究・
教育に必携の書。 

  

哲学大図鑑 【スマホ・読上】 （※） 

出版社 三省堂 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥25,080 

冊子版ISBN 9784385162232  

著編者名 ウィル・バッキンガム 発行年 2012 商品コード 1028487778 

宇宙はどのようにして始まったのか。真実とは何か。どうすればよい人生をおくれるのか。人生や存在の本
質にかかわる根源的な問いにたいして偉大な思想家たちが提出してきた答えは、いまなお私たちが世界を
理解するための枠組みをなしている。ミレトスのタレスからスラヴォイ・ジジェクまで、その哲学の概念が世界
をどのように切り開いていったのかを簡潔に解説。 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 
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大 法 輪 閣  

月刊  大法輪 
月刊「大法輪」が電子でリリース !  

 1934年（昭和9年）より毎月発行している仏教総合誌『大法輪』では、毎号さまざまな視点で、特定の宗派
にかたよらず「仏教」を紹介しています。専門的内容から法話・講話をはじめ、初めて仏教を学ぶ方のため
の入門的内容までを掲載。仏教に関心がある方に、ぜひ読んでいただきたい雑誌です。 

※各年度毎、各号毎でのご購入が可能です。詳細はお問合せください。 

仏教に関する事典・辞典としても最適です! 

宗教 

21 

書名 号数 同時1アクセス(本体) 同時1アクセス(本体) 商品コード 

仏教人物辞典３００人 大法輪 昭和48年10月号 （第40巻 第10号） ¥2,000  ¥3,900  1031390750 

わかり易いお経事典 大法輪 昭和51年5月号 （第43巻 第5号） ¥2,000  ¥3,900  1031390784 

お経に出てくる人物事典 大法輪 昭和51年7月号 （第43巻 第7号） ¥2,000  ¥3,900  1031390786 

日本の仏教名著事典 大法輪 昭和52年3月号 （第44巻 第3号） ¥2,000  ¥3,900  1031390795 

信仰されている仏さまの辞典 大法輪 昭和52年10月号 （第44巻 第10号） ¥2,000  ¥3,900  1031390802 

地獄の事典 大法輪 昭和52年12月号 （第44巻 第12号）  ¥2,000  ¥3,900  1031390804 

日本の仏教文学百科 大法輪 昭和53年4月号 （第45巻 第4号） ¥2,000  ¥3,900  1031390809 

阿含経辞典 大法輪 昭和53年6月号 （第45巻 第6号） ¥2,000  ¥3,900  1031390811 

今に生きる生活経典集 大法輪 昭和56年5月号 （第48巻 第5号） ¥2,000  ¥3,900  1031390849 

仏教ものしり事典 大法輪 昭和58年8月号 （第50巻 第8号） ¥2,000  ¥3,900  1031390878 

仏像なぜなぜ事典 大法輪 昭和60年9月号 （第52巻 第9号） ¥2,000  ¥3,900  1031390905 

お寺についてのなぜなぜ事典 大法輪 昭和60年11月号 （第52巻 第11号） ¥2,000  ¥3,900  1031390907 

お釈迦さま百科 大法輪 昭和63年1月号 （第55巻 第1号） ¥2,000  ¥3,900  1031390936 

仏教なぜなぜ事典 大法輪 昭和63年6月号 （第55巻 第6号） ¥2,000  ¥3,900  1031390941 

数字でわかる仏教語辞典 大法輪 平成30年5月号 （第85巻 第5号）  ¥2,000  ¥3,900  1030939837 



● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

オックスフォード仏教辞典 = 
Oxford dictionary of Buddhism 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥26,400 

同時3アクセス
(本体) 

¥52,800 

冊子版ISBN 9784254500196  

著編者名 Damien Keown 発行年 2016 商品コード 1023668622 

主な宗派の歴史と教義、アジアおよび西欧における仏教の広がり、現代的な問題への対
応など、広範な内容を含む仏教辞典。信仰、著名な僧、宗派、研究者、地名、文化遺産な
ど約2000項目を収録。年表や経典解説も掲載。 

  

世界宗教百科事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥44,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥66,000 

冊子版ISBN 9784621085776  

著編者名 世界宗教百科事典編集委員会 発行年 2012 商品コード 1012269191 

世界の宗教現象、宗教文化を理解するための基本的知識と現代の宗教研究の成果を分
かりやすくまとめた事典。仏教、キリスト教、イスラーム等の宗教別と、地域ごとの状況を
捉えた宗教文化圏別の2部構成。 

宗教 

  

仏教・インド思想辞典 

出版社 春秋社 

同時1アクセス(本体) ¥23,100 

同時3アクセス(本体) ¥34,650 

冊子版ISBN 9784393101025  

著編者名 高崎 直道 発行年 1987 商品コード 1025020405 

見出し項目370項、索引4500語。仏教・インド思想の必要不可欠の項目を厳選し、最新の研究成果を盛りこんだ、中
項目主義によるすぐれた辞典。アジア全域にわたる仏教とインド思想のすべてを、トータル・有機的関連のもとに把
握。とりわけインド思想に関しては、本邦初、他に類を見ない辞典。現代の仏教やインドに対する関心の高まりをふ
まえ、研究者はもとより、学生から社会人までのあらゆる層の要望に応えるよう努めた。 

  

47都道府県・寺社信仰百科 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621301227  

著編者名 中山 和久 発行年 2017 商品コード 1024195225 

各都道府県には様々な寺社（お寺と神社）があり、寺社がその地、その場所に建てられたのには、歴史的･
地理的･民俗学的な理由が存在する。また、寺社が中核となって、その地の伝統を反映させた地方色豊かな
信仰や祭り、行事も毎年行われている。本書では、都道府県別に切り分けるという新鮮味のある切り口で、
各都道府県ごとにユニークな寺社や信仰(儀式･祭り･行事)について解説し、全国各地の信仰を通観する。 

2020/5 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

   

キリスト教大事典  改訂新版第12版, 
[訂正版] 

出版社 教文館 

同時1アクセス(本体) ¥93,599 

同時3アクセス(本体) ¥140,398 

冊子版ISBN 9784764240025  

著編者名 日本基督教協議会文書事業部キリスト教大事典編集委員会 発行年 2000 商品コード 1016413415 

日本のキリスト教学・神学界の総力を挙げ、日本で書き下ろされた最も標準的な大事典。キリスト教教義・教
会史上の出来事・基本的な聖書学上の知識・キリスト教史上の⼈物と思想など、あらゆる教派を網羅したキ
リスト教全般にわたる情報を満載。詳細な年表付。 

  

旧約新約聖書大事典 

出版社 教文館 

同時1アクセス(本体) ¥90,398 

同時3アクセス(本体) ¥135,597 

冊子版ISBN 9784764240063  

著編者名 旧約新約聖書大事典編集委員会 発行年 1989 商品コード 1016413417 

世界の聖書学界の総力をあげてドイツで編集された“Biblisch-historisches Handworterbuch”(Vandenhoeck
＆Ruprecht社刊行）を、日本の第一線の聖書学者が翻訳、追補、加筆した。聖書学と同時に古代言語学・歴
史学・考古学・宗教学などの成果を結集。また、聖書と関連する古代史の思想、言語、地名、人名、風俗、習
慣、事件などの項目を五十音順に収録した。 

  

宗教学事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥44,000 

同時3アクセス(本体) ¥66,000 

冊子版ISBN 9784621082553  

著編者名 星野 英紀 発行年 2010 商品コード 1009499729 

本書「宗教学事典」は、教義、国家と宗教、暦、偶像崇拝、教育、芸能、宗教研究への視点など現代の宗教学
の全貌を見渡せるテーマを厳選して解説します。ここ数十年、関心の高まっている環境、医療などの新領域に
関しても扱いながら、宗教の基幹となる概念、比較方法を整理し、宗教学の今後の方向性を考察します。 

  

宗教学大図鑑 【スマホ・読上】 （※） 

出版社 三省堂 

同時1アクセス(本体) ¥13,860 

同時3アクセス(本体) ¥27,720 

冊子版ISBN 9784385162317  

著編者名 ドーリング・キンダースリー社 発行年 2015 商品コード 1028487780 

有史以来、無数の宗教が生まれ、そして消滅していった。そのそれぞれが独自の信条、儀礼、神話をもって
いた。アフリカの狩猟民族の神話、アイヌのアニミズムやヨーロッパのシャーマニズム信仰、オーストラリアの
アボリジニの神話、古代文明における宗教的儀礼もとりあげる。さらに、世界最古の宗教のひとつとされるゾ
ロアスター教、道教・儒教などの中国の思想、日本の神道についても、図解入りでわかりやすく解説。 

宗教 

  

宗教事象事典 

出版社 みすず書房 

同時1アクセス
(本体) 

¥66,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥99,000 

冊子版ISBN 9784622087984  

著編者名 レジーヌ・アズリア 発行年 2019 商品コード 1030990043 

宗教を既成事実、客観的な知として固定化することなく、さまざまな〈事象〉を通して現代
の世界を考える。互いに補完しあう67項目。 

2020/5 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

心理学,認知・行動科学のための 
反応時間ハンドブック 

出版社 勁草書房 

同時1アクセス
(本体) 

¥11,440 

同時3アクセス
(本体) 

¥17,160 

冊子版ISBN 9784326251360  

著編者名 綾部 早穂 発行年 2019 商品コード 1031137116 

反応時間は、現代の心理学における重要な従属変数であるが、その計測や解析には独
自のテクニックや知識が必要であり、また解釈においても、その理論的背景の理解が欠
かせない。本書は、初学者から教員や研究者まで、反応時間を扱うすべての人を対象に、
研究を行う上で押さえておくべき事項について、その歴史や原理などを解説する。 

  

認知行動療法事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥66,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥99,000 

冊子版ISBN 9784621303825  

著編者名 日本認知・行動療法学会 発行年 2019 商品コード 1031137170 

◆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:見開き(2ｐ/4p)完
結の中項目事典◆基礎理論、基礎研究から公認心理師主要5分野の解説までを網羅◆
公認心理師の国家資格化を踏まえ、｢認知行動療法｣のスタンダードを知ることができる
決定版 

  

健康心理学事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥66,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥99,000 

冊子版ISBN 9784621303764  

著編者名 日本健康心理学会 発行年 2019 商品コード 1031274454 

心身の健康増進と疾病予防に関する心理学的研究から300項目を厳選し、基礎から研究
法までを見開き２ページの全13章構成でわかりやすく解説した中項目主義の読む事典。 

心理 

  

2020/5 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

精神分析事典 

出版社 岩崎学術出版社 

同時1アクセス
(本体) 

¥66,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥99,000 

冊子版ISBN 9784753302031  

著編者名 小此木 啓吾 発行年 2002 商品コード 1028515416 

わが国の精神分析研究もすでに戦後50年の積み重ねを経て，各分野の主題や概念につ
いて，日本精神分析学会を中心に膨大な知識の蓄積が行なわれ，成熟を遂げた。その
成果を本事典に集大成した。フロイトの諸概念の訳語をめぐる新たな研究の国際的国内
的動向や，わが国の日本語臨床，翻訳問題の研究などの成果を盛り込み，世界で最も幅
広いしかも総合的な精神分析事典を意図した。 

  

子ども・大人の発達障害診療ハンド
ブック ―年代別にみる症例と発達
障害データ集― 

出版社 中山書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥18,150 

同時3アクセス
(本体) 

¥27,280 

冊子版ISBN 9784521745688  

著編者名 内山 登紀夫 発行年 2018 商品コード 1026888951 

発達障害は疾病ではなく特性であり、子どもから大人まで、生涯を通して切れ目なく支援
が必要とされる。これまで小児と成人とで別々に論じられてきた発達障害を連続するもの
として一つにまとめ、発達段階を追って問題点を浮き彫りにし、 的確な理解と適切な支援
を教授するプラクティカルな書籍。「総説編」「症例編」「発達障害データ集」の３部構成に
て、発達障害診療の実際に肉迫した。 

  

発達障害事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥66,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥99,000 

冊子版ISBN 9784621300466  

著編者名 日本LD学会 発行年 2016 商品コード 1023846026 

※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。  知的障害のない発
達障害を中心に、理論的な事項から実践的・応用的な事項まで各項目を見開き2ページ
で、図表や写真なども用いて解説する。関係法令、諸外国での特別支援教育の現状も掲
載。 

心理 

2020/5 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

犯罪心理学事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥66,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥99,000 

冊子版ISBN 9784621089552  

著編者名 日本犯罪心理学会 発行年 2016 商品コード 1023366617 

日本最前線の犯罪心理研究のエッセンスがもれなく盛り込まれた中項目の事典。各種犯
罪、捜査、犯罪被害者といったテーマごとに、344項目を1項目1見開き(または2見開き)の
読み切り型で解説。見出語50音索引等も掲載。 

  

心理学総合事典 新装版 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥41,800 

同時3アクセス
(本体) 

¥83,600 

冊子版ISBN 9784254520200  

著編者名 佐藤 達哉 発行年 2014 商品コード 1018939697 

心理学の体系に沿って全体を構成した、本格的かつ包括的な心理学事典。心理学方法
論、知と情意の心理、社会的行動の心理と心の臨床のほか、経済心理学、消費者心理
学といった比較的新しい領域を解説する。 

  

最新心理学事典 

出版社 平凡社 

同時1アクセス
(本体) 

¥43,560 

同時3アクセス
(本体) 

¥108,900 

冊子版ISBN 9784582106039  

著編者名 内田 伸子 発行年 2013 商品コード 1018831367 

現代心理学の詳細な事典。幅広い学問領域とも密接に交叉している心理学の全体像を
把握するために16の分野を設定し、488の見出し項目を選んで解説する。項目相互の関
連性がわかる体系項目表も収録。 

心理 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

刑事精神鑑定ハンドブック 

出版社 中山書店 

同時1アクセス(本体) ¥19,844 

同時3アクセス(本体) ¥29,766 

冊子版ISBN 9784521747422  

著編者名 五十嵐 禎人 発行年 2019 商品コード 1030652894 

刑事精神鑑定の実際を豊富な鑑定例を示しながら解説するプラクティカルなテキスト。実践的な内容を基調
としつつも、「総論」では「責任能力をどう考えるか」という刑事精神鑑定の本質的な問題に重点を置く。さら
に「司法は刑事精神鑑定に何を求めているのか」を司法（裁判官、検察官、弁護人）の立場からの発言のか
たちで収載。 

  

行動分析学事典 = Behavior analysis 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥66,000 

同時3アクセス(本体) ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621303139  

著編者名 日本行動分析学会 発行年 2019 商品コード 1030590881 

行動分析学は、ヒトや動物の行動原因を、心ではなく「外的環境」（＝行動随伴性という独自の概念）により
明らかにする学問であり、さまざまな自然科学的な実験により確かめられた、エビデンスをもった心理学で、
教育、介護・福祉、医療、ビジネス、スポーツ、家庭などさまざまな現場で応用されています。本書は、歴史・
概念などの基礎から実験、応用理論、医療現場や学校、動物訓練などの実践までを網羅した中項目事典。 

  

社会心理学事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥44,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥66,000 

冊子版ISBN 9784621081075  

著編者名 日本社会心理学会 発行年 2009 商品コード 1014446538 

社会の中での人の行動について研究する「社会心理学」は，政治学・経済学，文化人類
学，統計学，精神医学，コミュニケーション論，ネットワーク分析などの知識を援用しなが
ら，日常生活の中で起こる人の心と行動の「不思議と仕組み」について考察する学際的
学問。本書は，様々な分野で注目され，活用されているその研究最前線を解説する中項
目事典。 

  

発達心理学事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥44,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥66,000 

冊子版ISBN 9784621085790  

著編者名 日本発達心理学会 発行年 2013 商品コード 1013867154 

「かたる」「ふれる」「かんがえる」など人の行動を25個の動詞でとらえ、それぞれの動詞に
関わる発達心理学と関連領域の重要な研究トピックを選び出して解説した事典。見出し
語50音索引、事項索引等も収録。 
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心理臨床学事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥54,450 

同時3アクセス(本体) ¥81,675 

冊子版ISBN 9784621084083  

著編者名 日本心理臨床学会 発行年 2011 商品コード 1030588939 

※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。 心理臨床の研究は多様化しながら新たな対応法や
考察、理論を生み出し発展し続けてきた。不登校に続くいじめの問題、エイズやがんへの新たな心理的対応、被害や被災
への心理的支援、ストレスマネジメント教育、高齢者健康心理支援等々において、社会への貢献が求められるようになっ
ている。今日の心理臨床研究の成果を基盤に本学問の全貌を見渡せる中項目事典。（著作権の関係で、ご覧いただけな
い図版がございます。何卒ご了承ください。） 

  

人間性心理学ハンドブック  
【スマホ・読上】 （※） 

出版社 創元社 

同時1アクセス(本体) ¥8,800 

同時3アクセス(本体) ¥12,650 

冊子版ISBN 9784422115498  

著編者名 日本人間性心理学会 発行年 2012 商品コード 1030447059 

歴史・文化・社会とともに歩み続ける人間性心理学。本書の第１部は、研究と実践にまつわる「考えかたとアプローチ」そし
て「未来への可能性」を余すところなく紹介、全領域を網羅した《決定版ガイダンス》。その前半をふまえて第２部では、知
恵の蓄積と発想の現在進行形を多角的に見渡し、重層的に整理した《読んでためになるワードマップ事典》。日本人間性
心理学会30年の集大成として、学会の粋を集め満を持して編まれた堂々の書。 

  

基本から研究の最前線まで  
（心理学ビジュアル百科 正編） 

出版社 創元社 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,000 

冊子版ISBN 9784422116228  

著編者名 越智 啓太 発行年 2016 商品コード 1030447048 

気鋭の日本人心理学者による全編書き下ろし、オールカラーの本格派ビジュアルガイド。心理学の主要な領域である認
知心理学、社会心理学、感情心理学、発達心理学、臨床心理学、そして脳神経科学や進化心理学など発展の著しいアプ
ローチの中から、基本となる知識や最前線の研究成果を100項目精選、200点以上のグラフィックスとともに紹介する。高
校生から大人まで、科学的発見に満ちあふれた現代の心理学のエッセンスを楽しく学べる画期的入門書。 

  

質的心理学辞典 【スマホ・読上】 （※） 

出版社 新曜社 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784788516014  

著編者名 能智 正博 発行年 2018 商品コード 1030534310 

拡大と深化を続ける質的探究の「いま」を概観し理解するための1098項目を厳選。多様な学問的背景をもつ
第一線の252名が、初学者にもわかりやすく語義を解説し、読み物としてもおもしろさ抜群。多様な人びとの
対話と協働を促す、学生からからベテラン研究者まで必携の書。質的研究の辞典としては日本初！ 

  

質的心理学辞典 

出版社 新曜社 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784788516014  

著編者名 能智 正博 発行年 2018 商品コード 1030534309 

拡大と深化を続ける質的探究の「いま」を概観し理解するための1098項目を厳選。多様な学問的背景をもつ
第一線の252名が、初学者にもわかりやすく語義を解説し、読み物としてもおもしろさ抜群。多様な人びとの
対話と協働を促す、学生からからベテラン研究者まで必携の書。質的研究の辞典としては日本初！ 

  

Handbook of Counseling Psychology 
4th ed. 

出版社 ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル 

同時1アクセス(本体) ¥39,000 

同時3アクセス(本体) ¥58,500 

冊子版ISBN 9780470096222  

著編者名 Brown Steven D. 発行年 2008 商品コード 1028973505 
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Handbook of Psychological Assessment 
6th ed. 

出版社 ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル 

同時1アクセス(本体) ¥32,500 

同時3アクセス(本体) ¥48,800 

冊子版ISBN 9781118960646  

著編者名 Groth–Marnat Gary 発行年 2016 商品コード 1028973513 

  

  

臨床現場で活かす!よくわかるMMPI 
ハンドブック 基礎編 【スマホ・読上】 
（※） 

出版社 金剛出版 

同時1アクセス(本体) ¥7,480 

同時3アクセス(本体) ¥11,220 

冊子版ISBN 9784772416047  

著編者名 野呂 浩史 発行年 2018 商品コード 1027986261 

クライエントのパーソナリティを高解像度で解き明かすMMPI（ミネソタ多面人格目録）の基礎・施行法・臨床
応用をわかりやすく解説した実践ガイド。 

  

子どものメンタルヘルス事典  
（日評ベーシック・シリーズ） 

出版社 日本評論社 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784535806528  

著編者名 清水 將之 発行年 2014 商品コード 1024512994 

本書は精神医学研究者用の事典ではない。児童精神科医療＝子ども臨床の日常業務に役立てる目的で書
き下ろされたエンサイクロペディア。 

  

精神医学ハンドブック 
 ―医学・保健・福祉の基礎知識― 
第7版 

出版社 日本評論社 

同時1アクセス(本体) ¥7,590 

同時3アクセス(本体) ¥11,385 

冊子版ISBN 9784535983335  

著編者名 山下 格 発行年 2010 商品コード 1023990730 

精神医学の専門的常識をわかりやすく、かたよりなく伝える、医療・福祉・教育・司法関係者のためのハンド
ブック。各疾患ごとの症状、治療と援助などを解説する。国際診断基準の特徴と利点および注意点等を取り
あげた第７版。 

  

Dream dictionary for dummies  
（--For dummies） 

出版社 ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル 

同時1アクセス(本体) ¥1,700 

同時3アクセス(本体) ¥2,600 

冊子版ISBN 9780470178164  

著編者名 Penney Peirce 発行年 2008 商品コード 1021855064 

  

  

精神・心理機能評価ハンドブック 

出版社 中山書店 

同時1アクセス(本体) ¥31,460 

同時3アクセス(本体) ¥47,190 

冊子版ISBN 9784521741925  

著編者名 山内 俊雄 発行年 2015 商品コード 1019588310 

精神科領域、心理領域で用いられることの多い検査法・評価法を取り上げ、それぞれの概要、有用性と限界
について通覧したうえで、臨床や研究の場でどのように用いるのが適切かを記載する。 
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新編感覚・知覚心理学ハンドブック pt. 1 

出版社 誠信書房 

同時1アクセス(本体) ¥110,000 

同時3アクセス(本体) ¥165,000 

冊子版ISBN 9784414305036  

著編者名 大山 正 発行年 1994 商品コード 1019442398 

感覚・知覚の問題は心理学ばかりでなく、生理学・応用物理学などの隣接科学や、人間工学・情報工学・デ
ザインなどの実践的部門にも関係を持つようになった。このような多方面の要請に答えるために作られたハ
ンドブック。 

  

新編感覚・知覚心理学ハンドブック pt. 2 

出版社 誠信書房 

同時1アクセス(本体) ¥39,600 

同時3アクセス(本体) ¥59,400 

冊子版ISBN 9784414305043  

著編者名 大山 正 発行年 2007 商品コード 1019442399 

『新編』刊行後十数年の研究成果をフォローすると共に注意やfMRI利用の研究など近年進歩の著しい新
テーマを重点的に取り上げ解説。 

  

高齢者のこころとからだ事典 

出版社 中央法規出版 

同時1アクセス(本体) ¥11,880 

同時3アクセス(本体) ¥17,820 

冊子版ISBN 9784805850688  

著編者名 大川 一郎 発行年 2014 商品コード 1018726267 

高齢者の身体、心理、行動、能力、高齢者を取り巻く社会や現象、環境、さらには認知症、介護、心理療法
など、広範囲の領域を完全網羅。充実した解説と、最新の情報、豊富な図表を収録した事典。 

  

医療・保健・福祉・心理専門職のためのアセ
スメント技術を深めるハンドブック ―精神力
動的な視点を実践に活かすために― 

出版社 明石書店 

同時1アクセス(本体) ¥4,400 

同時3アクセス(本体) ¥6,600 

冊子版ISBN 9784750340142  

著編者名 近藤 直司 発行年 2014 商品コード 1016391831 

精神分析的・精神力動的な視点をアセスメントに活かすためのハンドブック。精神分析を基盤とする力動精
神医学に基づきケースをアセスメントする精神力動的診断の方法を解説し、より深くアセスメントする視点を
提示する。 

  

認知心理学ハンドブック  
（有斐閣ブックス） （※） 

出版社 有斐閣 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

冊子版ISBN 9784641184169  

著編者名 日本認知心理学会 発行年 2013 商品コード 1016480261 

学会の総力を結集し，認知心理学の全体像を173項目でカバーした手引書・事典。各項目を，基本的な概念
や理論から新しい重要な概念や理論まで，最も適切な執筆者が見開き２頁・４頁で明解に解説。座右の１冊
として，レポート・論文作成のための基礎資料として。 

  

意味としての心 
 ―「私」の精神分析用語辞典― 

出版社 みすず書房 

同時1アクセス(本体) ¥11,220 

同時3アクセス(本体) ¥16,830 

冊子版ISBN 9784622077855  

著編者名 北山 修 発行年 2014 商品コード 1016480029 

「日本語臨床」の観点から日本語の音や表現に息づく日本人の心を読み取ってきた著者。これまでに洞察を
深めてきた言葉を集成。 
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精神医学キーワード事典 

出版社 中山書店 

同時1アクセス(本体) ¥28,600 

同時3アクセス(本体) ¥42,900 

冊子版ISBN 9784521733746  

著編者名 松下 正明 発行年 2011 商品コード 1015180009 

現代精神医学における重要な概念や用語をキーワードと称し、現代精神医学の全貌を眺望するために必須
のキーワードを選び出して詳細に解説。日常の診療の場で、自らの診療行為を確認し、視野を広げ、知識を
深めることができる。 

  

■ストレス百科事典 全5巻セット 
（分売不可） 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥440,000 

同時3アクセス(本体) ¥660,000 

冊子版ISBN 9784621081112  

著編者名 ストレス百科事典翻訳刊行委員会 発行年 2009 商品コード 1012467710 

定評のあるリファレンス『Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ ｏｆ ＳＴＲＥＳＳ』全４巻を初めて翻訳。１７領域，５４５項目，３５００
ページの大著。不安神経症，うつ病，ＰＴＳＤなどのストレス関連疾患から，日常生活で生じるストレスまで幅
広くカバー。免疫学，分子生物学，薬理作用等の基礎関連領域から社会が抱える諸問題，肥満や糖尿病な
どの関連分野まで言及。 

  

ストレスの事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥41,800 

同時3アクセス(本体) ¥83,600 

冊子版ISBN 9784254300598  

著編者名 河野 友信 発行年 2005 商品コード 1011798892 

現代社会に長らく巣食ってしまった、悪しきストレスの基本的な知識を網羅。これまでのストレス研究の歴史
から、ストレス科学の現状、および最先端の知識やその将来までを見据えた事典。 

  

現代心理学「理論」事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥74,800 

同時3アクセス(本体) ¥149,600 

冊子版ISBN 9784254520149  

著編者名 中島 義明 発行年 2001 商品コード 1011798978 

現代心理学の基礎を構成する理論を解説し、横断的かつ体系的な整理を試みた事典。各理論に対する評
価や今後の展開の予測、理論が持っているイメージコンセプトを最先端のトピックスやエピソードで記述する。 

  

認知科学辞典 

出版社 共立出版 

同時1アクセス(本体) ¥77,000 

同時3アクセス(本体) ¥115,500 

冊子版ISBN 9784320094451  

著編者名 日本認知科学会 発行年 2002 商品コード 1011618919 

社会心理・神経生理・言語・音楽・文化人類学など、多方向からの認知的アプローチの辞典。学際研究領域
の用語４０５０項目を、引きやすい小項目のもとにまとめたハンディタイプ。同義語、用例、参考文献など役立
つ情報満載。 

  

カウンセリング実践ハンドブック 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥33,000 

同時3アクセス(本体) ¥49,500 

冊子版ISBN 9784621083017  

著編者名 松原 達哉 発行年 2011 商品コード 1010995021 

日本カウンセリング学会の粋を集め、特にケーススタディに力点を置き、カウンセリングの理論や技法をいか
に実践するかを集大成した書籍です。実践領域を、教育カウンセリング、産業カウンセリング、医療カウンセ
リング、司法・矯正カウンセリング、福祉・高齢者カウンセリングのそれぞれの領域に分け、各分野の専門家
が具体的事例をまじえてわかりやすく、事例を含めながら解説します。 
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薬物依存症の回復支援ハンドブック 
 ―援助者,家族,当事者への手引き― 
【スマホ・読上】 （※） 

出版社 金剛出版 

同時1アクセス(本体) ¥6,160 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

冊子版ISBN 9784772415194  

著編者名 成瀬 暢也 発行年 2016 商品コード 1030759999 

20年以上にわたる依存症臨床の経験から，患者や家族と向き合い，個別や集団での治療プログラムを使い，
依存症者との信頼関係を構築することで依存症からの回復を目指すための指針を公開する。 

  

ストレス学ハンドブック 【スマホ・読上】 
（※） 

出版社 創元社 

同時1アクセス(本体) ¥16,500 

同時3アクセス(本体) ¥24,750 

冊子版ISBN 9784422115856  

著編者名 丸山 総一郎 発行年 2015 商品コード 1030856383 

ストレスに関する基本的な知識から最新の研究成果までを体系的に網羅した待望のハンドブック。ストレスの発生
メカニズム、測定・評価の方法、医学的・心理学的対応や環境調整による対応、そして自殺やうつ病などストレスが
関わるさまざまな問題について、第一線で活躍する研究者・医師総勢45人がわかりやすく、丁寧に解説する。スト
レスについて学びたい初学者から実務家、最新動向をフォローしたい研究者まで、必携のレファレンス。 

  

幸せを呼び込むアロマテラピー事典 
 ―直感×心理テストで導くあなたに必要な
色と香り―新版 

出版社 マイナビ出版 

同時1アクセス(本体) ¥3,665 

同時3アクセス(本体) ¥9,164 

冊子版ISBN 9784839966706  

著編者名 色映 みほ 発行年 2018 商品コード 1031115600 

アロマテラピーの奥深い世界を知り、主に心のケアに活用するための本です。50種類の精油のプロフィール
を詳しく解説し、88種類の悩み別ブレンドレシピを紹介しています。はじめての人にも、アロマテラピーをもっ
と活用したい人にも、おすすめの1冊。カラーセラピーとの融合で、アロマテラピーがもっとわかります。ひとり
ひとりの心に応える、アロマテラピーの事典。 

  

The Handbook of School Psychology, 
4th Edition 

出版社 ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル 

同時1アクセス(本体) ¥65,510 

同時3アクセス(本体) ¥98,270 

冊子版ISBN 9780471707479  

著編者名 Gutkin Terry B. 発行年 2008 商品コード 1031100033 

  

  

意識的な行動の無意識的な理由 
 ―心理学ビジュアル百科認知心理学編― 

出版社 創元社 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

冊子版ISBN 9784422116846  

著編者名 越智 啓太 発行年 2018 商品コード 1030856326 

人間の理性的で意志や意図を伴ったように見えるふるまいも、その要因やメカニズムを探っていくと、驚くべき地平が開け
てくる。「人間らしさ」はどこからやって来るのか？ 巧妙に計画された実験を中心に、近年は脳神経科学や進化心理学の
アプローチなどを駆使して、知的興奮に満ちた数々の発見を成し遂げてきた認知心理学の最前線から、知覚、記憶、思考、
言語など人間の複雑で高度な心理的機能の謎を解き明かしていく。 

  

心理学大図鑑 【スマホ・読上】 （※） 

出版社 三省堂 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥25,080 

冊子版ISBN 9784385162249  

著編者名 キャサリン・コーリン 発行年 2013 商品コード 1028487779 

どうすれば、人のこころ、人の振る舞いを理解できるのだろうか。初期の哲学者から19～20世紀の科学者、
そして近現代の心理学者が取り組んできたこころと行動の科学=心理学は、ときに人びとに衝撃を与えつつ、
人のこころの働きとその意味を問いつづけてきた。ペルガモのガレノスから『イヴの三つの顔』のセグペン＆
クレックレーまで、その心理学の概念が人の精神世界をどのように解きあかしてきたのかを簡潔に解説。 
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The Dictionary of Human Geography 
5th ed. 

出版社 ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル 

同時1アクセス(本体) ¥42,900 

同時3アクセス(本体) ¥64,400 

冊子版ISBN 9781405132879  

著編者名 Gregory Derek 発行年 2009 商品コード 1028973549 

  

  

富士山を知る事典 第3刷 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥18,480 

同時3アクセス(本体) ¥33,264 

冊子版ISBN 9784816921667  

著編者名 富士学会 発行年 2013 商品コード 1027010699 

世界に知られる日本のシンボル・富士山を知る「読む事典」。火山、富士五湖、動植物、富士信仰、絵画、環
境保全など100のテーマ別に、自然・文化両面から専門家が広く深く解説。桜の名所、地域グルメ、駅伝、全
国の○○富士ほか身近な話題も紹介。写真・図表250点、参考文献・Web一覧、索引、周辺地図等の資料も
充実。 

  

事典日本人の見た外国 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) ¥23,760 

冊子版ISBN 9784816920561  

著編者名 富田 仁 発行年 2008 商品コード 1024896473 

江戸時代から戦前までに海外へ渡航した日本人によって書かれた文献を通して、日本人の外国体験・外国
観を解説。漂流記、使節団の記録、留学生の日記、冒険記、渡欧詩集など377点を収録、著者の人物像、著
作の成立背景、内容、書誌事項を詳しく紹介。「国別索引」「書名索引」「著者名索引」「事項名索引」付き。 

  

英文日本紹介事典Japapedia  
(ジャパペディア) 

出版社 ＩＢＣパブリッシング 

同時1アクセス(本体) ¥7,040 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784794600943  

著編者名 IBCパブリッシング 発行年 2011 商品コード 1022704130 

※書籍版付録のCD-ROMは、付いておりません。 日本の政治・経済から文化、歴史、宗教、哲学、47都道
府県の紹介、原発問題まで、いまの日本の全貌をシンプルな英文フレーズ3000で紹介。固有名詞などの発
音の確認に役立つCD-ROM付き。 

  

和英 ―日本の文化・観光・歴史辞典―
改訂版 

出版社 三修社 

同時1アクセス(本体) ¥4,950 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784384051834  

著編者名 山口 百々男 発行年 2014 商品コード 1018713648 

歴史的な事柄から現代の日常生活に関するものまで、日本文化を紹介するキーフレーズを5460語収録。言
い換えの用例や関連語、反意語・対義語などを豊富に掲載。巻末付録「日本の祭り」「日本の歴史年表」付
き。 

  

47都道府県・地名由来百科 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621087619  

著編者名 谷川 彰英 発行年 2015 商品コード 1019023652 

北海道から沖縄に至るまで、日本列島を縦断するように、それぞれの地域の特色ある地名の由来を解説。
特にユニークな難読地名はクイズ形式で読み方や由来を紹介します。平成11年度以降の合併市町村一覧
付き。 

地理 
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地理 

はじめて地理学  
―身近なところから地球の「なぜ」を解き明かす― 【スマホ・読上】 （※） 

「地理学」っていったい何をする学問なんだろう？そんな疑
問を抱いた方にこそ読んでいただきたい地理学の入門書
です。本書では具体的な事例を紹介しながら、地理学の
考え方や魅力をお伝えします。身近な場所や旅先で目に
する風景や物事の疑問が、地理学の知見によって解き明
かされる面白さを体験していただくことができるでしょう。
また自然地理学の基礎知識をおおよそ網羅しているので、
イチから学びたい方にも最適です。 

富田 啓介 編  2017年発行 

同時１アクセス（本体） 
¥4,620 

同時３アクセス（本体） 
¥5,940 

冊子版ISBN：9784860645298  商品コード： 1030681252 

2020/5 

 
 

  

三省堂日本山名事典  改訂版 

出版社 三省堂 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) ¥19,800 

冊子版ISBN 9784385154282  

著編者名 徳久 球雄 発行年 2011 商品コード 1016424017 

標高5mの天保山から霊峰富士山まで、2.5万分1地形図に記載されている日本の山、峠を集大成。異称・愛
称、標高、所在地等のデータを明示し、自然的・人文的記述などを掲載。新しい市町村名などに対応した改
訂版。 

  

人文地理学事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥44,000 

同時3アクセス(本体) ¥66,000 

冊子版ISBN 9784621086872  

著編者名 人文地理学会 発行年 2013 商品コード 1014446540 

学会が総力を挙げて取り組んだこの分野における本邦初の中項目事典● 執筆者総勢263名、8分野・268項目の読み応
えのある中項目を収録● 各項目とも２ｐ／４ｐの見開き完結でわかりやすく記述された読み通せる事典● 学史・理論・基
本概念から新しいアプローチ、先端研究まで全貌が把握できる● 国内外の地理学の動向を踏まえながら、我が国独自
の研究も多数紹介● 特に関心の高いツーリズム、災害、環境に関する興味深い項目も多数収録 

  

現代地政学事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥79,200 

同時3アクセス(本体) ¥118,800 

冊子版ISBN 9784621304631  

著編者名 現代地政学事典編集委員会 発行年 2020 商品コード 1031537711 

※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。 「私たちは何におびえ、どう乗り越えるの
か」。現代の地政学は国家中心主義や地理的要因を絶対視する古い地政学を乗り越え、ローカルからグ
ローバルなレベルまでを横断し、複雑化する空間と政治を考察する学問へ変貌しつつある。21世紀の地球
社会が抱える問いに向き合い、国家以外のアクターも分析の射程に入れた「新しい」地政学を構築する事典。 
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古代オリエント事典 

出版社 岩波書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥77,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥231,000 

冊子版ISBN 9784000803014  

著編者名 日本オリエント学会 発行年 2004 商品コード 1028391699 

文明の揺籃の地である古代オリエントに関する日本人による世界で初の総合的事典．今
年創立50周年を迎えた日本オリエント学会が総力を挙げて編集．環境・言語・宗教など
テーマ別で概説する総論の部と，小中項目2000項目余の事典の部からなる．先史時代
からサーサーン朝までを対象とし，古代オリエント世界全域をカヴァーする． 

  

事典日本の年号 

出版社 吉川弘文館 

同時1アクセス(本体) ¥8,580 

同時3アクセス(本体) ¥12,870 

冊子版ISBN 9784642083539  

著編者名 小倉 慈司 発行年 2019 商品コード 1030682537 

古来、さまざまな理由で改元を繰り返し、今日まで続く日本の年号。大化から令和まで、二四八すべての年
号を網羅し、確かな史料に基づき分かりやすく紹介する。年号ごとに在位した天皇、改元日、改元理由、年
号字決定までの過程を明記し、その典拠や訓みを丁寧に解説。古記録を精査し、地震史・環境史などの成
果も取り込んだ〈年号〉事典の決定版。 

  

沖縄戦を知る事典 
 ―非体験世代が語り継ぐ― 

出版社 吉川弘文館 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

冊子版ISBN 9784642083522  

著編者名 吉浜 忍 発行年 2019 商品コード 1030590861 

※著作権などの理由により、裏表紙の画像は掲載されておりません。 アジア太平洋戦争末期、住民を巻き込んだ戦闘
が展開され、「鉄の暴風」が吹き荒れた沖縄。戦闘経過、住民被害の様相、「集団自決」の実態など、６７項目からその全
体像を明らかにする。豊富な写真が体験者の証言や戦争遺跡・慰霊碑などの理解を高め、今も残る沖縄戦の姿をリアル
に感じる構成。〝なぜ今沖縄戦か〟を私たちに語りかけてくる読む事典。 

  

天皇皇族歴史伝説大事典 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥33,000 

同時3アクセス(本体) ¥49,500 

冊子版ISBN 9784585060635  

著編者名 志村 有弘 発行年 2008 商品コード 1030071718 

【歴代全天皇を網羅】初代神武天皇から第125代今上天皇まで、歴代全天皇を時代順に網羅。通読することで、日本の歴
史、文化がわかる。【1400以上の皇族を収載】歴代天皇だけでなく関連する皇族も可能な限り収載。1400項目を超える圧
倒的なボリュームで、類例のない総合的な皇室事典を実現した。【詳細な記述内容】生没年、在位年、系譜、事績、墓陵な
どについて詳細な調査を行ない、特に【歴史・伝説】の項では各人物の伝説伝承にまで言及、「読む事典」を目指した。 

  

名前から引く人名辞典 1 新訂増補 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥41,800 

同時3アクセス(本体) ¥75,240 

冊子版ISBN 9784816917325  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2002 商品コード 1028302981 

名前（諱・通称・筆名・雅号なども含む）だけを手掛かりに、姓名・生没年・身分・肩書・職業などが調べられる、
人物調査の基本ツール。公家・武将・僧侶・文人・芸術家など、古代から近代まで日本史上の7万人を収録。 

歴史 
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名前から引く人名辞典 2 新訂増補 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥48,400 

同時3アクセス(本体) ¥87,120 

冊子版ISBN 9784816927430  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2018 商品コード 1028302982 

名前（諱・通称・筆名・雅号なども含む）だけを手掛かりに、姓名・生没年・身分・肩書・職業などが調べられる、
人名検索ツールの追補版。前版(2002年)以降に新たに採録収集した人名から、前版未収録となる古代から
幕末までに活躍した日本史上の6.5万人を収録。 

  

日本人物レファレンス事典 思想・哲学・
歴史篇 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥31,240 

同時3アクセス(本体) ¥56,232 

冊子版ISBN 9784816924132  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2013 商品コード 1028302983 

日本の思想家、哲学者、歴史家がどの事典にどんな見出しで掲載されているかがわかる事典索引。人名事
典、百科事典、歴史事典や、地方人物事典、県別百科事典など295種428冊から8,899人を収録。時代的にも
地域的にも最も幅広く網羅的に人物を調査できる。 

  

日本人物レファレンス事典 政治・ 
外交篇(近現代) 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥59,400 

同時3アクセス(本体) ¥106,920 

冊子版ISBN 9784816925047  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2014 商品コード 1028302984 

日本近現代の政治・外交分野の人物がどの事典にどんな見出しで掲載されているかがわかる事典索引。幕
末以降の天皇、将軍、老中、奉行、大臣、首長、議員、使節、大使、民権運動家など20,597人を、306種481
冊の人名事典・百科事典・歴史事典等から収録。人名見出しのもと、各事典での人名表記・読み、生没年を
示した。 

  

日本人物レファレンス事典 軍事篇 
(近現代) 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥33,000 

同時3アクセス(本体) ¥59,400 

冊子版ISBN 9784816925320  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2015 商品コード 1028302985 

日本近現代の軍事分野の人物がどの事典にどんな見出しで掲載されているかがわかる事典索引。幕末以
降の主な兵乱指導者・従軍藩士、旧陸海軍の主要軍人・従軍兵士・軍属、自衛隊・防衛庁・防衛省のトップ、
兵学者・砲術家・軍事技術者・軍事評論家・軍事史研究家など5,641人を、275種393冊の人名事典・百科事
典・歴史事典等から収録。人名見出しのもと、各事典での人名表記・読み、生没年を示した。 

  

日本人物レファレンス事典 医学・医療・
福祉篇 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥40,700 

同時3アクセス(本体) ¥73,260 

冊子版ISBN 9784816927683  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2019 商品コード 1030499483 

日本の医学・医療・福祉分野の人物がどの事典にどんな見出しで掲載されているかがわかる事典索引。医
薬の知識を日本に伝えた渡来人、飢饉の困窮者や孤児を救済した慈善家、藩医・開業医、近現代の医療・
福祉関係者など16,982人を、433種622冊の人名事典・百科事典・歴史事典・地域別事典等から収録。各事
典での人名表記、読み、生没年を示した。 

  

日本人物レファレンス事典 宗教篇 
（僧侶・神職・宗教家） 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥59,400 

同時3アクセス(本体) ¥106,920 

冊子版ISBN 9784816927973  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2019 商品コード 1031329060 

日本の宗教分野の人物がどの事典にどんな見出しで掲載されているかがわかる事典索引。仏教・神道・キ
リスト教など各宗教の布教者、学僧・神学者、近世のキリシタン、社会事業にとりくんだ篤信家など23,033人
を、460種652冊の人名事典・百科事典・歴史事典・地域別事典等から収録。各事典での人名表記、読み、生
没年を示した。 

歴史 
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■年表で見るモノの歴史事典 
（全２巻セット） 

出版社 ゆまに書房 

同時1アクセス(本体) ¥68,200 

同時3アクセス(本体) ¥102,300 

冊子版ISBN 9784897140070  

著編者名  - 発行年 1995 商品コード 1028499603 

本書は、多くの図書館の人たちからの「こんな本を作ってほしい」との声によって企画されました。私たちの日
常生活に関わりのある「モノ」150点を収録。知りたい時にすぐ引け、あの「モノ」この「コト」の成り立ち、歴史
が一目ですぐわかります。 

  

47都道府県・遺跡百科 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621302248  

著編者名 石神 裕之 発行年 2018 商品コード 1027441308 

日本は「遺跡大国」である。毎年1万件近い発掘調査が行われ、これまでに発見された遺跡数は現在約47万
か所以上にのぼる。有名な遺跡はもちろん、あまり知られていない遺跡や近・現代の埋蔵文化財のうち、考
古学史上、あるいは地域史において意義ある発見・調査を取り上げ、各地域の文化遺産を掘り下げた。 

  

真田幸村歴史伝説文学事典 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥7,040 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784585200352  

著編者名 志村 有弘 発行年 2015 商品コード 1027134218 

真田幸村とその一族、配下の勇士たちを知る戦国史上、もっとも人気の高い武将のひとりである真田幸村。
数々の伝説と謎につつまれたその生涯を、関連人物、関連地や寺社、合戦など、あらゆる方向から追究す
る。年譜・史跡案内・関係参考文献目録など付録資料も充実。 

  

平清盛小事典 ―平家物語の真実― 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥7,040 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784585220176  

著編者名 歴史と文学の会 発行年 2011 商品コード 1027190756 

清盛は悪人か？平安時代末期、保元・平治の乱を経て、貴族政治の世界から武家政治の世界へと移行した。それはつま
り「武者の世」の出現であった。その時代を見事に生き抜き、天下を掌握した清盛。彼は貨幣経済や海外貿易に力を注ぎ、
神仏に対しても深い信仰心を抱いていた。天下人でありながら人々へのやさしいまなざし。物静かな性質。常に大所高所
から社会を、人間を凝視し続けていた。本書では清盛を軸として、政治、商業、合戦、伝説、平家一族、貴族と天皇家など、
あらゆる角度から考察し、『平家物語』では見えてこない新しい清盛像を発見する。 

  

坂本龍馬事典 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥6,160 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

冊子版ISBN 9784585054405  

著編者名 志村 有弘 発行年 2009 商品コード 1027190758 

2010年大河ドラマ『龍馬伝』の世界―龍馬とその時代を知り尽くす。同志、家族、幕府側要人などの関連人
物はもとより、事件、地名、関連事項まで、140以上の項目で龍馬のすべてを網羅。龍馬語録、年譜、文献目
録など付録も充実した決定版事典。 

  

合戦騒動事典 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥21,560 

同時3アクセス(本体) ¥32,340 

冊子版ISBN 9784585060468  

著編者名 歴史と文学の会 発行年 2005 商品コード 1027134214 

神武天皇の東征、蘇我・物部の戦い、以仁王の乱、応仁の乱、壇ノ浦の合戦、関ヶ原の戦い、三韓出兵、赤
穂浪士の敵討、西南戦争…国を揺るがせた合戦・騒動の全てを集大成した本邦初の大事典！ 

歴史 

2020/5 

37 



● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

■近世産物語彙解読辞典［植物・動物・
鉱物名彙］（全八巻 9分冊） 

出版社 科学書院 

同時1アクセス(本体) ¥334,400 

同時3アクセス(本体) ¥351,120 

冊子版ISBN - 

著編者名  - 発行年 - 商品コード 1025643706 

近世の古文書に見いだされる、日本産の植物・動物・鉱物の名称を検索できる語彙解読辞典。第1巻として、
穀物の名称合計四千五百種類につき解読。五十音順に配列。 

  

西郷隆盛事典 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥11,000 

同時3アクセス(本体) ¥16,500 

冊子版ISBN 9784585200598  

著編者名 志村 有弘 発行年 2018 商品コード 1027010692 

維新史の巨人、日本人が愛する英雄の生涯を知る島津斉彬、勝海舟、岩倉具視、乃木希典、大久保利通ら
138名の関連人物を網羅。薩長同盟、鳥羽伏見の戦い、江戸無血開城、西南戦争まで、50を超える事件・地
名を紹介。南洲翁遺訓の現代語訳、主要研究文献目録、年譜などの付録も充実させた。2018年のNHK大河
ドラマ『西郷どん』を知るために最適の事典。 

  

花押讀み解き小事典 
 ―歴史・解釈・作り方― 

出版社 国書刊行会 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥11,000 

冊子版ISBN 9784336054524  

著編者名 清水 研石 発行年 2011 商品コード 1025479762 

花押に込められた意味を読み解く、武田流花押継承者にして書家である著者だからできた、初の試み。 

  

同姓異読み人名辞典 西洋人編 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥22,000 

同時3アクセス(本体) ¥39,600 

冊子版ISBN 9784816919374  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2005 商品コード 1024896482 

綴りが同じでも人名によって読み方（カナ表記）が異なる西洋人の姓1万種を収録し、その姓を持つ人物5万
人の実例を挙げてそのカナ表記を示した人名辞典。実例の5万人は、古代から現代のあらゆる時代・地域か
ら収集し、生没年、国・地域、職業・肩書、著書など人物の特定に必要な情報も掲載。 

  

外国人別名辞典 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥22,000 

同時3アクセス(本体) ¥39,600 

冊子版ISBN 9784816918780  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2004 商品コード 1024896497 

歴史上の人物から現在活躍中の人物まで、古今東西の外国人5,756人の別名（8,140件）を収録。君主・政治
家・芸術家・文学者など複数の名を持つ人物を簡単に同定できる。通常の人名辞典では見出しに立つことが
少ない字・号・通称などから検索できる「別名索引」付き。 

  

同名異人事典 新訂増補 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥27,500 

同時3アクセス(本体) ¥49,500 

冊子版ISBN 9784816917387  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2002 商品コード 1024896461 

間違いやすい、同姓同名の人物を同定・確認するためのツール。明治から2002年までの様々な分野にわた
る知名人、文化人、執筆者などを対象とし、同姓同名表記で読みが同じ人異なる人、合わせて26,653種
73,801人を収録。人物同定に必要な、生没年月日、職業、著書などを付記。 

歴史 

2020/5 

38 



● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

同名異人事典 外国人編 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥26,950 

同時3アクセス(本体) ¥48,510 

冊子版ISBN 9784816918858  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2005 商品コード 1024896462 

姓の表記と名の頭文字が同じで、間違いやすい外国人の「同名異人」を同定・確認するためのツール。
15,004種45,080人を収録。人物同定に必要な生没年月日、職業・肩書、専門分野を記載。「カタカナ表記編」
と「原綴表記編」の２部構成で探しやすい。 

  

同姓異読み人名辞典 新訂 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥23,100 

同時3アクセス(本体) ¥41,580 

冊子版ISBN 9784816921728  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2009 商品コード 1024896481 

4,664種の姓の10,516通りの読みを27,176人の人物例で示したよみかた辞典。1988年刊「同姓異読み人名辞
典」を全面改訂。 

  

海を越えた日本人名事典 新訂増補 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥22,000 

同時3アクセス(本体) ¥39,600 

冊子版ISBN 9784816919336  

著編者名 富田 仁 発行年 2005 商品コード 1024896493 

安土桃山時代から明治20年代までに日本から西洋に渡り、交流のさきがけとなった日本人の事典。使節団、
留学生、商人、技術者、旅芸人、漂流者など2,102人を収録。渡航の動機や渡航中の行動、帰国後の活動な
どに重点を置いた略歴および渡航先・年・目的を掲載。一般の人名事典ではわからない渡航者人物伝の集
大成。人物についての参考文献も多数掲載。 

  

事典近代日本の先駆者 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥15,400 

同時3アクセス(本体) ¥27,720 

冊子版ISBN 9784816913013  

著編者名 富田 仁 発行年 1995 商品コード 1024896494 

幕末から明治にかけての文明開化期に、日本人として初めて何かを発明、発売、設立、体験した人物など、
近代日本のパイオニア1,100人を収録。クリームパンの発明、クリーニング業の元祖、財閥の祖、国際結婚
第1号…など、読んで楽しめる人名事典。 

  

号・別名辞典 古代・中世・近世 新訂 
増補 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥12,100 

同時3アクセス(本体) ¥21,780 

冊子版ISBN 9784816917776  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2003 商品コード 1024896495 

古代から近世までの人物が用いた号・通称・諱・名・字などの別名を集成し、代表的な姓名とその読み、生没
年、身分・職業、出身地などを示した、名の部分から引く人名辞典。人物8,642人、20,555件の号・別名を収録。
画家、俳人、歌人、役者など複数の名前を持つ人物も簡単に同定できる。人物ごとに号・別名がわかる「姓
名から引く号・別名一覧」付き。 

  

号・別名辞典 近代・現代 新訂増補 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥12,100 

同時3アクセス(本体) ¥21,780 

冊子版ISBN 9784816917783  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2003 商品コード 1024896496 

明治以降の人物が用いた号・芸名・筆名・通称などの別名を集成し、代表的な姓名とその読み、生没年、身
分・職業、出身地、本名などを示した人名辞典。人物7,757人、14,531件の号・別名を収録した。画家、俳人、
歌人、役者など複数の名前を持つ人物も簡単に同定できる。人物ごとに号・別名がわかる「姓名から引く号・
別名一覧」付き。 
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人物レファレンス事典 科学技術篇 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥36,300 

同時3アクセス(本体) ¥65,340 

冊子版ISBN 9784816923012  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2011 商品コード 1024896502 

世界各地で活躍した科学技術分野（科学、数学、物理学、化学、天文学、生物学、医学、工学など）の人物
が、どの事典にどんな見出しで掲載されているかがわかる。人物事典・百科事典のほか、時代別の歴史事
典や、県別百科事典など343種575冊から14,193人を収録。時代的にも地域的にも幅広い多数の人物を網羅
的に調査できる。 

  

20世紀西洋人名事典 1-2: ア-ノ, ハ-ワ 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥67,100 

同時3アクセス(本体) ¥120,780 

冊子版ISBN 9784816912719  

著編者名 日外アソシエーツ編集部 発行年 1995 商品コード 1024896483 

激しく揺れ動いた20世紀に焦点を絞り、この95年間に著しい業績を残した西洋人20,000人を収録する初の本
格的人名事典。収録範囲は、政治、経済、科学、技術、芸術、文化、スポーツなどあらゆる分野の人物を収
録。「原綴索引」付き。 

  

海外交流史事典 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥14,300 

同時3アクセス(本体) ¥25,740 

冊子版ISBN 9784816908279  

著編者名 富田 仁 発行年 1989 商品コード 1024896459 

日本と世界約150か国の国々との国際交流の歴史を国別、地域別に展望。政治・文化・経済など様々な分
野で国際的に活躍した人物の業績やエピソードなどもわかる。参考文献、索引も充実。 

  

事典外国人の見た日本 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥11,550 

同時3アクセス(本体) ¥20,790 

冊子版ISBN 9784816911415  

著編者名 富田 仁 発行年 1992 商品コード 1024896460 

日本および日本人が世界の国の人々からどのように眺められ、理解され、評価されてきているか、その歴史と現状
を展望しようというのが本書編纂の意図である。1960年までに発表された外国人による日本旅行記、日本観、日本
人論などのうち邦訳があるものについて、その内容や著者等の紹介を行う「第1部」、海外における日本研究の歴
史と現状を国別に紹介する「第2部」他で構成。巻末に邦訳書名、原書名、著者名の各索引を付す。 

  

ジャパンスタディ「日本研究」人物事典 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥25,300 

同時3アクセス(本体) ¥45,540 

冊子版ISBN 9784816920950  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2008 商品コード 1024896475 

日本を研究・紹介した世界各国の学者、作家、外交官など1,703人を収録した人物事典。収録人物の生きた
時代は13世紀末から現代まで、出身国は欧米各国・アジア・中南米の各地域にわたり、分野も歴史・政治・
社会・芸術などの幅広い分野を網羅。人物の詳細なプロフィールに加え、日本研究の著作一覧を掲載。巻
末に「国別索引」「分野別索引」付き。 

  

御規矩便覧 : 洗馬宿 ; 道中御触書 :  
小田井宿 （中山道交通史料集 . 御触書
の部 1） 

出版社 吉川弘文館 

同時1アクセス(本体) ¥21,450 

同時3アクセス(本体) ¥32,175 

冊子版ISBN 9784642043205  

著編者名 波田野 富信 発行年 1982 商品コード 1022527220 
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飛鳥史跡事典 

出版社 吉川弘文館 

同時1アクセス(本体) ¥8,910 

同時3アクセス(本体) ¥13,365 

冊子版ISBN 9784642082907  

著編者名 木下 正史 発行年 2016 商品コード 1020083474 

「日本国」誕生と古代“文明開化”の舞台、飛鳥・藤原の地。宮殿・寺院・陵墓の史跡など約170項目を、歴史
的事件や関連人物とともに解説。史跡巡りのコースや展示施設も紹介する。 

  

全国名字大辞典 

出版社 東京堂出版 

同時1アクセス(本体) ¥15,675 

同時3アクセス(本体) ¥23,512 

冊子版ISBN 9784490108088  

著編者名 森岡 浩 発行年 2011 商品コード 1018940845 

日本国内に存在する、およそ6500種(旧字・異体字表記を含めると、約7000種)の名字を収録。それぞれの由
来や発祥地、分布などがわかるように解説し、全国・県単位のランキングも掲載する。 

  

日本名門・名家大辞典 

出版社 東京堂出版 

同時1アクセス(本体) ¥23,375 

同時3アクセス(本体) ¥35,062 

冊子版ISBN 9784490108217  

著編者名 森岡 浩 発行年 2012 商品コード 1018940846 

近世以降に日本国内にて名家として認知されていた一族1000家を収録。肩書きなどにはとらわられず、商
家や工芸家をはじめ、豪農や芸能関係なども含める。爵位を授与された華族の一覧も附す。 

  

戦国大名家辞典 

出版社 東京堂出版 

同時1アクセス(本体) ¥17,050 

同時3アクセス(本体) ¥25,575 

冊子版ISBN 9784490108422  

著編者名 森岡 浩 発行年 2013 商品コード 1018940847 

群雄割拠の戦国時代、全国各地で勢力を争った2025家の戦国大名家を収録した辞典。大大名から地域の
領主まで、出自・来歴・居城・戦国時代以後までを掲載。主要な大名家には詳細な系図を付す。旧国別索引
つき。 

  

日本中世史事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥100,100 

同時3アクセス(本体) ¥200,200 

冊子版ISBN 9784254530155  

著編者名 阿部 猛 発行年 2008 商品コード 1016382662 

鎌倉幕府の成立から織豊政権までの日本中世史の全体像を俯瞰する概説と、政治史・社会経済史・生活
史・文化史などから選んだ約２０００の事項解説を収録。中世の荘園一覧、中世史研究用語付き。 

  

姓氏家系歴史伝説大事典 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥55,000 

同時3アクセス(本体) ¥82,500 

冊子版ISBN 9784585060420  

著編者名 志村 有弘 発行年 2003 商品コード 1013941429 

４０００の姓氏を網羅。古代から現在まで、人物の事跡を満載した大事典。「発祥・分布・系譜」「家紋」「歴史・
伝説」「人物」などの小項目に分け、読みやすく記載。巻末に全国の主要家紋１０００も掲載する。 
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柳田國男事典 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥21,560 

同時3アクセス(本体) ¥32,340 

冊子版ISBN 9784585060062  

著編者名 野村 純一 発行年 1998 商品コード 1013941427 

柳田国男の全業績を有機的・総合的に把握できるよう、文学、日本語と方言・地名、民俗学、人と交流など
全体を八章に分け、各項目を適切に配列。研究書一覧、略年譜、関係資料展示博物館一覧等を付す。 

  

英和学習基本用語辞典欧州近代史 新装版 
 ―海外子女・留学生必携― 
（留学応援シリーズ） 

出版社 アルク 

同時1アクセス(本体) ¥12,760 

同時3アクセス(本体) ¥19,140 

冊子版ISBN 9784757416147  

著編者名 藤澤 皖 発行年 2009 商品コード 1011253316 

インターナショナルスクールで使用される近代史の教科書に頻出する歴史用語を中心に、英国、欧州の近
代史・現代史の教科書からも重要語を選択。1019 項目をアルファベット順に配列した歴史用語辞典。 

  

英和学習基本用語辞典アメリカ史 新装版 
 ―海外子女・留学生必携― 
（留学応援シリーズ） 

出版社 アルク 

同時1アクセス(本体) ¥12,760 

同時3アクセス(本体) ¥19,140 

冊子版ISBN 9784757416154  

著編者名 池田 智 発行年 2009 商品コード 1011253315 

アメリカの高校や大学で使用されるアメリカ史の教科書に頻出する英語の歴史用語を合計908項目収録し、
アルファベット順に配列した用語辞典。巻末には年表、地図や図版、合衆国憲法訳文など充実した資料も収
録。 

  

元号読本 ―「大化」から「令和」まで 
全248年号の読み物事典― 
【スマホ・読上】 （※） 

出版社 創元社 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥8,910 

冊子版ISBN 9784422230405  

著編者名 所 功 発行年 2019 商品コード 1031325324 

年号史研究の第一人者が編む、全248の日本公年号を網羅した読み物事典。改元年月日や改元理由、勧申者や
出典などの各年号・元号にまつわる基本データを完備しながら、それぞれ時代に起こった歴史的な出来事をコンパ
クトに解説。序章に総合的なガイダンスとなる「年号・元号制度の基礎知識」を収載し、類書にはない引きやすいイ
ンデックスとするために本文デザインも工夫。平成改元後の新元号「令和」の情報もカバーした決定版。 

  

江戸時代生活文化事典 
 ―重宝記が伝える江戸の智恵― 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥61,600 

同時3アクセス
(本体) 

¥92,400 

冊子版ISBN 9784585200628  

著編者名 長友 千代治 発行年 2018 商品コード 1031325277 

学び・教養・文字・算数・農・工・商・礼法・服飾・俗信・年暦・医方・薬方・料理・食物等々、
江戸時代に生きる人々の生活・思想を全面的に捉える決定版大事典。江戸時代における
日常生活の実用書として常用されてきた「重宝記」約250点の記載事項を網羅抽出、約
15,000項目に分類し、50音順に掲載した。掲載図版点数700点超！ 
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47都道府県・名字百科 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621304112  

著編者名 森岡 浩 発行年 2019 商品コード 1030815342 

名字研究の第一人者で、NHK番組｢日本人のおなまえっ！｣のコメンテーターも務める著者が、歴史や地形
や生業などの様々な観点から名字にスポットを当て、その特色について、その地の歴史や地形や生業など
様々な観点から興味深く解説。■知りたいことが探しやすい都道府県別編集。■「同じ名字の全国都道府県
別分布」など、ユニークな付録も掲載。■｢地名索引｣には平仮名読みを併記し利便性を高めた。 

  

情報倫理ハンドブック 2020年度版 

出版社 ｎｏａ出版 

同時1アクセス(本体) ¥1,065 

同時3アクセス(本体) ¥2,558 

冊子版ISBN - 

著編者名 － 発行年 - 商品コード 1031477125 

他人に迷惑をかけたり、犯罪に巻き込まれたりしないよう、まずは情報を正しく取り扱い、情報の安全性を守るための基礎
知識を学びます。そして、昨今、トラブルが増えているSNSについても考えてもらえるようSNSトラブル事例も多数掲載して
います。これらは知識を学ぶだけでは咄嗟に役立てることができません。しっかりと身につけるため、Webテストの併用を
おすすめしています。（別売）意識づけや理解度チェックにぜひご利用ください。 

  

図典「大和名所図会」を読む ―奈良名
所むかし案内― 

出版社 創元社 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥18,810 

冊子版ISBN 9784422250878  

著編者名 本渡 章 発行年 2020 商品コード 1031553440 

原寸復刻された迫力ある名所絵を読み解き、江戸時代の奈良へ誘う案内書。全三十景に厳選した絵図は、
全体図を鑑賞したあとで部分図を添えて細部まで絵解きし、丁寧に解説する。南都の寺、飛鳥の名所から四
季の行楽地、修験の峰々や川辺、人の暮らしや生業も題材にし、現代につながる生活文化や歴史・地理が
体感できる。さらに資料編として、約180点に及ぶすべての絵図を縮小掲載し、地名やキーワードでも引ける
画期的な図典。 

  

日本現今人名辞典 [明治36年刊 復刻] 
（近代日本人名録 e-BOOK復刻叢書） 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥275,000 

同時3アクセス(本体) ¥495,000 

冊子版ISBN - 

著編者名  - 発行年 - 商品コード 1031477113 

戦前期を代表する人名録。あらゆるジャンルの人物を含む1万人を収録。人名の読みはもちろん、主な人物
の写真の他、文人には書跡も掲載した、A5版、1,560ページにも及ぶ大部な人名録。底本は刊行元「日本現
今人名辞典発行所」、明治36年（1903）刊行の第3版。 

  

日本史人名よみかた辞典 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥44,000 

同時3アクセス(本体) ¥79,200 

冊子版ISBN 9784816915277  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 1999 商品コード 1031553436 

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 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥44,000 

同時3アクセス(本体) ¥79,200 

冊子版ISBN 9784816928147  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2020 商品コード 1031553437 

古代から幕末までの日本人名の読み方辞典。『日本史人名よみかた辞典』（1999.1刊）未収録の人物6.5万
人を対象にした追補版。名の先頭漢字の総画数で引くことができ、人物特定に役立つ生没年・時代・肩書・
身分・職業等も掲載。「親字音訓ガイド」付き。 
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■明治ニュース事典 全8巻＋総索引
セット 

出版社 マイナビ出版 

同時1アクセス(本体) ¥495,000 

同時3アクセス(本体) ¥990,000 

冊子版ISBN 9784895631051  

著編者名 明治ニュ-ス事典編纂委員会 発行年 1986 商品コード 1031389236 

新聞草創期から近代新聞への発達期にわたるニュースを時期ごとに集大成。読みやすく再編集したうえで
50音順一般索引、分類別索引、年次別歴史索引をつけた。「東京日日新聞」を基礎資料とし、それ以前の諸
新聞、日誌類、あらゆる有力日刊新聞からも幅広く記事を収集。第1巻～第8巻と総索引をセット。 

  

明治ニュース事典 第1巻  
〈慶応4年-明治10年〉 

出版社 マイナビ出版 

同時1アクセス(本体) ¥105,000 

同時3アクセス(本体) ¥209,999 

冊子版ISBN - 

著編者名  - 発行年 - 商品コード 1031389237 

新聞草創期から近代新聞への発達期にわたるニュースを時期ごとに集大成。読みやすく再編集したうえで
50音順一般索引、分類別索引、年次別歴史索引をつけた。「東京日日新聞」を基礎資料とし、それ以前の諸
新聞、日誌類、あらゆる有力日刊新聞からも幅広く記事を収集。第1巻は慶応4年～明治10年収録。主な出
来事は江戸開城、五箇条の御誓文、廃藩置県、樺太・千島交換条約、廃刀令、西南戦争等。 

  

明治ニュース事典 第2巻  
〈明治11年-明治15年〉 

出版社 マイナビ出版 

同時1アクセス(本体) ¥105,000 

同時3アクセス(本体) ¥209,999 

冊子版ISBN - 

著編者名  - 発行年 - 商品コード 1031389238 

新聞草創期から近代新聞への発達期にわたるニュースを時期ごとに集大成。読みやすく再編集したうえで
50音順一般索引、分類別索引、年次別歴史索引をつけた。「東京日日新聞」を基礎資料とし、それ以前の諸
新聞、日誌類、あらゆる有力日刊新聞からも幅広く記事を収集。第2巻は明治11年～明治15年収録。主な出
来事は新潟大火、国会開設の詔、酒屋会議、壬午軍乱、福島事件等。 

  

明治ニュース事典 第3巻  
〈明治16年-明治20年〉 

出版社 マイナビ出版 

同時1アクセス(本体) ¥105,000 

同時3アクセス(本体) ¥209,999 

冊子版ISBN - 

著編者名  - 発行年 - 商品コード 1031389239 

新聞草創期から近代新聞への発達期にわたるニュースを時期ごとに集大成。読みやすく再編集したうえで
50音順一般索引、分類別索引、年次別歴史索引をつけた。「東京日日新聞」を基礎資料とし、それ以前の諸
新聞、日誌類、あらゆる有力日刊新聞からも幅広く記事を収集。第3巻は明治16年～明治20年収録。主な出
来事は高田事件、リバイバル、秩父事件、第一次伊藤内閣発足、天津条約、ノルマントン号事件等。 

  

明治ニュース事典 第4巻  
〈明治21年-明治25年〉 

出版社 マイナビ出版 

同時1アクセス(本体) ¥105,000 

同時3アクセス(本体) ¥209,999 

冊子版ISBN - 

著編者名  - 発行年 - 商品コード 1031389240 

新聞草創期から近代新聞への発達期にわたるニュースを時期ごとに集大成。読みやすく再編集したうえで
50音順一般索引、分類別索引、年次別歴史索引をつけた。「東京日日新聞」を基礎資料とし、それ以前の諸
新聞、日誌類、あらゆる有力日刊新聞からも幅広く記事を収集。第4巻は明治21年～明治25年収録。主な出
来事は黒田内閣発足、磐梯山噴火、熊本地震、第一次山縣内閣発足、第1回衆議院議員総選挙等。 

  

明治ニュース事典 第5巻  
〈明治26年-明治30年〉 

出版社 マイナビ出版 

同時1アクセス(本体) ¥105,000 

同時3アクセス(本体) ¥209,999 

冊子版ISBN - 

著編者名  - 発行年 - 商品コード 1031389241 

新聞草創期から近代新聞への発達期にわたるニュースを時期ごとに集大成。読みやすく再編集したうえで
50音順一般索引、分類別索引、年次別歴史索引をつけた。「東京日日新聞」を基礎資料とし、それ以前の諸
新聞、日誌類、あらゆる有力日刊新聞からも幅広く記事を収集。第5巻は明治26年～明治30年収録。主な出
来事は第二次伊藤内閣、日清戦争、下関条約締結、三国干渉、明治三陸地震等。 
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明治ニュース事典 第6巻  
〈明治31年-明治35年〉 

出版社 マイナビ出版 

同時1アクセス(本体) ¥105,000 

同時3アクセス(本体) ¥209,999 

冊子版ISBN - 

著編者名  - 発行年 - 商品コード 1031389242 

新聞草創期から近代新聞への発達期にわたるニュースを時期ごとに集大成。読みやすく再編集したうえで
50音順一般索引、分類別索引、年次別歴史索引をつけた。「東京日日新聞」を基礎資料とし、それ以前の諸
新聞、日誌類、あらゆる有力日刊新聞からも幅広く記事を収集。第6巻は明治31年～明治35年収録。主な出
来事は第三次伊藤内閣、第一次大隈内閣発足、歌集「みだれ髪」、日英同盟、八甲田雪中行軍遭難事件等。 

  

明治ニュース事典 第7巻  
〈明治36年-明治40年〉 

出版社 マイナビ出版 

同時1アクセス(本体) ¥105,000 

同時3アクセス(本体) ¥209,999 

冊子版ISBN - 

著編者名  - 発行年 - 商品コード 1031389243 

新聞草創期から近代新聞への発達期にわたるニュースを時期ごとに集大成。読みやすく再編集したうえで
50音順一般索引、分類別索引、年次別歴史索引をつけた。「東京日日新聞」を基礎資料とし、それ以前の諸
新聞、日誌類、あらゆる有力日刊新聞からも幅広く記事を収集。第7巻は明治36年～明治40年収録。主な出
来事は日露戦争、日韓条約、ポーツマス条約、鉄道国有法施行、足尾暴動事件等。 

  

明治ニュース事典 第8巻  
〈明治41年-明治45年〉 

出版社 マイナビ出版 

同時1アクセス(本体) ¥105,000 

同時3アクセス(本体) ¥209,999 

冊子版ISBN - 

著編者名  - 発行年 - 商品コード 1031389244 

新聞草創期から近代新聞への発達期にわたるニュースを時期ごとに集大成。読みやすく再編集したうえで
50音順一般索引、分類別索引、年次別歴史索引をつけた。「東京日日新聞」を基礎資料とし、それ以前の諸
新聞、日誌類、あらゆる有力日刊新聞からも幅広く記事を収集。第8巻は明治41年～明治45年収録。主な出
来事は第二次桂内閣、高平・ルート協定、戊申詔書、韓国併合、幸徳事件、日蘭通商航海条約、大喪の礼
等。 

  

明治ニュース事典 総索引 

出版社 マイナビ出版 

同時1アクセス(本体) ¥55,000 

同時3アクセス(本体) ¥110,000 

冊子版ISBN - 

著編者名  - 発行年 - 商品コード 1031389245 

新聞草創期から近代新聞への発達期にわたるニュースを時期ごとに集大成。読みやすく再編集したうえで
50音順一般索引、分類別索引、年次別歴史索引をつけた。「東京日日新聞」を基礎資料とし、それ以前の諸
新聞、日誌類、あらゆる有力日刊新聞からも幅広く記事を収集。総索引には、事項別索引・見出し索引・年
次別索引・分類別索引・資料編索引などあらゆる切り口の索引を掲載。 
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現代物故者事典 
全7冊セット （分売不可） 

出版社 日外アソシーエツ 

同時1アクセス
(本体) 

¥715,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥1,287,000 

冊子版ISBN - 

著編者名 日外アソシーエツ 発行年 - 商品コード 1028302986 

新聞・雑誌で報じられた訃報を徹底調査し、あらゆる分野の物故者を収録。さかのぼって
調査することが難しい物故者の没年月日、没年齢、死因と経歴などがわかる。巻末に補
遺付き。 書名 発行年 冊子版ISBN 

現代日本人名録 物故者編1901-199  - - 

現代物故者事典2000～2002 2003 9784816917691 

現代物故者事典2003～2005 2006 9784816919695 

現代物故者事典2006～2008 2009 9784816921650 

現代物故者事典2009～2011 2012 9784816923579 

現代物故者事典2012～2014 2015 9784816925276 

現代物故者事典2015～2017 2018 9784816927096 
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言語 

  

中華オタク用語辞典 

出版社 文学通信 

同時1アクセス(本体) ¥4,950 

同時3アクセス(本体) ¥14,850 

冊子版ISBN 9784909658081  

著編者名 はちこ 発行年 2019 商品コード 1030866909 

中華圏で使われているオタク用語をまとめた初の辞典。マンガ、アニメ、ゲーム、アイドル、二次創作、エロな
どに関する言葉を集成。怒濤の163項目に加え、コラムも充実。例えばこんな言葉を収録…ピンク髪のキャラ
クターは全員腹黒★沼★チート主人公★来週のアニメを見るまでは生きろ★自主規制★公式が最大手★
アッー！★等々。ピンイン索引付。 

  

日英・慣用句の文化事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621304174  

著編者名 山田 雅重 発行年 2019 商品コード 1031274456 

日常よく使われる日本語慣用句を600取り上げ、その由来や語義とその英語表現をエピソードも盛り込みな
がらやさしく解説。実際の英会話でも活用できるよう英語例文も豊富に掲載。日本語と英語の発想や表現の
違いもよくわかるユニークな事典。日英の発想の違いを知ることで異文化理解にも役立ち、慣用句の英語表
現を知ることで英語コミュニケーション能力もアップします。 

  

英語スタイルブック 
 ―ライティングの表記ルール辞典― 

出版社 クロスメディアランゲージ 

同時1アクセス(本体) ¥6,474 

同時3アクセス(本体) ¥12,949 

冊子版ISBN 9784295403197  

著編者名 石井 隆之 発行年 2019 商品コード 1031338944 
英文を書くとき、日本語と同じように英語にも、スペリング・記号・句読点などの表記ルールがあります。これをまと
めた「スタイルブック」は、アカデミックな文書を書くときやビジネス場面などでネイティブにも重宝されています。本
書では、ピリオドやコロンの使い方、大文字やイタリックの扱い方など、英文ライティングの基本的な表記ルールを、
簡単な例を挙げて解説。英文を書くときに、中身だけでなく見た目も良いものに仕上げていくためのノウハウが満
載の辞典です。 

日本語学大辞典 
 = The encyclopedia of Japanese linguistics 

同時１アクセス（本体） 
¥93,500 

同時３アクセス（本体） 
¥187,000 

冊子版ISBN：9784490109009  商品コード： 1031096575 

日本語学会が総力を挙げ、『国語学大辞典』（1980年刊）を全面改訂。
中項目主義をさらに徹底し、一項目に必要かつ十分な記述を盛り込
み、最先端の日本語学と関連諸領域の研究成果を世に広める最新、
最高水準の大辞典。400名余りの執筆陣を擁し、厳選された約800項
目を収録。豊富な参考文献を項目末尾に示し、本書活用の利便性を
高める「分類項目一覧」「日本語年表」「平仮名字体表」「日英用語対
照表」「索引」を収録。 

日本語学会 著  2018年発行 

東京堂出版 
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現代感動詞用法辞典 

出版社 東京堂出版 

同時1アクセス(本体) ¥15,510 

同時3アクセス(本体) ¥23,265 

冊子版ISBN 9784490108880  

著編者名 浅田 秀子 発行年 2017 商品コード 1031031529 

感動詞・呼びかけ・掛け声など、私たちが発する言葉、マンガの背景などに使われる文字表記までまとめた
初めての辞典。 

  

「言いたいこと」から引ける慣用句・ 
ことわざ・四字熟語辞典 

出版社 東京堂出版 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥13,860 

冊子版ISBN 9784490108231  

著編者名 西谷 裕子 発行年 2012 商品コード 1031031530 

文章作成、スピーチ、手紙に役立つ、最も相応しい慣用句・四字熟語を意味・内容から逆引きできる辞典。 

  

「言いたいこと」から引ける大和ことば 
辞典 

出版社 東京堂出版 

同時1アクセス(本体) ¥7,260 

同時3アクセス(本体) ¥10,890 

冊子版ISBN 9784490108934  

著編者名 西谷 裕子 発行年 2017 商品コード 1031031531 

日本古来の優しく情緒豊かなことばを知り、使いこなすために。言いたい内容・使う場面から探せるように分
類配列。 

  

漢字語源語義辞典 

出版社 東京堂出版 

同時1アクセス(本体) ¥33,000 

同時3アクセス(本体) ¥49,500 

冊子版ISBN 9784490108521  

著編者名 加納 喜光 発行年 2014 商品コード 1031031532 

日常使用する漢字を対象に、語源（由来）と語義（意味）を徹底的に解説！『至高の漢字レファレンス」完成。 

  

数の漢字の起源辞典 

出版社 東京堂出版 

同時1アクセス(本体) ¥33,000 

同時3アクセス(本体) ¥49,500 

冊子版ISBN 9784490108767  

著編者名 加納 喜光 発行年 2016 商品コード 1031031533 

数と関連のある全ての漢字を「数漢字」として6つに分類。字源・語源からなぜ「数」に用いられるかを明らか
にした新しい辞典。 

  

平成の新語・流行語辞典 

出版社 東京堂出版 

同時1アクセス(本体) ¥12,760 

同時3アクセス(本体) ¥19,140 

冊子版ISBN 9784490109108  

著編者名 米川 明彦 発行年 2019 商品コード 1031031534 

平成時代に生まれた新語・流行語について、その背景や用例などを徹底的に調査・収集した「当時の声」が
聞こえることばの辞典。 

言語 
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日英擬音語擬態語辞典 

出版社 書香堂 

同時1アクセス(本体) ¥4,840 

同時3アクセス(本体) ¥7,260 

冊子版ISBN - 

著編者名 清水 仁 発行年 2014 商品コード 1030717906 

本書は、英会話の能力が中級以上の学習者を対象にしています。英会話の能力が中級レベルになると、基本的な日常
会話が出来て、更に豊かな表現力を習得したい意欲に駆られます。その時に他国の言語を圧倒する数を誇る日本語の
擬音語・擬態語を英語で表現出来れば、英語学習者の表現能力を一層高めることが出来ます。本書はそのような中級レ
ベル以上の学習者を対象にして編集されたもので、本書には必要にして十分な520語の擬音語・擬態語が覚えやすいイラ
スト入りで収録されています。 

  

うろ覚えの一字からでも検索できる 
中国語成語俗語辞典 

出版社 書香堂 

同時1アクセス(本体) ¥11,000 

同時3アクセス(本体) ¥16,500 

冊子版ISBN  - 

著編者名 清水 仁 発行年 2019 商品コード 1030717907 

本書は、「検索」に主眼を置いて編集された成語辞典です。本書の編集の特徴は見出しとなる語が目次欄に簡体字二字
で記されています。このアイデアによって「うろ覚えの一字」からでも確実に該当の成語を検索することが出来ます。パソコ
ンでの検索は、左上のルーペをクイックすると、右に検索の小窓は出ます。そこに検索したい文字を簡体字で二字打ち込
めば、検索したいその文字を含む成語群にページがジャンプします。皆さんが中国語を学習して行く過程で、必ず高い壁
に突き当たります。 

  

日本語源広辞典 増補版 

出版社 ミネルヴァ書房 

同時1アクセス
(本体) 

¥24,750 

同時3アクセス
(本体) 

¥37,125 

冊子版ISBN 9784623063246  

著編者名 増井 金典 発行年 2012 商品コード 1025423512 

豆知識から国語や古典の学習まで、読んで楽しい語源辞典。好評を博した旧版にさらに
約一万二〇〇〇語を追加した増補版。【主な収載項目】常用漢字の語源，日本語の訓の
語源はすべて収載。外来語や衣食住にまつわる用語では，ニュース等で日常多く使われ
る語を重視。地名や姓氏から外国名まで，一族やその土地の由来がわかる。 

  

日本語大事典 （上・下巻セット） 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥165,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥330,000 

冊子版ISBN 9784254510348  

著編者名 佐藤武義 発行年 2014 商品コード 1018939695 

現在の日本語をとりまく環境の変化を敏感にとらえ，孤立した日本語，あるいは等質的な
日本語というとらえ方ではなく，可能な限りグローバルで複合的な視点に基づいた新しい
日本語学の事典。言語学の関連用語や人物，資料，研究文献なども広く取り入れた約
3500項目をわかりやすく丁寧に解説。読者対象は，大学学部生・大学院生，日本語学の
研究者，中学・高校の日本語学関連の教師，日本語教育・国語教育関係の人々，日本語
学に関心を持つ一般読者などである。※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。 

言語 
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中国語ことわざ・格言辞典 

出版社 書香堂 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN - 

著編者名 清水 仁 発行年 2017 商品コード 1030717908 

日本語の諺や格言の殆んどが中国語が源になっていることは承知の通りです。これらの諺や格言を自由自在に中国語に
混ぜて話せたらどんなにか格調の高い中国語になるでしょうか。本書は、そんな切なる願いを持つ読者の一助になりうる
辞典です。本書の使い方、つまり検索の仕方は至って簡単です。例えば、日本でも良く知られている「虎穴に入らざれば
虎子を得ず」の格言は、「虎穴」「虎子」、または全文の「虎穴に入らざれば虎子を得ず」でも検索が可能です。本書の検索
機能をふるに使って、一つでも多くの諺と格言を覚えて、中国人を驚かせて下さい。 

  

英語でニッポン案内ハンドブック 

出版社 アルク 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

冊子版ISBN 9784757433182  

著編者名 島崎 秀定 発行年 2019 商品コード 1029787400 

【オール実体験ルポ】×【プロの指南】で他に類を見ない「英語で外国人に日本を案内するノウハウ本」が登場。「江戸情緒
残る庶民の町ツアー」「日本の自然と温泉ツアー」「クール・ジャパン紹介ツアー」といった9つのカテゴリーごとに、実際に
外国人を案内したケーススタディーを通して、準備の方法や現場での心得や対処の仕方、頻出Q&Aなどを学べます。臨
場感あふれる体験ルポで、英語ガイドのイメージトレーニングができます。 

  

どんなときどう使う日本語語彙学習辞典 
 ―日本語能力試験N1〜N3の主要な語彙を
網羅 : 英・中・韓・ベトナム4カ国語訳付き― 

出版社 アルク 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥13,860 

冊子版ISBN 9784757424562  

著編者名 安藤 栄里子 発行年 2014 商品コード 1029489950 

学習用の音声データは版元の下記サイトから無料でダウンロード可能です。(登録が必要)http://www.alc.co.jp/dl/ 日本
語能力試験N3以上の語彙を中心に編纂した日々の日本語学習に役立つ語彙学習辞典。それぞれの語に、４カ国語訳や
例文、音声が付いて、学習を手厚くサポートします。日本人向けの国語辞書は、情報量が多すぎたり、ほしいところに例文
がなかったり、意味の説明が日本語で書かれているので理解できなかったりと、日本語学習者にとって使い勝手がよいと
は言い難いですが、本書は日本語学習者向けに作られています。 

  

新修隠語大辞典 

出版社 皓星社 

同時1アクセス(本体) ¥19,800 

同時3アクセス(本体) ¥29,700 

冊子版ISBN 9784774406077  

著編者名 藤巻 修一 発行年 2017 商品コード 1028546156 

警察・検察関係の資料から雑誌資料まで、明治以降に出版された隠語辞典・隠語関連文献の各文献の見
出し語を五十音順に改編した辞典。 見出し語は約20000件、総データ件数は約70000件を収録。 五十音順
による配列で、同音の語は語釈をもとにしたグループ、年代順により配列。時代による語釈の変遷、文献に
よる語釈の移動の比較が可能。また、資料として、通り符牒一覧と各種商人間の符牒を収録。 

  

教師と学習者のための日本語文型辞典 

出版社 くろしお出版 

同時1アクセス(本体) ¥7,260 

同時3アクセス(本体) ¥10,890 

冊子版ISBN 9784874241547  

著編者名 グループ・ジャマシイ 発行年 1998 商品コード 1028397379 

日本語の文型を、文や節の意味・機能・用法に関わる形式として捉え、その表現形式が場面や文脈の中で
どのように使われるかを、3000以上の項目とその用例から記述したベストセラー辞典。日本語教育・日本語
研究者必携。 

  

英語辞典活用ガイド ―辞書の情報を読み

取るための必須知識―【スマホ・読上】 
（開拓社言語・文化選書 35） （※） 

出版社 開拓社 

同時1アクセス(本体) ¥3,300 

同時3アクセス(本体) ¥4,950 

冊子版ISBN 9784758925358  

著編者名 樋口 昌幸 発行年 2012 商品コード 1028388756 

英語辞典に盛り込まれている情報を最大限に読み取るための勘どころを解説する。解説内容は、見出し語
および発音記号の見方、名詞・動詞など品詞ごとの情報の読み取り方、語源欄を理解するための背景的知
識、辞書を評価する際の留意事項、諸記号・用語の意味、定義中でのコンマとセミコロンの使い分け、電子
辞書の選び方等々に及ぶ。「コーヒーブレイク」では辞書にかかわるこぼれ話を紹介。 

言語 
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日英共通メタファー辞典 = A bilingual 
dictionary of English and Japanese 
metaphors 

出版社 くろしお出版 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

冊子版ISBN 9784874247457  

著編者名 牧野 成一 発行年 2017 商品コード 1028397393 

日英語に共通の比喩表現、約750組、1500語を集めた辞典。文化や言葉が違っても、共通の比喩表現を翻
訳して使えば、語彙数や表現力もアップ！ 豊富な例文と丁寧な解説、関連語・反意語にも言及。英語・日
本語学習者、必携。 

  

最新英語学・言語学用語辞典 

出版社 開拓社 

同時1アクセス(本体) ¥10,120 

同時3アクセス(本体) ¥15,180 

冊子版ISBN 9784758922159  

著編者名 赤野 一郎 発行年 2015 商品コード 1028112481 

めざましい発展を遂げている英語学・言語学研究について、音声学、音韻論、統語論、意味論などの主要分
野はもちろん、歴史言語学、社会言語学、認知言語学、英語教育、コーパス言語学などの様々な関連領域
における重要な用語約3200語を取り上げて、11の分野に分けて簡潔・明解に解説する。 用語間の相互参照
を多く設け、分野内・分野間の有機的連関を図るよう工夫された学習者・研究者にとって必携の用語辞典。 

  

英語クラスターハンドブック 
 ―基本単語のつながり用例辞典― 

出版社 開拓社 

同時1アクセス(本体) ¥8,360 

同時3アクセス(本体) ¥12,540 

冊子版ISBN 9784758922425  

著編者名 安井 稔 発行年 2017 商品コード 1028112482 

「単語数信仰」から「単語のつながり信仰」へ： ｢クラスター」とは「仲良しの単語どうし」ということです。日本語では「濃い」
と｢コーヒー」は仲良しですが、英語ではcoffeeと仲良しなのはthickではなく、strongです。ただ仲良しにも度合いがありま
す。いつも密着しているものもあれば、状況によって手を結ぶものもあります。こういった強弱合わせた単語のむすびつき
を「クラスター」と言います。真に英語の力を身につけたいと望むならば、覚えるべきは、単語の「数」ではなく、｢つながり」
です。本書はそのつながりのあり方を列挙した一種の辞書です。 

  

語用論キーターム事典 

出版社 開拓社 

同時1アクセス(本体) ¥8,360 

同時3アクセス(本体) ¥12,540 

冊子版ISBN 9784758921961  

著編者名 Nicholas Allott 発行年 2014 商品コード 1028112483 

本書が扱う項目は200以上におよび、語用論のみならず意味論や認知言語学などの関連諸分野まで網羅する。ま
た、チョムスキーやグライスなどの主要研究者を取り上げ、オースティンが英国諜報部に所属していたといった逸
話（エピソード）にまでふれている。語用論を中心とした重要概念を精選し、分かりやすくコンパクトにまとめた本邦
初の本格的キーターム事典であり、学生から専門家に至るまでの幅広い読者を対象とした手引書である。 

  

意味論キーターム事典 

出版社 開拓社 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

冊子版ISBN 9784758922166  

著編者名 M. Lynne Murphy 発行年 2015 商品コード 1028112484 

「意味論に興味はあるが、論理学の概念や記号が苦手だ」という初学者が、この事典で例えばProposition という項
目を引くと、本書の特徴である綿密で周到なクロス・レファレンスを通じ、Predicate logic、Logical operatorなどの項
目に導かれ、たちどころに“論理学の通(つう)”になれる。一方、高度な研究者は、本書を、極めて多くの新概念・新
思考法への跳躍台として活用できる。Chomsky、Lakoffをはじめとする約20人の学者に関する論評も貴重である。 

  

統語論キーターム事典 

出版社 開拓社 

同時1アクセス(本体) ¥8,360 

同時3アクセス(本体) ¥12,540 

冊子版ISBN 9784758922265  

著編者名 Silvia Luraghi 発行年 2016 商品コード 1028112485 

統語論に関する主要理論について、概要、提唱者、鍵となる用語／概念（キーターム）が手短に理解できるように
編まれた用語集である。二人の著者がイタリア出身、メキシコ出身であって、新旧両世界の伝統を汲んでいること、
英語で書かれているが、著者の母語がロマンス語であり、類書に見られる英語偏重を免れていること、それと関係
して、多様な言語から例を挙げていて、幅広い言語事実に触れられることが大きな特徴である。 
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第二言語習得キーターム事典 

出版社 開拓社 

同時1アクセス(本体) ¥7,480 

同時3アクセス(本体) ¥11,220 

冊子版ISBN 9784758922456  

著編者名 Bill VanPatten 発行年 2017 商品コード 1028112486 

Bloomsbury Publishingのキーターム・シリーズ全10巻中の1冊、Key Terms in Second Language Acquisition （second 
edition）の全訳である。第二言語習得研究に関わる専門用語や仮説について解説した事典で、「キー・クエスチョン」
「キー・セオリーと基本的な枠組み」「キー・ターム」「キー・リーディング」の4部構成を取る。専門用語は平易なことばで明
確に解説されており、専門家のみならず、初学者のための入門書としても格好の書物となっている。 

  

日本語文法ハンドブック 
 ―言語理論と言語獲得の観点から― 

出版社 開拓社 

同時1アクセス(本体) ¥9,900 

同時3アクセス(本体) ¥14,850 

冊子版ISBN 9784758922302  

著編者名 村杉 恵子 発行年 2016 商品コード 1028112491 

本書は、言語学研究の第一線で活躍する10名が、文構造、項構造と文法格、削除、移動など、日本語の文法及び獲得に
関する主要な研究テーマについて書き下ろした13章から成る。言語比較に基づく理論研究のための参考書、授業のテキ
ストとして使いやすいように、それぞれの章が独立しており、いずれの章も、学部3・4年生を対象とした解説を主とする第1
部と、仮説検証の方法を含めた発展的な第2部の2部構成になっている。 

  

ヘブライ語文法ハンドブック 

出版社 白水社 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥13,860 

冊子版ISBN 9784560085721  

著編者名 池田 潤 発行年 2011 商品コード 1028365862 

イスラエルの公用語である現代ヘブライ語の、日本で初めての本格的な文法書。日本語や英語と比較しな
がら、ヘブライ語のさまざまな文法項目をわかりやすく説明していきます。 

  

フィンランド語文法ハンドブック 

出版社 白水社 

同時1アクセス(本体) ¥8,800 

同時3アクセス(本体) ¥13,200 

冊子版ISBN 9784560085462  

著編者名 吉田 欣吾 発行年 2010 商品コード 1028157714 

本書のすべての例文，第１課のすべての単語，第18 課の基数詞を収録した音源が、白水社ホームページ
（http://www.hakusuisha.co.jp/08546）から無料でダウンロード可能です。 フィンランド語の森をじっくりと歩く
ためのガイドブック。さまざまな語幹や格変化のパターンをあげながら、そのからくりを詳しく解説していきま
す。待望久しい本格的な文法書。 

  

アラビア語文法ハンドブック 

出版社 白水社 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥13,860 

冊子版ISBN 9784560068021  

著編者名 新妻 仁一 発行年 2009 商品コード 1028157712 

待望久しい、本格的なアラビア語の文法書。動詞を中心としたさまざまな活用パターンをあげながら、そのか
らくりを詳しく解説していきます。アラビア語学習者必携の一冊。 

  

ペルシア語文法ハンドブック 

出版社 白水社 

同時1アクセス(本体) ¥9,680 

同時3アクセス(本体) ¥14,520 

冊子版ISBN 9784560085691  

著編者名 吉枝 聡子 発行年 2011 商品コード 1028157713 

文字と発音から口語、敬語表現までわかる、本格的なペルシア語の文法書。動詞を中心としたさまざまな活
用パターンをあげながら、そのからくりを詳しく解説していきます。全30課。 
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ヒンディー語文法ハンドブック 

出版社 白水社 

同時1アクセス(本体) ¥8,360 

同時3アクセス(本体) ¥12,540 

冊子版ISBN 9784560086988  

著編者名 岡口 典雄 発行年 2015 商品コード 1028157715 

南アジアの中核インドの主要言語ヒンディー語の待望久しい文法書。文章体から口語まで様々なメディアか
ら選ばれた生きた用例が満載。 

  

最新理論言語学用語事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥24,420 

同時3アクセス(本体) ¥48,840 

冊子版ISBN 9784254510553  

著編者名 畠山 雄二 発行年 2017 商品コード 1027659397 

「言語学は、いったいどこに向かっているのか」80-90年代のような言語学の大きな潮流・方向性が見えない時代と世界。
それでも、言語学が「行くべき道」は見えなくもない。その道を知るために必要となる言語学の最先端全200項目をそれぞ
れ2ページで解説する。言語学の巨大な森を見渡す事典。〔内容〕認知言語学、機能文法、ミニマリスト・プログラム、形式
意味論、言語獲得、生物言語学、主要部駆動句構造文法、言語哲学、日本語文法、構文文法。 

  

中国語成語ハンドブック 

出版社 白水社 

同時1アクセス(本体) ¥8,360 

同時3アクセス(本体) ¥12,540 

冊子版ISBN 9784560086605  

著編者名 沈 国威 発行年 2014 商品コード 1027378880 

中国人がよく使う成語1200＋近義・反義語2000余りを収録。一般の辞書には少ない成語の用例を豊富に載
せました。 

  

翻訳スキルハンドブック ―英日翻訳を
中心に―（アルクはたらく×英語） 

出版社 アルク 

同時1アクセス(本体) ¥6,930 

同時3アクセス(本体) ¥10,395 

冊子版ISBN 9784757430310  

著編者名 駒宮 俊友 発行年 2017 商品コード 1026992385 

学習用の音声データは版元の下記サイトから無料でダウンロード可能です。(登録が必要)http://www.alc.co.jp/dl/ プロ
の翻訳者は、どんなスキルと知見をもとに、日々翻訳を行うのか？ 本書は、翻訳者に必須のスキルを、英日翻訳のプロ
セスに沿って具体的に提示。実践的な78のスキルを学ぶことで、翻訳の勘所がしっかり身に付く。翻訳を学ぶ人、翻訳者
としてデビューしたての人、自分の翻訳作業を見直したい全ての人におすすめの一冊。豊富な例文を検討することで、翻
訳の勘所がしっかり身に付きます。 

  

名言・格言・ことわざ辞典 

出版社 ミネルヴァ書房 

同時1アクセス(本体) ¥11,550 

同時3アクセス(本体) ¥17,325 

冊子版ISBN 9784623071432  

著編者名 増井 金典 発行年 2015 商品コード 1025423513 

先人の残した言葉や庶民の知恵がつまったことわざ5500余語を簡便に紹介する。先人の残した心の軌跡・
思想・言葉・庶民の知恵が結晶したことわざには、人生の指針や、心を柔らかく耕してくれる言葉があり、人
生を豊かにする言葉を捧げたい、という願いをこめた。 

  

相手と場面で使い分ける英語表現 
ハンドブック 

出版社 アルク 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784757430037  

著編者名 高橋 朋子 発行年 2017 商品コード 1025356602 

英語では相手との距離感に適した表現を使うことが大切。「頼みごとをする」「提案する」「忠告する」など、代
表的な機能表現（意図を伝える表現）を取り上げ、丁寧度と相手との距離感による使い分け方を解説。状況
に最適なフレーズを選ぶことができます。自分の意図を正しく伝えるには、英語圏文化に根差した「話し方の
ルール」も必要です。ネイティブにとっては常識とも言えるこうしたルールも本書できちんと心得ましょう。 
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日英ことわざ文化事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621301661  

著編者名 山田 雅重 発行年 2017 商品コード 1025376246 

本書では、日本語と英語でよく知られていることわざ、故事成語・成句、慣用句などを、計600項目取り上げ、
日本語のことわざに対応する英語表現と英語のことわざに対応する日本語の表現を紹介しています。表現
に含まれる単語や語句の歴史、その成立過程などにも触れ、英語圏の歴史や文化、考え方などについても
広く学ぶことができます。 

  

五カ国語共通のことわざ辞典 
 ―日本語・台湾語・英語・中国語・韓国
語対照― 

出版社 慧文社 

同時1アクセス(本体) ¥11,550 

同時3アクセス(本体) ¥23,100 

冊子版ISBN 9784905849865  

著編者名 張 福武 発行年 2007 商品コード 1025269557 

日本語、台湾語(ホーロー語)、英語、中国語、韓国語の5カ国語で意味の共通する250以上の「諺」・「慣用
句」を集めて、それぞれ原文を掲載・対比させ、一つ一つにわかりやすい解説を付けました。各言語を学ぶ
方はもちろん、外国人留学生等にも必携！ 楽しく読めてためになる、活用自在ことわざ辞典！ 

  

熟語本位英和中辞典 新版 

出版社 岩波書店 

同時1アクセス(本体) ¥35,200 

同時3アクセス(本体) ¥105,600 

冊子版ISBN 9784000803199  

著編者名 斎藤 秀三郎 発行年 2016 商品コード 1024989250 

※書籍版付録のCD-ROMは、付いておりません。 熟語を重視した豊富な用例、懇切な文法解説、多様な文
体を駆使した訳文の英和辞典。常用漢字体と現代仮名遣いに改めた新版。 

  

英語教育用語辞典 改訂版 

出版社 大修館書店 

同時1アクセス(本体) ¥6,875 

同時3アクセス(本体) ¥20,625 

冊子版ISBN 9784469245394  

著編者名 白畑 知彦 発行年 2009 商品コード 1022296155 

日本の外国語教育に必要なキーワードを厳選し、コンパクトに解説した好評の用語辞典が、新たに１５０語を
加えて大改訂。外国語教育に携わるすべての人に必携の１冊。 

  

和英表現辞典 

出版社 大修館書店 

同時1アクセス(本体) ¥25,300 

同時3アクセス(本体) ¥75,900 

冊子版ISBN 9784469041644  

著編者名 松井 恵美 発行年 2003 商品コード 1022296159 

英作文で困るのはどんなときですか？ 日本人の英作文における誤りを長年研究してきた著者が、日常的
に役立つ約1300の日本語表現を精選し、米国人著者との共同作業により、それぞれの英訳例を示した。 

  

英作文用法事典 1 

出版社 大修館書店 

同時1アクセス(本体) ¥16,500 

同時3アクセス(本体) ¥49,500 

冊子版ISBN 9784469041255  

著編者名 望月 昭彦 発行年 1991 商品コード 1022296160 

１つの日本文に対して考えられる複数の英文を示し、そのうちどの英文が英語として望ましい表現であるのかを、
十数人の英米人のチェックによって明らかにした、画期的な英作文事典である。この調査によって、従来から教室
で教えられてきた英語表現が、必ずしも最善の表現でないことや、実は意外な含みをもつ表現であることが判明し
たり、と大変興味深い結果が出ている。英作文に悩む教師・学生にとって便利この上ない事典である。 
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ロシア語名言・名句・ことわざ辞典 

出版社 東洋書店新社 

同時1アクセス(本体) ¥8,360 

同時3アクセス(本体) ¥12,540 

冊子版ISBN 9784773420197  

著編者名 八島 雅彦 発行年 2011 商品コード 1022529836 

  

  

医療現場の英語辞典 

出版社 三省堂 

同時1アクセス(本体) ¥5,060 

同時3アクセス(本体) ¥7,590 

冊子版ISBN 9784385110363  

著編者名 山田 政美 発行年 2016 商品コード 1022212553 

海外ドラマ・映画・小説ファンから医療従事者まで、幅広く役立つ辞典。医療俗語、医学用語、薬品・医療器
具名など約3000項目を収録。「バンドエイド手術」等、ビックリな表現も満載。「犯罪・捜査の英語辞典」の姉
妹編。 

  

ヒンディー語・日本語辞典 

出版社 三省堂 

同時1アクセス(本体) ¥33,000 

同時3アクセス(本体) ¥49,500 

冊子版ISBN 9784385123226  

著編者名 町田 和彦 発行年 2016 商品コード 1022212551 

インドの公用語、ヒンディー語の辞典。現代ヒンディー語を中心に約2万7千の見出し語を収録し、約2万の用
例、詳細な語源、異つづり語、類語、対義語などを付す。約5千語の「日本語・ヒンディー語小辞典」も収録。 

  

カンナダ語・日本語辞典 

出版社 三省堂 

同時1アクセス(本体) ¥43,560 

同時3アクセス(本体) ¥65,340 

冊子版ISBN 9784385123233  

著編者名 内田 紀彦 発行年 2016 商品コード 1022212552 

インドの主要言語のひとつ、カルナータカ州の公用語・カンナダ語の本格的辞典。現代カンナダ語を中心に、
約3万の見出し語を収録。見出し語すべてにローマ字による転写・IPA(国際音声記号)・カナ発音を付す。 

  

英語で日本 (Nippon) 紹介ハンドブック 
= An introductory handbook to Japan 
and its people 改訂版 

出版社 アルク 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

冊子版ISBN 9784757424395  

著編者名 松本 美江 発行年 2014 商品コード 1022212880 

外国人が知りたい「ガイドブックにない日本」を網羅！2009年出版の「英語で日本紹介ハンドブック」の改訂
版。統計データなどをアップデートし、世界遺産など近年の出来事の記述を加筆修正しました。歴史、伝統か
ら現代の暮らしまで、外国人が知りたい「ガイドブックにない日本」約380項目を網羅しています。 

  

バカ日本語辞典 
 ―全国のバカが考えた脳内国語ディク
ショナリー― 

出版社 技術評論社 

同時1アクセス(本体) ¥825 

同時3アクセス(本体) ¥1,650 

冊子版ISBN 9784774129822  

著編者名 谷口 一刀 発行年 2007 商品コード 1022140491 

「薬剤師」を「ヤクザ医師」だと思っていた、「禁固刑」は「金庫刑」だと思っていた、「加齢臭」を「カレー臭」だと
思っていた…。日本中のバカの脳内知識を集めて作った国語辞書。バカことわざ辞典、バカコンテンツ集も
収録。 
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英語で日本を語るための辞典 

出版社 アスク出版 

同時1アクセス(本体) ¥5,225 

同時3アクセス(本体) ¥10,450 

冊子版ISBN 9784872177206  

著編者名 本名 信行 発行年 2010 商品コード 1020482465 

外国人とのコミュニケーションに役立つ150項目を背景から解説した、日英バイリンガル辞典。 

  

日英ことばの文化事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621089804  

著編者名 亀田 尚己 発行年 2015 商品コード 1020083617 

日本語と英語のことばや表現の成り立ちと発想をまとめる。単語やことわざ・格言のイメージの比較、直訳す
ると意味不明のイディオム等を解説。異文化コミュニケーションの難しさや楽しさについても述べる。 

  

言語の事典 新装版 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥41,800 

同時3アクセス(本体) ¥83,600 

冊子版ISBN 9784254510454  

著編者名 中島 平三 発行年 2014 商品コード 1018939696 

音声学、文字論、第二言語習得、地域方言など、言語研究を領域ごとにまとめた事典。各章の冒頭でその
領域の概要を解説し、研究小史や図表、割注、要約なども掲載する。英日用語対照表付き。 

  

ヨーロッパの地域言語「スコッツ語」の 
辞書編纂 
 ―『古スコッツ語辞典』の歴史と思想― 

出版社 ひつじ書房 

同時1アクセス(本体) ¥29,040 

同時3アクセス(本体) ¥43,560 

冊子版ISBN 9784894766341  

著編者名 米山 優子 発行年 2013 商品コード 1018934248 

中世のスコットランド王国で国家語として幅広く用いられたスコッツ語。その過去と現在、スコッツ語辞書の編
纂の歴史とそれに関わりあった人々の思想について多角的に考察する。 

  

Analytic dictionary of Abkhaz 

出版社 ひつじ書房 

同時1アクセス(本体) ¥61,600 

同時3アクセス(本体) ¥92,400 

冊子版ISBN 9784894764606  

著編者名 柳沢 民雄 発行年 2010 商品コード 1018934242 

アブハジア人のインフォーマントより収集した一次資料に基づいて編纂したアブハズ語・英語・ロシア語辞典。
機能語を含む５０００語以上の標準アブハズ語を収録し、特に動詞形態論は詳細に記載。用例も多数収録
する。 

  

シンハラ語・日本語辞典 

出版社 三省堂 

同時1アクセス(本体) ¥42,900 

同時3アクセス(本体) ¥64,350 

冊子版ISBN 9784385123202  

著編者名 野口 忠司 発行年 2015 商品コード 1018720288 

スリランカの公用語の1つであるシンハラ語を扱った本格的な辞典。現代シンハラ語を中心とした約3万の見
出し語を、ローマ字による転写・カナ発音とともに収録する。巻末に日本語・シンハラ語小辞典付き。 
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パンジャービー語・日本語辞典 

出版社 三省堂 

同時1アクセス(本体) ¥42,900 

同時3アクセス(本体) ¥64,350 

冊子版ISBN 9784385123219  

著編者名 岡口 典雄 発行年 2015 商品コード 1018720289 

インドの主要言語の一つで、パキスタン最大の民族語パンジャービー語を扱った本格的な辞典。現代パン
ジャービー語を中心に、約3万3千の見出し語を収録。巻末に「日本語・パンジャービー語小辞典」付き。 

  

文法コロケーションハンドブック 
 ―日本語教育のための― 

出版社 くろしお出版 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥5,940 

冊子版ISBN 9784874246306  

著編者名 中俣 尚己 発行年 2014 商品コード 1018757919 

初級日本語教育の93の文法項目について、どんな動詞/形容詞/名詞と組み合わさって使われることが多い
かという指標を示し、意味や用法を解説したハンドブック。例文づくりに役立つ。 

  

英語談話表現辞典 

出版社 三省堂 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

冊子版ISBN 9784385106229  

著編者名 内田 聖二 発行年 2009 商品コード 1018720292 

英語の会話で頻出する表現を取り上げ、それらが用いられる背景となる、種々の語用論的な情報を記述し
た発信型の辞典。発話文脈状況を詳細に解説し、対話例を中心に約５０００の用例を収録。 

  

英英辞典活用マニュアル [正] 
 ―こんなこともできる― 

出版社 大修館書店 

同時1アクセス(本体) ¥3,575 

同時3アクセス(本体) ¥10,725 

冊子版ISBN 9784469211627  

著編者名 磐崎 弘貞 発行年 1990 商品コード 1018710929 

知らない単語を引くという辞典本来の発想を捨て、英語の表現力を大きく伸ばす英英辞典の活用法を具体
的に提案する。 

  

英語語源辞典 縮刷版 

出版社 研究社 

同時1アクセス(本体) ¥55,000 

同時3アクセス(本体) ¥82,500 

冊子版ISBN 9784767431055  

著編者名 寺沢 芳雄 発行年 1999 商品コード 1018717519 

本格的な語源辞典としての編集方針に基づき、近来の英語語源学、印欧・ゲルマン比較言語学の成果を積
極的に取り入れ、また語彙も一般的な単語のほか各種専門語、さらに姓名・地名などの固有名詞も可能な
限り採録、現代英語を主とする英語語彙を通観するに足る約5万語を収録しました。※本電子書籍は紙の辞
典の縮刷版第6冊(2013年3月)のページを画像にしたものです。本文中の太字の語のみが検索できます。 

  

犯罪・捜査の英語辞典 

出版社 三省堂 

同時1アクセス(本体) ¥4,840 

同時3アクセス(本体) ¥7,260 

冊子版ISBN 9784385110356  

著編者名 山田 政美 発行年 2012 商品コード 1018720291 

英語のミステリー小説やTV・映画でよく使われる、犯罪・捜査・司法にまつわる俗語・隠語・成句表現など約
3000を収録。一般の英和辞典ではなかなか調べられない表現も満載。キーワードから引ける英語・日本語
索引付き。 
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英語辞典活用ガイド ―辞書の情報を読み
取るための必須知識― 
（開拓社言語・文化選書 35） 

出版社 開拓社 

同時1アクセス(本体) ¥3,300 

同時3アクセス(本体) ¥4,950 

冊子版ISBN 9784758925358  

著編者名 樋口 昌幸 発行年 2012 商品コード 1018868059 

英語辞典に盛り込まれている情報を最大限に読み取るためのポイントをまとめた本。数字や記号を含む英
単語の引き方、発音記号の見方、語源欄を理解するための背景的知識などを解説する。辞書にかかわるこ
ぼれ話も紹介。 

  

三省堂国語辞典のひみつ 

出版社 三省堂 

同時1アクセス(本体) ¥2,860 

同時3アクセス(本体) ¥4,290 

冊子版ISBN 9784385364155  

著編者名 飯間 浩明 発行年 2014 商品コード 1018720296 

三省堂国語辞典の編集に携わる著者が、改訂を重ねてきた三省堂国語辞典の内容を紹介しながら、「国語
辞典のどういう所に注目してほしいか」「どういうふうに使ってほしいか」などを書きつづる。 

  

世界の文字事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥33,000 

同時3アクセス(本体) ¥49,500 

冊子版ISBN 9784621088944  

著編者名 庄司 博史 発行年 2015 商品コード 1019023648 

アルファベット、漢字、アラビア文字…。世界にはさまざまな文字が存在する。日本人の場合、英語や中国語ならなんとなく読みが
類推できるが、これがドイツ語・ロシア語、あるいはハングル、さらにはアラビア文字やヒンドゥーとなると、読むどころか、どこまで
が１文字かわからないものまである。この事典の目的は、世界の様々な言語を、その言語にほとんど予備知識のない人でも、文
字を声に出して読み、カタカナで転写することができることにある。旅行、ビジネスに、また人名や地名をカタカナ表示したい時、外
国人の名前を正しく発音したい時などに大いに役立ち活用できる、今までなかったユニークな事典。 

  

敬語表現ハンドブック 

出版社 大修館書店 

同時1アクセス(本体) ¥4,950 

同時3アクセス(本体) ¥14,850 

冊子版ISBN 9784469221992  

著編者名 蒲谷 宏 発行年 2009 商品コード 1018710900 

敬語の基本的な性質や待遇表現における「丁寧さ」の原理を明らかにし、豊富な具体例をあげて解説した、
よりよい日本語コミュニケーションを目指す人のためのハンドブック。 

  

英語固有名詞語源小辞典 

出版社 研究社 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784767434698  

著編者名 苅部 恒徳 発行年 2011 商品コード 1017162465 

英米の人名・地名・商標名など英語の固有名詞約3000語を収録。各項目には発音、カタカナ表記、初出年代、項目の種
類（姓・男子名・女子名・地名・商標）、語形、意味（原義）、発達・借入の過程を記述。とくに意味（原義）は、これを重視して
詳しく記述。語形・意味だけでは不十分なものには適宜、事項補足説明・語誌を加え、歴史・文化の一端を紹介。姓につい
ては、男子名＞姓、姓（＜地名／場所名／あだ名／職業）などのように由来を明示。名前については、愛称形や流行の変
遷にも言及。姓名の所持者を過去・現在の有名人から例示。 

  

部首ときあかし辞典 

出版社 研究社 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784767434759  

著編者名 円満字 二郎 発行年 2013 商品コード 1017162467 
小学校でだれもが習う、漢字の“部首”ですが、「部首はなんであるの？」「部首はいくつあるの？」「＜宀＞（うかんむ
り）って何を表すの？」「龍の部首は何？」などなど考え始めると、疑問はつきません。身近な存在でありながら、実は
中味はさっぱり知られていない部首について、円満字二郎氏が前著『漢字ときあかし辞典』と同様に、次から次へと解
き明かし、説き明かします。部首を通じて、今までにはない漢字の世界の面白さを発見できます。収録した部首は286
項目。 
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漢字ときあかし辞典 

出版社 研究社 

同時1アクセス(本体) ¥7,590 

同時3アクセス(本体) ¥11,385 

冊子版ISBN 9784767434711  

著編者名 円満字 二郎 発行年 2012 商品コード 1017162466 

それぞれの漢字が持っている"個性"豊かな世界を、次から次へと解き明かし、説き明かした、だれでも気軽に読める漢字
の辞典。常用漢字を含め、日常生活でよく使う漢字2320字を収録。 漢字の意味や読み方、成り立ちなどを、ひとつながり
の"読みもの"として読めるように解説。漢字全体の知識がまとめて頭に入ります。漢字の実用的な知識が身につくだけで
なく、ふだんごくふつうに使っている漢字の中から、意外な発見をしたり、ものごとを考えるヒントが見つかったりするなど、
語感が高まり、日本語の世界が深まります。  

  

カタカナ外来語略語辞典 
 ―現代用語の基礎知識―第5版 

出版社 自由国民社 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

冊子版ISBN 9784426115951  

著編者名 堀内 克明 発行年 2013 商品コード 1016467395 

「現代用語の基礎知識」のカタカナ・外来語・略語の総集編。現代カタカナ語の基礎語から最新語までを総解
説。英語のスペルを併記し、アルファベット略語集も収録。新しい外来語を補充した第5版。 

  

新明解語源辞典 

出版社 三省堂 

同時1アクセス(本体) ¥8,360 

同時3アクセス(本体) ¥12,540 

冊子版ISBN 9784385139906  

著編者名 小松 寿雄 発行年 2011 商品コード 1016424019 

日常の言葉を中心に、約4500語を収録した語源辞典。語源(説)・由来・語史を簡潔に記述し、先行研究をふ
まえ、用例をあげ分かりやすく解説。「化学」「会社」などの翻訳語・和製漢語も掲載する。 

  

留学英会話ハンドブック 
 ―Campus English A to Z―改訂版 

出版社 研究社 

同時1アクセス(本体) ¥3,520 

同時3アクセス(本体) ¥5,280 

冊子版ISBN 9784327452285  

著編者名 仁木 久恵 発行年 2010 商品コード 1016424194 

留学中やホームステイでの様々なシーンで必要なフレーズ、単語、対話例を紹介。現地での授業についてい
けるよう、プレゼンテーションやレポート（エッセイ）の書き方、ディスカッションで使うフレーズなども多数とりあ
げた。Eメールや手紙のサンプルや、各種試験、各国の基本留学情報も充実。留学準備だけでなく、滞在中
困った時に役立つ1冊です。 

  

和製英語事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥8,360 

同時3アクセス(本体) ¥12,540 

冊子版ISBN 9784621087633  

著編者名 亀田 尚己 発行年 2014 商品コード 1015223807 

身の回りにあふれる和製英語の中からとりわけ興味深いものを取り上げ、「背景解説と正しい表現」「そのま
ま使ったらネイティブにどう伝わる」「ネイティブによるワンポイント解説」といった切り口で解説する。 

  

研究社日本語口語表現辞典 

出版社 研究社 

同時1アクセス(本体) ¥10,120 

同時3アクセス(本体) ¥15,180 

冊子版ISBN 9784767491127  

著編者名 佐藤 友子 発行年 2013 商品コード 1015073220 

国語辞典ではわからない、日常の話し言葉や慣用句を理解して使いこなすための日本語辞典。口語で頻度
の高い、あるいは特徴的な語彙や表現約3000項目を取り上げ、意味、使い方、解説のほか、表記や会話例
も収録する。 
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研究社日本語教育事典 

出版社 研究社 

同時1アクセス(本体) ¥7,040 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784767491097  

著編者名 近藤 安月子 発行年 2012 商品コード 1014000651 

日本語教育に関する専門的な用語や概念の意味を大まかにつかむための用語解説書。日本語教育や日
本語教育研究にかかわる17の分野から重要な用語を選び出し、簡潔な定義を示したのち、詳しく説明する。 

  

研究社日本語コロケーション辞典 = 
Kenkyusha's dictionary of Japanese 
collocations 

出版社 研究社 

同時1アクセス(本体) ¥12,320 

同時3アクセス(本体) ¥18,480 

冊子版ISBN 9784767491103  

著編者名 柏崎 雅世 発行年 2012 商品コード 1014000652 

日本語の正しいコロケーション(語と語の慣用的な結びつき)が分かる辞典。4万5000を超える生きた例文、慣
用句、合成語(複合語)を掲載。口語的な表現や新聞・報道の時事的な例文も豊富に収録する。 

  

談話表現ハンドブック 
 ―日本語教育の現場で使える― 

出版社 くろしお出版 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784874243350  

著編者名 泉子・K・メイナード 発行年 2005 商品コード 1013966959 

教師の知らないところで刻々と変化し多様化する日本語。教科書から抜け出し、文学作品、新聞・雑誌、広
告からトレンディドラマ、マンガまで、２２６例に及ぶ生きた日本語のディスコース例を豊富に収録した実践型
ハンドブック。 

  

三省堂英語イディオム・句動詞大辞典 

出版社 三省堂 

同時1アクセス(本体) ¥29,700 

同時3アクセス(本体) ¥44,550 

冊子版ISBN 9784385104270  

著編者名 安藤 貞雄 発行年 2011 商品コード 1011604139 

シェイクスピア以降、現代英語に至るまでの、英語イディオム・句動詞など約8万5千項目と、その意味・用法
理解の一助となる約8万の用例を収録。出典を明記するほか、イディオムの歴史文化的起源といった解説も
掲載。 

  

日本語学キーワード事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥55,000 

同時3アクセス(本体) ¥110,000 

冊子版ISBN 9784254510225  

著編者名 小池 清治 発行年 1997 商品コード 1011798903 

本書は日本語学のキーワード４００項目を精選し、これらに対応する英語を付した。各項目について定義・概
念、基礎的知識の提示・解説を主として、便利・正確・明解をモットーにページ単位で平易にまとめて、五十
音順に配列。内容的には、総記、音声・音韻、文字、語彙、文法、文体、言語生活等の従来の観点に加えて、
新しく表現・日本語教育についてもふれるようにした。 

  

どんなときどう使う日本語表現文型辞典 新装版 
 ―英・中・韓3カ国語訳付き 日本語能力試験N1
～N5の重要表現を網羅― 

出版社 アルク 

同時1アクセス(本体) ¥6,160 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

冊子版ISBN 9784757418868  

著編者名 友松 悦子 発行年 2010 商品コード 1011604138 

学習用の音声データは版元の下記サイトから無料でダウンロード可能です。(登録が必要) http://www.alc.co.jp/dl/ 

日本語学習者が、国語の辞書では引けない「文型」について知るための辞典。初級から上級までの「文型」
を集めて、その意味・機能・使い方などをわかりやすく例文の中で提示し、英語・中国語・韓国語の翻訳をつ
けて解説する。 
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名詞編 （日本語多義語学習辞典 :  
イメージでわかる言葉の意味と使い方） 

出版社 アルク 

同時1アクセス(本体) ¥6,160 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

冊子版ISBN 9784757420472  

著編者名 荒川 洋平 発行年 2011 商品コード 1011604134 

認知言語学の理論から生まれた、日本語多義語の学習テキスト。多義性が高い名詞121語を取り上げ、中
心義から派生する語義のネットワーク図、語義の説明を補足するイラスト、例文、合成語や慣用表現などを
掲載する。 

  

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

出版社 アルク 

同時1アクセス(本体) ¥6,160 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

冊子版ISBN 9784757420489  

著編者名 今井 新悟 発行年 2011 商品コード 1011604135 

認知言語学の理論から生まれた、日本語多義語の学習テキスト。多義性が高い形容詞・副詞84語を取り上
げ、中心義から派生する語義のネットワーク図、語義の説明を補足するイラスト、例文、合成語や慣用表現
などを掲載する。 

  

動詞編 （日本語多義語学習辞典 :  
イメージでわかる言葉の意味と使い方） 

出版社 アルク 

同時1アクセス(本体) ¥7,480 

同時3アクセス(本体) ¥11,220 

冊子版ISBN 9784757420496  

著編者名 森山 新 発行年 2012 商品コード 1011604136 

認知言語学の理論から生まれた、日本語多義語の学習テキスト。多義性が高い動詞104語を取り上げ、中
心義から派生する語義のネットワーク図、語義の説明を補足するイラスト、例文、合成語や慣用表現などを
掲載する。 

  

固有名詞英語発音辞典 

出版社 三省堂 

同時1アクセス(本体) ¥24,200 

同時3アクセス(本体) ¥36,300 

冊子版ISBN 9784385151960  

著編者名 大塚 高信 発行年 1969 商品コード 1010914470 

固有名詞の発音を組織的に扱ったユニークな辞典。 本辞典は一般的な地名･人名はもちろん、西洋古典文
学、難解なアイルランド地名、英米の村･小都市名(諸外国は人口２万以上の都市)をも含み、92、500項目を
採録。 発音表記はジョーンズ式。 

  

新クラウン英語熟語辞典  第3版 

出版社 三省堂 

同時1アクセス(本体) ¥17,600 

同時3アクセス(本体) ¥26,400 

冊子版ISBN 9784385104263  

著編者名 大塚 高信 発行年 1986 商品コード 1010914471 

最新の俗語表現から古語までをカバーした、わが国唯一の本格的熟語辞典の改訂版。 

  

国際学会英語表現辞典 ―congress 
English : 即戦力・ポケット版― 

出版社 三輪書店 

同時1アクセス(本体) ¥4,840 

同時3アクセス(本体) ¥7,260 

冊子版ISBN 9784895900812  

著編者名 大井 静雄 発行年 1998 商品コード 1011036831 

国際会議を役員を歴任、同時通訳もこなし、日本科学者の国際活動の教育指導にも携わってきた著者が、
その豊富な経験をもとに場面的・進行順にまとめた英語表現辞典。初歩的な決まり文句の表現から公式の
重厚な言い回しまでステップ別に整理。学会発表・講演・座長進行・質疑応答・学会役員会議の必携書。 
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ヨーロッパの言語  
（言語学大辞典セレクション） 

出版社 三省堂 

同時1アクセス(本体) ¥19,800 

同時3アクセス(本体) ¥29,700 

冊子版ISBN 9784385152059  

著編者名 亀井 孝 発行年 1998 商品コード 1010914468 

『言語学大辞典』より、ロマンス諸語、ゲルマン語派、スラブ語派を中心に１９項目を収載した分冊版。現代
ヨーロッパの諸言語のほか、ラテン語、古典ギリシア語なども含む。 

  

日本列島の言語  
（言語学大辞典セレクション） 

出版社 三省堂 

同時1アクセス(本体) ¥19,800 

同時3アクセス(本体) ¥29,700 

冊子版ISBN 9784385152073  

著編者名 亀井 孝 発行年 1997 商品コード 1010914469 

『言語学大辞典』所収の「アイヌ語」「日本語」「琉球列島の言語」の３項目をまとめた分冊版。古来、日本で
話されてきたことばを言語学の立場から詳説した。 

  

暗号事典 

出版社 研究社 

同時1アクセス(本体) ¥8,800 

同時3アクセス(本体) ¥13,200 

冊子版ISBN 9784767491004  

著編者名 吉田 一彦 発行年 2006 商品コード 1010112202 

インターネット社会のセキュリティに不可欠となった暗号の百科事典。カエサル暗号から公開鍵・量子暗号ま
での実用暗号、ポーから『ダ・ヴィンチ・コード』に至るフィクションの中の暗号など、その仕組み・歴史・物語を
１３００項目で解説。 

  

類義語使い分け辞典 ―日本語類似表現

のニュアンスの違いを例証する― 

出版社 研究社 

同時1アクセス(本体) ¥9,900 

同時3アクセス(本体) ¥14,850 

冊子版ISBN 9784327461355  

著編者名 田 忠魁 発行年 1998 商品コード 1010089949 

例えば、「愛」「愛情」「情愛」「恋」など、使い分けや意味の違いがうまく説明できない日本語の類義語を、語
のつながり、置き換え表現の可否などに力点を置いて、例文を駆使しながら明解に解説。 

  

日本語類義表現使い分け辞典 

出版社 研究社 

同時1アクセス(本体) ¥12,100 

同時3アクセス(本体) ¥18,150 

冊子版ISBN 9784767490540  

著編者名 泉原 省二 発行年 2007 商品コード 1010089948 

日本語の＜類義表現＞に焦点を当てた。主格助詞の「～は」と「～が」の使い分けを始めとして、例えば、
「～さえ」と「～でも」、「～ながら」と「～つつ」、「～とたん」と「～やいなや」、「あまりの～に」と「～のあまり」、
「～だけでなく」と「～はもちろん」など、日本人がふだん何気なく使い分けている類義表現のそれぞれのニュ
アンスの違いと使い分けを“日本語学習者”及び“日本語教師”向けに例文を駆使しながら示す。 

  

言語科学の百科事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥50,600 

同時3アクセス(本体) ¥75,900 

冊子版ISBN 9784621077337  

著編者名 鈴木 良次 発行年 2006 商品コード 1008954404 

トランスディシプリナリな取り組みが言語科学にとってますます重要になってきた現在、言語科学で使われて
いる基本的な概念、用語、研究の最前線の状況などを的確に把握するニーズに応える事典。 
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倉本美津留の超国語辞典 

出版社 朝日出版社 

同時1アクセス(本体) ¥3,740 

同時3アクセス(本体) ¥5,610 

冊子版ISBN 9784255008974  

著編者名 倉本 美津留 発行年 2015 商品コード 1028350869 

日本語の面白さに出会える! 言葉通りにすると大変なことになる大げさ慣用句、同じ言葉の繰り返しに聞こえ
る同音言葉多入り短文…。日本語を新たな方法で仕分けなおした“超国語辞典”。巻末に書き込み式の問題
ページあり。 

言語 

  

研究社英語の数量表現辞典  
増補改訂版 

出版社 研究社 

同時1アクセス
(本体) 

¥8,360 

同時3アクセス
(本体) 

¥12,540 

冊子版ISBN 9784767434803  

著編者名 研究社辞書編集部 発行年 2017 商品コード 1030913587 

64の章立てで基本の数字の読み方・書き表わし方から日常・社会のさまざまな場面での
数量や「多少・増減」などの概念にまつわる表現、さらに数式の読み方・自然科学分野ま
で幅広くカバーする第1部「トピック別編」と、約1500の日本語見出しを収録し辞書としても
第1部の索引としても利用できる第2部「和英編」から成り立っています。英語の数量表現
を扱うものとして他に類をみない総合事典です。 

オックスフォード実例現代英語用法辞典 
第4版 

同時１アクセス（本体） 
¥13,200 

同時３アクセス（本体） 
¥19,800 

冊子版ISBN：9784767434810  商品コード： 1030913594 

現代英語の実相をつかめる実用語法辞典。28節(320項目)から成る
「文法篇」では品詞、時制、動詞構文、情報構造などの主題別に単語
から複雑な文の組み立てに至る筋道をつかめるように配慮し、3節
(315項目)の「語彙篇」では特に誤りやすい語句をまとめ、現代英語の
変化を見据えて解説しています。メール・電話・新聞の見出し・発音・
正書法・挨拶など日常生活の様々な場面で出会う英語の情報も充実
しています。 

マイケル・スワン 著  2018年発行 

研究社  
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英語基本名詞辞典 

出版社 研究社 

同時1アクセス(本体) ¥80,000 

同時3アクセス(本体) ¥300,000 

冊子版ISBN 9784327236021  

著編者名 小西 友七 発行年 2001 商品コード 1031496579 

「英語語彙文法」の第3巻として編まれ、現代英語の基本名詞233項目について、その活用を方式化して、語
彙の文法を記述した。 

  

英語基本形容詞・副詞辞典 

出版社 研究社 

同時1アクセス(本体) ¥80,000 

同時3アクセス(本体) ¥300,000 

冊子版ISBN 9784327461164  

著編者名 小西友七 発行年 1989 商品コード 1031496580 

現代英語の基本形容詞・副詞およそ310項目を取り上げ、その活用を方式化して、語彙の文法を概説、構文、
関連事項より記述する。 

  

英語基本動詞辞典 

出版社 研究社 

同時1アクセス(本体) ¥80,000 

同時3アクセス(本体) ¥300,000 

冊子版ISBN 9784327236014  

著編者名 小西友七 発行年 1980 商品コード 1031496578 

英語のバックボーンとも言うべき基本動詞およそ400項目に関して、必要な知識を細大もらさず盛り込んだ本
邦初の本格的「語彙文法」辞典。 

英語基本 3点セット 

   全3点 セット特価  （分売可） 

同時１アクセス（本体） 
¥200,000  

同時３アクセス（本体） 
¥300,000  

商品コード： 1031496577 

本辞典の構想の軸をなす「語彙文法」は、単語一つ一つに
ついて、その文法特性に関するきめ細かな情報を提供し、
単語の活用を方式化して記述することを目的としています。
（英語基本 動詞辞典パンフレットより） 

小西 友七 編 
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日本語教育文法講義ノート 
 ―書き込み式でよくわかる―改訂版 
（日本語教師ハンドブック） 

出版社 アルク 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784757433922  

著編者名 山下 暁美 発行年 2019 商品コード 1031556650 

日本語教師の基礎力として必要なのが文法の知識です。文法の知識があやふやだと、学習者に質問されて
ドギマギしたり、自信を持って教えられなかったりしてしまうでしょう。特に今から教え始める人、教え始めた
ばかりの人はそのような場面が多いかと思います。「日本語の文法のことを、きちんと整理し、自分のものに
して自信をもって現場に立ちたい」。その思いに応えるのが本書です。 

  

日本語基本文法辞典  
（A Dictionary of Japanese Grammar） 

出版社 ジャパンタイムズ出版 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥15,400 

冊子版ISBN 9784789004541  

著編者名 Ｓｅｉｉｃｈｉ Ｍａｋｉｎｏ 発行年 1989 商品コード 1031460108 

初級レベルに必要な重要文法を約200項目取り上げ、文型分析と豊富な例文と的確でわかりやすい英文解
説を施した、ロングセラーの辞典形式の文法書。間違えやすいポイントや類似表現との使い分けも丁寧に説
明しているので、より深く日本語文法が理解できます。 

  

日本語文法辞典 中級編  
（A Dictionary of Japanese Grammar） 

出版社 ジャパンタイムズ出版 

同時1アクセス(本体) ¥10,175 

同時3アクセス(本体) ¥20,350 

冊子版ISBN 9784789007757  

著編者名 Ｓｅｉｉｃｈｉ Ｍａｋｉｎｏ 発行年 1995 商品コード 1031460109 

中級レベルに必要な重要文法を約200項目取り上げ、文型分析と豊富な例文と的確でわかりやすい英文解
説を施した、ロングセラーの辞典形式の文法書。間違えやすいポイントや類似表現との使い分けも丁寧に説
明しているので、より深く日本語文法が理解できます。 

  

日本語文法辞典 上級編  
（A Dictionary of Japanese Grammar） 

出版社 ジャパンタイムズ出版 

同時1アクセス(本体) ¥10,450 

同時3アクセス(本体) ¥20,900 

冊子版ISBN 9784789012959  

著編者名 Ｓｅｉｉｃｈｉ Ｍａｋｉｎｏ 発行年 2008 商品コード 1031460110 

上級レベルに必要な重要文法を約230項目取り上げ、文型分析と豊富な例文と的確でわかりやすい英文解
説を施した、ロングセラーの辞典形式の文法書。間違えやすいポイントや類似表現との使い分けも丁寧に説
明しているので、より深く日本語文法が理解できます。 

  

日本のしきたり英語表現事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621304327  

著編者名 亀田 尚己 発行年 2019 商品コード 1031533288 

海外から見ると何か複雑で独特に見える日本のしきたりを、英語でうまく相手に伝えるにはどう表現したらい
いのか？興味深く、面白い日本のしきたりについて、その歴史的･文化的背景についての理解を深めながら、
そのわかりやすい英語表現もマスターできるユニークな事典。経験豊かな英国人翻訳家による明快な英語
表現で紹介。 

  

私立大学の財政分析ハンドブック 

出版社 大月書店 

同時1アクセス(本体) ¥4,840 

同時3アクセス(本体) ¥7,260 

冊子版ISBN 9784272412563  

著編者名 野中 郁江 発行年 2020 商品コード 1031458203 

【これ一冊で、誰でも 私立大学の財政分析ができる】私立大学の教職員、理事などに必要な財政分析の入
門書。学校法人会計基準の考え方、財務諸表の読み方から、将来計画の立て方まで、やさしく解説。私立の
幼稚園・小・中・高校の財政分析にも役立ちます。 
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岩波日本古典文学辞典 

出版社 岩波書店 

同時1アクセス(本体) ¥16,500 

同時3アクセス(本体) ¥49,500 

冊子版ISBN 9784000803106  

著編者名 久保田 淳 発行年 2007 商品コード 1030884445 

古典文学の精髄を凝縮したコンパクトな一冊をとの要望に応える．1540項目．作品にはあらすじ・所収文献，
歌人・俳人には代表歌句を掲げるなど，使いやすく親しみやすい工夫を施した．付録に，三十六歌仙・百人
一首などが一望できる「名数一覧」，1300年の歴史を的確にまとめる「日本古典文学史年表」．詳細な索引を
付す． 

  

江戸時代好色文芸本事典 

出版社 雄山閣 

同時1アクセス(本体) ¥6,160 

同時3アクセス(本体) ¥12,320 

冊子版ISBN 9784639007081  

著編者名 中野 栄三 発行年 1988 商品コード 1029834059 

まず艶本とは何か、そうして江戸文芸諸書との関連を探り庶民文学との意義を知ろうとした。艶本の出現と
時代世相のことなど、それはわれわれの生活風俗に決して無関係のものではない。江戸期庶民文学と艶本
の関係を探り、性および生活風俗などのなかに近世庶民の気質を見る。 

  

■世界児童･青少年文学情報 
大事典 全16巻セット 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥563,200 

同時3アクセス
(本体) 

¥844,800 

冊子版ISBN - 

著編者名 - 発行年 - 商品コード 1022212499 

デトロイトのゲール・リサーチ出版との契約により刊行中の本事典は，同社の「作家・画家
人物情報事典」である『作者についての情報』Something about the Author’，’1976―お
よびこれをもとに編纂された『児童・ヤングアダルト主要作家・挿絵画家』Major Authors 
and Illustrators for Children and Young Adults’，’1993 (6 Vols.) から，わが国の読者に
向けて選定した項目により構成されている。学校・公共図書館必備の事典である。 

  

■世界文学あらすじ大事典 全4巻
セット 

出版社 国書刊行会 

同時1アクセス
(本体) 

¥123,200 

同時3アクセス
(本体) 

¥184,800 

冊子版ISBN - 

著編者名 - 発行年 - 商品コード 1013984840 

世界文学の名作１００１編を精選。題名の５０音順に配列し、各編に作家解説、入手可能
な翻訳書誌を付す。あらゆる文学ジャンルを網羅した百科全書的便利本。 

文学 
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現代中国の起源を探る 
 ―史料ハンドブック― 

出版社 東方書店 

同時1アクセス(本体) ¥2,640 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

冊子版ISBN 9784497216090  

著編者名 中村 元哉 発行年 2016 商品コード 1028350822 

「政治・思想史」「外交史・日中関係史」「民族政策史」「ジェンダー史」など12のジャンルに分け、それぞれの
専門家が「研究状況」と「史料紹介」を記述、必要に応じて詳しい「史料解題」を付す。「補論」では、関係する
データベースの利用状況などを紹介。巻末の「研究文献・史料一覧」は約50頁におよぶ。 

  

■映像国語便覧 近・現代文篇 全3巻 
【動画】 （※） 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥77,000 

同時3アクセス(本体) ¥118,800 

冊子版ISBN - 

著編者名  - 発行年 - 商品コード 1027959384 

巻構成 第1巻：近代の小説を読む 第2巻：現代の小説を読む第3巻：近現代の詩歌を詠む 

  

■映像国語便覧 古文篇 全5巻  
【動画】 （※） 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥128,700 

同時3アクセス(本体) ¥198,000 

冊子版ISBN - 

著編者名  - 発行年 - 商品コード 1027959385 

巻構成 第1巻：説話と物語を読む 第2巻：物語を読む 第3巻：随筆を読む 第4巻：和歌と俳句を詠む 第5巻：
日記・紀行・軍記を読む 

  

■映像国語便覧 漢文篇 全2巻  
【動画】 （※） 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥51,700 

同時3アクセス(本体) ¥79,200 

冊子版ISBN - 

著編者名  - 発行年 - 商品コード 1027959386 

巻構成 第1巻：漢文を読む-史伝・思想- 第2巻：唐詩を詠む 

  

吉川英治事典 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥14,080 

冊子版ISBN 9784585200482  

著編者名 志村 有弘 発行年 2016 商品コード 1027266882 

国民作家のすべてを知る！『新・平家物語』『私本太平記』『新書太閤記』『三国志』など日本を代表する多くの名作・大作を遺し「国民作家」
といわれた吉川英治。その作品と生涯を約300の項目で詳細に知る。年譜、主要参考文献目録、索引など資料も充実。【本書の特色】1．
「一般項目篇」では、家族・文学者・知人・雑誌・新聞など吉川英治と関わりのあった項目を立項。作家デビューまでの経緯や交友関係、海
外に紹介された作品まで幅広く記述した。2．「作品篇」では、約200に及ぶ吉川英治の主要作品について取り上げた。代表作である長編は
もちろん、短編から随筆まで網羅的に紹介する。3．略年譜、主要参考文献目録、索引など充実した資料を付した。 

  

司馬遼太郎事典 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥8,360 

同時3アクセス(本体) ¥12,540 

冊子版ISBN 9784585060581  

著編者名 志村 有弘 発行年 2007 商品コード 1027134215 

司馬遼太郎のすべてを知る大事典『国盗り物語』『竜馬がゆく』『坂の上の雲』『街道をゆく』など主要173作品
から関連人物・キーワードまでを詳細に解説、さらに巻末に「年譜」「主要参考文献」を付し、司馬遼太郎の世
界を極める。 
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藤沢周平事典 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥8,360 

同時3アクセス(本体) ¥12,540 

冊子版ISBN 9784585060598  

著編者名 志村 有弘 発行年 2007 商品コード 1027134216 

藤沢周平のすべてを知る大事典。「たそがれ清兵衛」「蝉しぐれ」「用心棒日月抄」「よろずや平四郎活人剣」
など275の代表作に、関連人物、雑誌、キーワードなど57の一般項目を加えて解説。ブックガイドとしても最
適な、ファン・研究者必携の一冊。 

  

北海道文学事典 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥9,240 

同時3アクセス(本体) ¥13,860 

冊子版ISBN 9784585200192  

著編者名 志村 有弘 発行年 2013 商品コード 1027134217 

北の大地が生み出した豊饒な文学と作家を一望北海道ゆかりの小説家・評論家・詩人・歌人・俳人のみなら
ず、漫画家・画家、シンガーソングライターまでも広範に紹介。北海道の文芸誌、各地方ごとの文学的特色、
アイヌ文学の世界、映画・テレビドラマ化された文学作品、民謡や歌謡曲に描かれた北海道など、多彩な項
目で北海道文学の全貌を明らかにする。 

  

古事記小事典 ―古代の真相を探る― 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥6,160 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

冊子版ISBN 9784585220428  

著編者名 歴史と文学の会 発行年 2012 商品コード 1027190757 

日本の原点を知る限りない謎を有する歴史と文学。稗田阿礼、太安万侶とは何者か？ 登場する神々、天
皇、人々の風貌や、記録されている説話にひそむ真相とは？ スサノオの大蛇退治、海幸・山幸、因幡の白
兎の話など、日本人が親しんできた伝説世界の真相と魅力を解き明かす。 

  

世界神話伝説大事典 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥55,000 

同時3アクセス(本体) ¥82,500 

冊子版ISBN 9784585200369  

著編者名 篠田 知和基 発行年 2016 商品コード 1025795349 

人間とは何か。その問いに答えるための基盤を提供する-全世界50におよぶ地域を網羅した画期的大事典。言語的分布
や文化的分布、モチーフの共通性など、さまざまな観点からの比較から神話の持つ機能や人間と他者の関係性などを考
えるヒントを与える。100人を越える研究者が執筆。従来取り上げられてこなかった地域についても、最新の研究成果を反
映。「神名・固有名詞篇」では1500超もの項目を立項。創作の原点として、現代にも影響を及ぼす話題の宝庫。 

  

英米小説原題邦題事典 新訂増補版 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥17,600 

同時3アクセス(本体) ¥31,680 

冊子版ISBN 9784816917998  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2003 商品コード 1024896472 

英語圏の作家6,683人の翻訳小説・戯曲26,602点について、原題を一覧できる題名事典。作家ごとに原題、
翻訳書の邦題、翻訳者、出版社、刊行年がわかる。映像化された作品には映画タイトルと監督名・製作年も
記載。「邦題索引」付き。『英米小説原題邦題事典』（1996.4刊）の新訂増補版。 

  

半七捕物帳事典 

出版社 国書刊行会 

同時1アクセス(本体) ¥11,000 

同時3アクセス(本体) ¥16,500 

冊子版ISBN 9784336051639  

著編者名 今内 孜 発行年 2010 商品コード 1016899620 

岡本綺堂の「半七捕物帳」の登場人物、事件、地名をすべて網羅し、見出し語を含む原文を例示。江戸言葉
や粋な表現、歌舞伎や落語の作品名など、江戸時代後期－明治初期の風俗・史実も解説する。コラム、年
表等の資料も充実。 
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東北近代文学事典 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥33,000 

同時3アクセス(本体) ¥49,500 

冊子版ISBN 9784585200161  

著編者名 日本近代文学会東北支部 発行年 2013 商品コード 1016114025 

東北6県ゆかりの近現代の作家(翻訳家・批評家なども含む)800超を採り上げ、その業績と東北との関わりを
詳述するほか、「キリスト教と東北」などの項目を立て、東北と文学との関連を地域的・歴史的な観点から考
察する。 

  

山頭火秀句鑑賞事典 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥7,040 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784585215257  

著編者名 北影 雄幸 発行年 2014 商品コード 1016032697 

山頭火の生涯を11のキーワードから詳述し、山頭火の秀句約300を、明治44年(30歳)から昭和15年(59歳)ま
での年代ごとに観賞。また、祖国愛や死生観、旅や感性といったテーマごとに秀句を分類し、解説を付す。 

  

山頭火旅情鑑賞事典 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥7,040 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784585215264  

著編者名 北影 雄幸 発行年 2014 商品コード 1016032698 

山頭火の生涯は旅そのものであった。山頭火の生き様に影響を及ぼした俳人たちを紹介し、山頭火の旅路
の途上で詠まれた秀句を観賞。また、山・海・道・水・解脱といったテーマごとに秀句を分類し、解説を付す。 

  

中国学芸大事典 

出版社 大修館書店 

同時1アクセス(本体) ¥37,400 

同時3アクセス(本体) ¥56,100 

冊子版ISBN 9784469032017  

著編者名 近藤 春雄 発行年 1978 商品コード 1014985274 

中国古代から20世紀後半にいたるまで、文学を主として、思想、言語、音韻、文字、目録、書画、宗教、天文、
暦数、歴史、地理、音楽等の諸学にわたる11500項目の見出し語を収めた大事典。具体的には、学術用語
の解説、人物の伝記、書籍の解題、有名作品の解題、見出し項目関連論文名、参考書などにわたる。付録
として中国学芸年表、中国主要叢書内容一覧、中国年号索引、日本年号索引を付す。 

  

ヘミングウェイ大事典 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥55,000 

同時3アクセス(本体) ¥82,500 

冊子版ISBN 9784585200093  

著編者名 田畑 佳菜子 発行年 2012 商品コード 1013985278 

ヘミングウェイの全てを網羅した大事典。長編・短編小説、戯曲、ノンフィクション、雑誌記事、手紙など出版
された著作物の内容要約と解説を収録。また、家族・交友関係から地名、文芸用語まで200以上の関連項目
を詳述する。 

  

三島由紀夫事典 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥19,800 

同時3アクセス(本体) ¥29,700 

冊子版ISBN 9784585060185  

著編者名 松本 徹 発行年 2000 商品コード 1013941428 

自決の日の衝撃は色褪せることがなく、三島文学は今なお今日的な問題を提起し続けている。その魅力と
問題点の全てを洗い出し、今後の課題と情報を提供する決定版事典。 
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20世紀英語文学辞典 = The dictionary 
of 20th century literature in English 

出版社 研究社 

同時1アクセス(本体) ¥39,600 

同時3アクセス(本体) ¥59,400 

冊子版ISBN 9784767490663  

著編者名 上田 和夫 発行年 2005 商品コード 1010112201 

20世紀の英語圏における主要な文学者、文学作品、批評理論、批評用語、文学運動、大衆文化、社会背景
など約5000項目を総合的に解説した辞典です。 

文学 

  

オ－ウェル暦年事典 

出版社 彩流社 

同時1アクセス
(本体) 

¥40,040 

同時3アクセス
(本体) 

¥60,060 

冊子版ISBN 9784882023302  

著編者名 大石 健太郎 発行年 1995 商品コード 1030945515 

オーウェルの伝記的研究の第一人者による画期的な年譜。伝記事項／著作／手紙／住
居・旅行／家族消息／友人消息／補遺の各項目ごとに詳細に生涯を跡づけた。オーウェ
ルや同時代人の証言をコラムとして挿入。付、系図、文献一覧。 

う
つ
ほ
物
語 

大
事
典 

同時１アクセス（本体）：¥39,600 同時３アクセス（本体）：¥59,400 

冊子版ISBN：9784585200178  商品コード： 1030884446 

平安時代中期に成立した長編物語『うつほ物
語』。その基本的な事項の説明から画期的な
新見解まで幅広く掲載した初の総合事典。
◎10のジャンルに分け、基本的な事項の説明
から画期的な新見解まで幅広く掲載。 ◎多
彩な項目立てと多角的な観点から物語を考察。 
◎登場人物事典には五十名を超える主要登
場人物編から脇役・端役編も収録。 ◎各巻
ごとの梗概を附すことで物語読解の利便性を
はかり、初学者も手にとりやすい。 ◎物語内
容を深く掘り下げた考察と幅広い享受史への
展望により、新たな『うつほ物語』研究をひらく。 

学習院大学平安文学研究会 編 
2013年発行 

勉誠出版  
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世界文学大図鑑  
【スマホ・読上】 （※） 

出版社 三省堂 

同時1アクセス
(本体) 

¥13,860 

同時3アクセス
(本体) 

¥27,720 

冊子版ISBN 9784385162331  

著編者名 ジェイムズ・キャントン 発行年 2017 商品コード 1031629328 

文学を愛するすべての人に、次の一冊をさがしているあなたに贈る。古今東西の「世界文
学」の主な潮流を、オールカラーの図版満載でわかりやすく解説。本編で扱う100編あまり
に加え、「もっと知りたい読者のために」でさらに200編を超える作品を紹介。 

  

シェイクスピア大図鑑  
【スマホ・読上】 （※） 

出版社 三省堂 

同時1アクセス
(本体) 

¥13,860 

同時3アクセス
(本体) 

¥27,720 

冊子版ISBN 9784385162294  

著編者名 スタンリー・ウェルズ 発行年 2016 商品コード 1031629329 

「死ぬことは生きるのとおなじように当たり前のこと」（『エドワード三世』）など、200を超える
シェイクスピアの名ぜりふを、河合祥一郎による翻訳で掲載。世界中の舞台や映画作品
の写真、作品に触発された絵画など、写真・図版を数多く掲載。図解入りのあらすじ紹介
や、オールカラーの人物関連図により、初めてシェイクスピアに触れる人から、すでに舞
台や書籍をとおしてシェイクスピアを知っている人まで、幅広く楽しめる本。 

  

シャーロック・ホームズ大図鑑  
【スマホ・読上】 （※） 

出版社 三省堂 

同時1アクセス
(本体) 

¥13,860 

同時3アクセス
(本体) 

¥27,720 

冊子版ISBN 9784385162287  

著編者名 デイヴィッド・スチュアート・デイヴィーズ 発行年 2016 商品コード 1031629330 

初心者からシャーロッキアンまで、「シャーロック・ホームズ」を愛するすべての人に贈る。
オールカラーの図解入り大図鑑。正典60編の詳しい解説・分析に、著者・主要キャラクター
や作品の時代背景の解説、映像作品の紹介、関連作の一覧などを付けた、「シャーロック・
ホームズ」解説本の決定版！印象的な台詞や文章の抜粋、図解による分析や事件の状況
を説明する絵地図、 映画やテレビ作品からの写真などで楽しく読める工夫が満載！ 

文学 

2020/5 

 
 

70 



● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

日本民謡事典 1 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥26,400 

同時3アクセス(本体) ¥52,800 

冊子版ISBN 9784254500264  

著編者名 竹内 勉 発行年 2018 商品コード 1030360994 

各地の民謡の歌詞・来歴・分布、節回しの型まで解説。〔例〕北海道（ソーラン節／他）青森県（津軽じょんが
ら節／他）秋田（秋田馬子唄／他）山形（花笠音頭／他）岩手（盛岡サンサ踊り／他）宮城（遠島甚句／他）
福島（会津磐梯山／他） 

  

日本民謡事典 2 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥26,400 

同時3アクセス(本体) ¥52,800 

冊子版ISBN 9784254500271  

著編者名 竹内 勉 発行年 2018 商品コード 1030360995 

〔例〕栃木（日光山唄／他）群馬（八木節／他）茨城（磯節／他）埼玉（秩父音頭／他）千葉（安房節／他）東
京（カッポレ／他）神奈川（三崎甚句／他）山梨（武田節／他）長野（木曾節／他）他に新潟、富山、石川、福
井、岐阜、静岡、三重 

  

インド文化事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥66,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥99,000 

冊子版ISBN 9784621302354  

著編者名 インド文化事典編集委員会 発行年 2018 商品コード 1027184016 

※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。 近年、急成長するイ
ンドの源流と現状と未来とは。古代神話から宗教、植民地時代の影響も残るカースト制、
ガンディー・ネルーなどの社会・政治運動、カレーなどの食、ボリウッドなどの映画、農村
と都市の差やヨガやクリケットといったスポーツまで。グローバルに跳躍するインドの根底
とさまざまな側面を紹介する。 

  

イギリス文化事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥66,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥99,000 

冊子版ISBN 9784621088647  

著編者名 イギリス文化事典編集委員会 発行年 2014 商品コード 1019315070 

イングランド，スコットランド，ウェールズ，北アイルランドという，それぞれに独自の文化を
有する4つの地域から成るイギリスの魅力を389の項目で余すところなく伝えるユニークな
事典． 

芸術・美術・文化 
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日本民謡事典 3 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥26,400 

同時3アクセス(本体) ¥52,800 

冊子版ISBN 9784254500288  

著編者名 竹内 勉 発行年 2018 商品コード 1030360996 

〔例〕滋賀（淡海節／他）和歌山（新宮節／他）島根（安来節／他）高知（ヨサコイ節／他）長崎（ぶらぶら節／
他）宮崎（稗搗き節／他）。他に京都、奈良、大阪、兵庫、広島、鳥取、山口、佐賀、愛媛、香川、徳島、福岡、
大分、熊本、鹿児島 

  

アメリカ文化事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥66,000 

同時3アクセス(本体) ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621302149  

著編者名 アメリカ学会 発行年 2018 商品コード 1029342077 

※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。 本書は、アメリカ合衆国を研究対象とするさまざまな
学問領域の研究者が、最新の研究動向を反映しながらアメリカという国の多様な側面をわかりやすく解説し、立体的に紹
介することを目的とした事典。文化事典であるが、いわゆる文化芸術や思想、文学などに対象を限定せず、生活習慣から
政治経済、軍事外交まで、人間の営みの多様な側面を広義の文化として定義し、それらの密接な関りを20章立て、370以
上の項目で浮き彫りにした。 

  

囲碁手筋大事典 ―頻出型完全網羅―
（囲碁人ブックス） 

出版社 マイナビ出版 

同時1アクセス(本体) ¥5,197 

同時3アクセス(本体) ¥12,994 

冊子版ISBN 9784839965969  

著編者名 石田 芳夫 発行年 2018 商品コード 1029158913 

頻出形の手筋を完全網羅！ 名誉本因坊資格を持つ名棋士、石田芳夫九段が編纂した手筋辞典です。数
多く存在する手筋を用途ごとにまとめており、実戦に応用できることにこだわっていることが本書の特長です。
囲碁ファンなら誰でも、一冊は持っておきたい内容になっています。 

  

趙治勲詰碁ハンドブック  
（囲碁人文庫シリーズ） 

出版社 マイナビ出版 

同時1アクセス(本体) ¥3,547 

同時3アクセス(本体) ¥8,869 

冊子版ISBN 9784839964238  

著編者名 趙 治勲 発行年 2017 商品コード 1028352552 

本書は囲碁界のレジェンド、趙治勲名誉名人による詰碁集です。趙治勲と詰碁といえば「ひと目」シリーズで
すが、本書の問題は少しレベルを上に設定しています。しかし、ひとつの詰碁を数回に分けて出題すること
で、少し難度の高い問題もサクサク解けるようになっています。「むずかしい詰碁を1個解くよりも、やさしい詰
碁を100個、200個と解いたほうが上達の役に立つ」という著者の想いが詰まった一冊。 

  

47都道府県・国宝/重要文化財百科 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621302958  

著編者名 森本 和男 発行年 2018 商品コード 1028063243 

国宝とは、元来、数多くある文化財の中から政府が輸出を禁止したもので、近代の文化財保護制度の確立
によって出現した。実際に現地へ行って実物を見て、過去の歴史、社会、宗教、思想、美意識などに思いを
馳せ、見識を磨くことができる。知りたい文化財が調べやすい都道府県別の編集。国宝名と重要文化財名
の区別が一目でわかる凡例付き。利便性の高い「美術品名索引」「建造物名索引」も収録。 

  

日本伝統文化の英語表現事典 = The 
quick guide to traditional Japanese arts 
and handicrafts 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621302972  

著編者名 亀田 尚己 発行年 2018 商品コード 1028301503 

海外から日本にやってくる人たちの興味関心が、和食からさらに伝統文化へと益々拡大してきている。では
伝統文化について英語でうまく相手に伝えるにはどう表現すればいいのか？――興味深く、楽しく伝統文化
の歴史とその英語での表現法が理解できるユニークな事典。●具体的でわかりやすい歴史的解説。●経験
豊富な英国人翻訳家による明快な英語表現。●英語説明は日本語説明の後に配置し読みやすさを重視。 
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舶来キネマ作品辞典・戦後篇（Ｉ） 
 ―日本で戦後（1945～1988）に上映された
外国映画一覧（Ｉ）― 

出版社 科学書院 

同時1アクセス(本体) ¥110,000 

同時3アクセス(本体) ¥165,000 

冊子版ISBN - 

著編者名 世界映画史研究会 発行年 - 商品コード 1025643710 

10,024件の日本で戦後に上映された欧州・米国映画を網羅した決定版フィルモグラフィーを刊行。日本で戦
後に上映された外国映画作品の出演者及びスタッフ、表題などが一覧できる総合的な辞典。 

  

改訂・増補 日本映画人名辞典・ 
スタッフ編 

出版社 科学書院 

同時1アクセス(本体) ¥110,000 

同時3アクセス(本体) ¥165,000 

冊子版ISBN - 

著編者名 日本映画史研究会 発行年 - 商品コード 1025643712 

16,400人の映画スタッフを網羅した完全版の人名辞典 

  

改訂・増補 日本映画人名辞典・俳優編 

出版社 科学書院 

同時1アクセス(本体) ¥55,000 

同時3アクセス(本体) ¥82,500 

冊子版ISBN - 

著編者名 日本映画史研究会 発行年 - 商品コード 1025643711 

日本で活躍した、11,100人の映画俳優を網羅した完全版の人名辞典 

  

宝塚テアトログラフィ 戦後篇 (1945-2015) 
 ―宝塚歌劇作品・出演者・スタッフ名辞典―
改訂増補版 

出版社 科学書院 

同時1アクセス(本体) ¥55,000 

同時3アクセス(本体) ¥82,500 

冊子版ISBN - 

著編者名 宝塚歌劇研究会 発行年 2018 商品コード 1025649049 

1946年から現在までの公演の完璧なテアトログラフィー。これらの作品に出演した女優及びスタッフ（原作、
脚本、演出、振付、作曲、編曲、殺陣、装置、衣装、照明、音響、小道具、効果）を収録。 

  

宝塚テアトログラフィ 戦前篇 (1914-1945) 
 ―宝塚歌劇作品・出演者・スタッフ名辞典―
改訂増補版 

出版社 科学書院 

同時1アクセス(本体) ¥55,000 

同時3アクセス(本体) ¥82,500 

冊子版ISBN - 

著編者名 宝塚歌劇研究会 発行年 2018 商品コード 1025649048 

宝塚歌劇団の創立時から1945年までの公演の完璧なテアトログラフィー。これらの作品に出演した女優及び
スタッフ（原作、脚本、演出、振付、作曲、編曲、殺陣、装置、衣装、照明、音響、小道具、効果）を収録。 

  

夫の葬儀とその後(あと)事典 ―葬儀法要・
墓と供養・遺産相続・税務-しくみと手続き
のすべて― 

出版社 法研 

同時1アクセス(本体) ¥1,650 

同時3アクセス(本体) ¥4,950 

冊子版ISBN 9784865130775  

著編者名 黒澤 計男 発行年 2014 商品コード 1026546377 

葬儀法要・墓と供養・遺産相続・税務――しくみと手続きのすべて 
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親の葬儀とその後事典 ―最新版葬儀・
お墓・相続・手続きのすべて―改訂増補 
【スマホ・読上付】 

出版社 法研 

同時1アクセス(本体) ¥1,815 

同時3アクセス(本体) ¥5,500 

冊子版ISBN 9784865133912  

著編者名 黒澤 計男 発行年 2017 商品コード 1026546434 

『親の葬儀とその後事典』は初版以来９年が経過し、その間、葬儀、墓探しなどの葬祭・埋葬の常識が大きく変化していま
す。首都圏では家族葬と呼ばれる小さな葬儀が50%を超え、葬儀を行わない火葬のみの「直葬」は、全国で20%にまで達し
ています。 また、お墓についても、都会ではマンションタイプや永代供養墓などが増えています。さらに、団塊の世代を中
心に田舎の墓の墓じまいの問題がクローズアップされています。 こうした昨今の葬儀・墓事情を踏まえたうえで、名義変
更などの諸手続・残された親の介護・相続・相続税などについて最新の情報を紹介します。 

  

竹かごハンドブック ―英語訳付き : 竹かごの
素材、種類、選び方から、編み方、メンテナン
スまでわかる―（Japanese-English bilingual 
books） 

出版社 誠文堂新光社 

同時1アクセス(本体) ¥3,520 

同時3アクセス(本体) ¥5,280 

冊子版ISBN 9784416715475  

著編者名 竹かご部 発行年 2015 商品コード 1023959596 

素材、技法、歴史などの“竹かごの基礎知識”だけでなく、人気作家が手作りしたいろいろな種類の竹かごを
通じて、制作のこだわりや暮らしの中での使い方も紹介する。 

  

ふろしきハンドブック ―英語訳付き :  
ふだんづかいの結び方と包み方―
（Japanese-English bilingual books） 

出版社 誠文堂新光社 

同時1アクセス(本体) ¥2,640 

同時3アクセス(本体) ¥3,960 

冊子版ISBN 9784416715147  

著編者名 山田 悦子 発行年 2015 商品コード 1023959592 

暮らしに役立つふろしきのハンドブック。日常で使うものをじょうずに包む方法、現代のライフスタイルや
ファッションにも合うバッグとしての活用法、ラッピングのアイデアなどを紹介する。英語訳付き。 

  

古典・新作落語事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥15,840 

同時3アクセス(本体) ¥23,760 

冊子版ISBN 9784621300350  

著編者名 瀧口 雅仁 発行年 2016 商品コード 1022115166 

江戸・東京落語を中心に古典落語と新作落語の「あらすじ」と詳細な「解説」を約700演題収載した事典。落
語の種別、舞台、季節、登場人物など多数の索引から演題検索が可能。 

  

王朝のかさね色辞典 

出版社 紫紅社 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

冊子版ISBN 9784879406033  

著編者名 吉岡 幸雄 発行年 2012 商品コード 1020454306 

日本の色彩文化の流れをさぐるうえで重要な「かさね色」。文化9年発行「薄様色目」に記された240種類のか
さね色を、和紙を中心とした伝統的な植物染で再現する。 

  

葬儀・法事のあいさつ実例事典 ―あらゆる
シーンでわかる喪家側・弔問側のあいさつ 
文例集すぐ役立つマナーと知識 : すぐ役立つ
文例と解説集―新版 

出版社 法研 

同時1アクセス(本体) ¥1,650 

同時3アクセス(本体) ¥4,950 

冊子版ISBN 9784879549594  

著編者名 生活ネットワーク研究会 発行年 2013 商品コード 1018937154 

慣れない人にとっては難しい、葬儀でのあいさつ。話し手の立場を「喪家側」と「弔問側」に分け、通夜、葬
儀・告別式といった各場面の具体的なシチュエーションに対応した文例を紹介する。手紙文例、葬儀用語集
も掲載。 
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地域活動・同窓会・サークル あいさつ・
司会進行の事典 ―町内会・マンション
…しっかり運営、楽しく継続― 

出版社 法研 

同時1アクセス(本体) ¥1,540 

同時3アクセス(本体) ¥4,620 

冊子版ISBN 9784879549990  

著編者名 すぴーち工房 発行年 2014 商品コード 1018937166 

町内会やマンションの行事、サークル活動、同窓会・クラス会、地域の冠婚葬祭で気後れせず、あいさつや
スピーチができるよう、事例を中心に話し方のコツを紹介。また、議事進行がうまくできるように司会のコツも
教えます。 

  

贈答のルールとお金の事典 
 ―すぐ役立つ―最新版 

出版社 法研 

同時1アクセス(本体) ¥1,430 

同時3アクセス(本体) ¥4,290 

冊子版ISBN 9784879547910  

著編者名 21世紀マナー研究会 発行年 2010 商品コード 1018937146 

贈りものやお返しで失敗しないために、贈答のマナーに関し「行事の意味や習わし」「贈る時期」「表書きの書
き方」「水引とのしの選び方」などを具体的に解説。実際に困った１６０事例を紹介、ていねいな解答で悩みを
解決する。 

  

改訂・増補 日本映画作品辞典・戦前篇 

出版社 科学書院 

同時1アクセス(本体) ¥110,000 

同時3アクセス(本体) ¥165,000 

冊子版ISBN 9784760301539  

著編者名 日本映画史研究会 発行年 1996 商品コード 1016500775 

約1万6千件以上の戦前（明治32年から昭和20年8月まで）に上映された劇映画、教育映画、宣伝映画、文化映画などを網
羅。大幅に改訂と増補を施し、新たな資料を博捜して、日本映画の完璧なデータの作成に努めた。映画表題の五十音順
に整理されていて、ジャンル、制作会社、全スタッフ（監督、脚本、音楽、撮影、照明、小道具、プロダクション・デザインな
ど）や俳優の名称など、多くのデータを掲載。将来的に、改訂と増補に取り組み、資料としての完璧性を目指す。 

  

日中韓マナー・慣習基本事典 
 ―プライベートからビジネスまで知って
おきたい11章― 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥3,740 

同時3アクセス(本体) ¥5,610 

冊子版ISBN 9784585220848  

著編者名 佐藤 貢悦 発行年 2015 商品コード 1018002597 

挨拶のしかた、贈り物をする、食事・宴会の作法、冠婚葬祭…。日常生活からビジネスシーンまで、日本・中
国・韓国のマナー、しきたりのちがいを場面ごとに解説する。 

  

文化財科学の事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥56,100 

同時3アクセス(本体) ¥112,200 

冊子版ISBN 9784254101805  

著編者名 馬淵 久夫 発行年 2003 商品コード 1016382654 

「文化財科学」の概要について、文化財の保護、材料からみた文化財、文化財保存の科学と技術、文化財
の画像観察法・計測法、古代人間生活の研究法、用語解説などの構成でまとめた事典。 

  

日本の色辞典  [本編] 

出版社 紫紅社 

同時1アクセス(本体) ¥7,260 

同時3アクセス(本体) ¥10,890 

冊子版ISBN 9784879405494  

著編者名 吉岡 幸雄 発行年 2000 商品コード 1015362454 

万葉から江戸時代の終わりまでの染職人が行っていた、自然の植物から日本の色を出す業をたどる。日本
の伝統色を、自然の恵みから得た染料や顔料をもとに再現し、色名にまつわる逸話や歌、物語などにもふ
れた色名解説の集大成。 
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江戸のイラスト辞典訓蒙図彙 
 ―わが国初のイラスト百科― 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥33,000 

同時3アクセス(本体) ¥49,500 

冊子版ISBN 9784585200116  

著編者名 中村 惕齋 発行年 2012 商品コード 1013941425 

江戸時代初期、寛文6(1666)年刊のわが国最初の図解博物辞典「訓蒙図彙」を復刻。約9500語を1482点に
およぶ精緻なイラストで示した、日本語・日本文学、風俗史、博物学史の有力資料。 

  

「源氏物語」の色辞典 

出版社 紫紅社 

同時1アクセス(本体) ¥7,260 

同時3アクセス(本体) ¥10,890 

冊子版ISBN 9784879405944  

著編者名 吉岡 幸雄 発行年 2008 商品コード 1012955025 

光源氏の愛した色、女人らの華麗な衣装。「源氏物語」５４帖に描かれた、平安王朝の多彩な「襲の色目」を
完全再現した、３６８の色布総覧。襲の色目２４種、索引なども収録。 

  

図説にほんのかたちをよむ事典 

出版社 工作舎 

同時1アクセス(本体) ¥6,270 

同時3アクセス(本体) ¥8,360 

冊子版ISBN 9784875024415  

著編者名 形の文化会 発行年 2011 商品コード 1013032254 

手まり、折り紙から妖怪、俗悪趣味まで。多彩な執筆者が日本文化の「かたち」を読みとく。水木しげるほか
特別寄稿多数。図版も満載！ 

  

かたち創造の百科事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥44,000 

同時3アクセス(本体) ¥66,000 

冊子版ISBN 9784621085554  

著編者名 かたち創造の百科事典編集委員会 発行年 2012 商品コード 1012109791 

人間の創る建築物、機械製品、ファッションから、自然の作る様々な生物や鉱物などのかたちは、多角形･曲
線･多面体･曲面といった様々な形の組合せで成り立っており、かたちそのものが重要な役割を担っています。
本書では科学から芸術に至るまであらゆる分野で、これからの｢新しいかたちの創造｣に欠かせないかたち
の基本パターンについての図形データ･作品例・応用例などをCGを用いて解説します。 

  

映画原作事典 2007-2018 
 ―日本映画・外国映画・アニメ― 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥40,700 

同時3アクセス(本体) ¥73,260 

冊子版ISBN 9784816927713  

著編者名 スティングレイ 発行年 2019 商品コード 1030910462 

2007年～2018年12月に国内で公開された日本映画・外国映画・アニメ映画2,446本の基本情報を収録。映画
の原作名と、原作が収録された図書情報を記載。「原作名索引」「原作者名索引」付き。 

  

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

出版社 翔泳社 

同時1アクセス(本体) ¥9,020 

同時3アクセス(本体) ¥18,150 

冊子版ISBN 9784798155883  

著編者名 上田 マルコ 発行年 2018 商品コード 1031210674 

今すぐ使える「旬」のデザインアイデアが満載！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、レ
イアウトデザインの基礎と最新テクニック集第2弾。レイアウトデザインの法則やルールを押さえながら、具体
的な作品作りのコツとアイデアを紹介しています。作って楽しい上質レシピ93WORKSを掲載。 
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東南アジア文化事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥66,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥99,000 

冊子版ISBN 9784621303900  

著編者名 信田 敏宏 発行年 2019 商品コード 1031389204 

※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。 多くの島々と起伏にと
んだ地形を持つ東南アジアの社会、自然、人々を解説。現在に主眼を置き、ただし日本と
の関係については歴史的に掘り下げて紹介する。古来よりさまざまな民族が邂逅し、イン
ドや中国と交わり、近代では欧米の植民地化も行われた多種多様な地域の魅力とは。エ
スニック料理や世界遺産、独特の芸能やジェンダー・宗教などの話題も紹介。（著作権な
どの理由により、一部掲載されていない図版がございます。 ） 

  

デザイン科学事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥66,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥99,000 

冊子版ISBN 9784621303771  

著編者名 日本デザイン学会 発行年 2019 商品コード 1031537710 

※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。 デザインという語はモ
ノ・コトづくりの現場以外にもさまざまな分野で使用され、その多義化が進んでいる。デザ
イン科学は、デザイン（設計）行為に関する知の統合を図ることで、デザインという創造的
行為の本質を解明しようとする学問である。理論・方法論から分析・発想・評価法まで、見
開き完結の項目で取り上げデザイン科学の全体像を見渡す事典。 

  

写真がもっと上手くなる  
ポートレートテクニック事典101＋ 

出版社 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 

同時1アクセス
(本体) 

¥6,600 

同時3アクセス
(本体) 

¥13,200 

冊子版ISBN 9784295008347  

著編者名  - 発行年 - 商品コード 1031439207 

「基本テク」「自然光テク」「ストロボ・人工光テク」「レンズテク」「ポーズ・構図テク」「RAW現
像・レタッチテク」の6ジャンル別に、撮影目的やシーン別のポートレート撮影テクニックを
掲載。初心者でも、知りたいことから1つずつ、上達のための要点を掴みやすくなっていま
す。光の扱い方からポージングまで、この1冊でたっぷり学べます！読者DL特典「スマホ
で見られる早見表」付きです。 

芸術・美術・文化 
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芸術・美術・文化 

  

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。― 

出版社 翔泳社 

同時1アクセス(本体) ¥8,690 

同時3アクセス(本体) ¥17,380 

冊子版ISBN 9784798143590  

著編者名 sakimitama 発行年 2016 商品コード 1031579478 

少ない手順でパッと作れて使い回しもできる、お役立ちデザインのネタを取り揃えました。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方、デザインを勉強中の方、ノンデザイナーの
方から、仕事で使えるデザインのヒントが欲しい方まで、自分の引き出しを充実させたい方におすすめの1冊
です。 

  

PHOTOSHOPおいしいネタ事典 
 ―Ps DESIGN TECHNIQUE― 

出版社 翔泳社 

同時1アクセス(本体) ¥8,690 

同時3アクセス(本体) ¥17,380 

冊子版ISBN 9784798143606  

著編者名 諌山 典生 発行年 2016 商品コード 1031579479 

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新作デザインネタを取りそろえました。街のポ
スターで見かけたあのデザイン。ウェブで光っていたあんなビジュアル。自分で再現してみませんか。実践的
なデザインネタをたっぷり100以上収録。デザイン勉強中の方から、仕事でデザインをしている中級レベルの
方まで、実務にも役立つ1冊です。自分のデザインの引き出しを充実させたい人に！ 

  

Illustrator逆引きデザイン事典 
 ―CC/CS6/CS5/CS4/CS3― 
増補改訂版 

出版社 翔泳社 

同時1アクセス(本体) ¥8,690 

同時3アクセス(本体) ¥17,380 

冊子版ISBN 9784798149820  

著編者名 生田 信一 発行年 2017 商品コード 1031579487 

定番の使い方からプロの便利技・CC新常識まで、ずっと役立つ、不滅の一冊です。Illustrator CC／CS6／
CS5／CS4／CS3と全5バージョンに対応。知りたいことからすぐ引けるスタイルは従来のまま、「クイック書き
出し」「Shaperツール」「Adobe Stockとの連携強化」など注目の新機能もしっかり解説します。 

  

Photoshop逆引きデザイン事典 
 ―CC/CS6/CS5/CS4/CS3― 
増補改訂版 

出版社 翔泳社 

同時1アクセス(本体) ¥8,690 

同時3アクセス(本体) ¥17,380 

冊子版ISBN 9784798149929  

著編者名 上原 ゼンジ 発行年 2017 商品コード 1031579488 

定番の使い方からプロの便利技・CC新常識まで、ずっと役立つ、不滅の一冊です。Photoshop CC／CS6／
CS5／CS4／CS3と全5バージョンに対応しています。項目は、Photoshopユーザーのニーズに添うよう厳選し
たものを掲載。画像補正の流れや注意点といった基本はもちろん、CCに加わった新機能を網羅し、「Web」や
「効率化」についての解説もより充実しています。 

  

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

出版社 翔泳社 

同時1アクセス(本体) ¥12,320 

同時3アクセス(本体) ¥24,640 

冊子版ISBN 9784798152882  

著編者名 高木 和明 発行年 2017 商品コード 1031579489 

本書は、After Effects CC（およびCS6）を使うあらゆる現場で、知りたいところだけがすぐに引ける大事典です。
基本から「タイムライン」「アニメーション」「マスク（編集）」「エクスプレッション」「仕上げ」「出力」、さらに「作業環
境のカスタマイズ」や「効率アップ術」まで、映像制作に欠かせないノウハウを余すことなく伝授します。 

  

Premiere Pro逆引きデザイン事典 
 ―CC対応―増補改訂版 

出版社 翔泳社 

同時1アクセス(本体) ¥12,320 

同時3アクセス(本体) ¥24,640 

冊子版ISBN 9784798152899  

著編者名 千崎 達也 発行年 2017 商品コード 1031579490 

名実ともに業界最高レベルに達したPremiere Pro。本書はPremiere Proを使うあらゆる現場で、誰もがよくと
まどいがちなこと、さらにこんなことができたらと思うことを中心に、知りたいところだけがすぐに引ける大事典
です。デジタルビデオ（編集）に欠かせないノウハウを余すことなく網羅的に伝授します。 

2020/5 

 
 

78 



● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

社会学理論応用事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥66,000 

同時3アクセス(本体) ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621300749  

著編者名 日本社会学会 発行年 2017 商品コード 1025599594 

社会学理論とは、世の中で起こるさまざまな社会現象を分析・解釈し、理解するために使われる理論的な枠
組みであり、社会学研究の根幹をなすものです。本事典は、社会学の諸理論320余を取り上げ、「理論の生
まれた背景」「理論の内容解説」「理論の適用・応用事例」といった三段構成を基本方針として、初学者から
研究者まで幅広いニーズに応える事典を目指して作られています。 

  

現代フランス情報辞典 
 ―キーワードで読むフランス社会― 
改訂版 

出版社 大修館書店 

同時1アクセス(本体) ¥8,800 

同時3アクセス(本体) ¥26,400 

冊子版ISBN 9784469250701  

著編者名 草場 安子 発行年 2003 商品コード 1022296164 

フランスの政治・経済、文化から日常生活にいたるまで、すべての分野にわたる重要語句230について、制
度的裏付けや数字データをふまえながら精確に解説する。変わるフランス、変わらぬフランスのすべてにつ
いて応えてくれる重宝なドキュメンタリー辞典。改訂に際し本文を全面的に洗い直し、訂正・追加を行った。 

  

社会学事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥66,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥99,000 

冊子版ISBN 9784621082546  

著編者名 日本社会学会 発行年 2015 商品コード 1017332993 

『社会学』とは「膨大な社会調査データに基づき，様々な社会現象の実態や，現象の起こ
る原因を解明するための学問」である。産業構造や労働市場構造，社会階層構造，学歴
不平等構造，環境配慮行動などの最新話題を，日本社会学会が総力を挙げて編集する
中項目事典。 

  

社会調査事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥44,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥66,000 

冊子版ISBN 9784621087312  

著編者名 社会調査協会 発行年 2014 商品コード 1015223806 

社会調査の方法や成果について体系的・包括的に取り上げて解説した事典。社会調査
の基礎と理論、社会調査の手法、代表的な社会調査の実例、各種官庁統計と国内外の
主要な社会調査などを収録。 

社会学 
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「華族爵位」請願人名辞典 

出版社 吉川弘文館 

同時1アクセス(本体) ¥49,500 

同時3アクセス(本体) ¥74,250 

冊子版ISBN 9784642014724  

著編者名 松田 敬之 発行年 2015 商品コード 1019532969 

公家・藩主、維新の功労者、文武官…。明治2年の華族身分の誕生から昭和22年の廃止まで、士族・平民か
ら華族への昇格を望み請願した約900人を収載。彼らの経歴や請願理由、受理・不受理などの結果を解説
する。 

社会学 

犬飼 裕一 著 
2018年発行 

歴史にこだわる社会学 

「社会」は歴史の産物であり、社会学は歴史へ

の問い直しとして出発している。しかし、複雑に

絡み合った関係そのものを思考していくうちに

歴史から離れ、人間を取り巻く社会問題を人々

と無関係なものとして論じようとする。組織、戦

争、都市、宗教、消費生活、権力の変貌といっ

た問題を通して、あえて古典的な社会学の枠

組みを利用し、歴史にこだわった思考を行う。

そこには今までと異なる思考のきっかけを提供

する知の営みがある。 

同時１アクセス（本体）：¥4,400 同時３アクセス（本体）：¥6,600 

冊子版ISBN：9784842917337  商品コード： 1030814261 
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地方創生まちづくり大事典 
 ―地方の未来、日本の未来― 

出版社 国書刊行会 

同時1アクセス
(本体) 

¥19,800 

同時3アクセス
(本体) 

¥38,500 

冊子版ISBN 9784336059758  

著編者名 竹本 昌史 発行年 2016 商品コード 1023033113 

地域活性化事業とは何か。全国各地で具体的にどのような取り組みがなされ、どのような
成果を収めているのか。各地のまちづくり事業の実際を、概括的・事例的に解説する。ヒ
ントと提案193例を収録。 

  

世界まちづくり事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥33,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥49,500 

冊子版ISBN 9784621078594  

著編者名 井上 繁 発行年 2007 商品コード 1008954405 

世界２９カ国、１２０都市を網羅し、魅力的なまちをつくる発想と手法を１０のジャンルに分
けて詳述する。福祉、文化、芸術、歴史、産業など、まちづくりのヒントが満載の一冊。 

  

日本まちづくり事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥33,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥49,500 

冊子版ISBN 9784621081945  

著編者名 井上 繁 発行年 2010 商品コード 1008954408 

１００市区町村のまちづくりの実例をまとめた事典。都市計画や都市再生だけでなく、文
化・芸術、産業・地域経済、環境、景観、観光、市民活動、コミュニティビジネスなど、多彩
な取り組みを紹介する。索引も充実。 

政治 
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事典世界の指導者たち 
 ―冷戦後の政治リーダー3000人― 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥30,250 

同時3アクセス(本体) ¥54,450 

冊子版ISBN 9784816927188  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2018 商品コード 1027666263 

世界をリードする政治指導者の人名事典。国家元首、主要閣僚、国際機関トップ、民主化運動指導者など世
界200カ国の重要人物3,000人を収録。肩書、生没年月日、出生（出身）地、学歴、受賞歴、経歴など詳細なプ
ロフィールを掲載。国名から引ける「国別・地域別索引」、アルファベットから引ける「人名索引（欧文）」付き。 

  

ジェームズ・モンロー伝記事典 ; ジョン・クインジー・
アダムズ伝記事典 （アメリカ歴代大統領大全 . 建
国期のアメリカ大統領 5 (第1シリーズ)） 

出版社 大学教育出版 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

冊子版ISBN 9784864291743  

著編者名 西川 秀和 発行年 2017 商品コード 1025246403 

モンローとアダムズが、「モンロー・ドクトリン」に関係することは日本でもよく知られているが、その他の点に
ついてはあまり知られていない。本書は、これまでほとんど紹介されてこなかった両者の経歴や政治思想を
紹介する。 

  

平和と安全保障を考える事典 

出版社 法律文化社 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

冊子版ISBN 9784589037398  

著編者名 広島市立大学広島平和研究所 発行年 2016 商品コード 1020782576 

過去から現在までの<紛争・平和・安全保障>だけでなく、<人権・環境・原子力・平和思想・平和運動>にいた
るまで、広範な領域を網羅した事典。それぞれの分野に造詣の深い専門家が解説する。 

  

ジョージ・ワシントン伝記事典 （アメリカ

歴代大統領大全,第1シリーズ . 建国期のア
メリカ大統領 1） 

出版社 大学教育出版 

同時1アクセス(本体) ¥8,360 

同時3アクセス(本体) ¥10,868 

冊子版ISBN 9784864291705  

著編者名 西川 秀和 発行年 2012 商品コード 1016496778 

第1代大統領ジョージ・ワシントンの生涯と業績を紹介。大統領の政権の特色と課題のみならず、その経歴
や政治哲学、血縁者、引退後の活動、趣味、日本との関係など仔細にわたって論じる。 

  

ジョン・アダムズ伝記事典 （アメリカ歴代

大統領大全,第1シリーズ . 建国期のアメリ
カ大統領 2） 

出版社 大学教育出版 

同時1アクセス(本体) ¥4,400 

同時3アクセス(本体) ¥5,720 

冊子版ISBN 9784864291712  

著編者名 西川 秀和 発行年 2013 商品コード 1016496779 

第2代大統領ジョン・アダムズの生涯と業績を紹介。大統領の政権の特色と課題のみならず、その経歴や政
治哲学、血縁者、引退後の活動、趣味、日本との関係など仔細にわたって論じる。 

  

新・国会事典 
 ―用語による国会法解説― 第3版 

出版社 有斐閣 

同時1アクセス(本体) ¥9,900 

同時3アクセス(本体) ¥13,860 

冊子版ISBN 9784641131699  

著編者名 浅野 一郎 発行年 2014 商品コード 1016101723 

国会運営ルールに関するハンドブック。国会の地位と権能、会期、議員の役員及び経費、本会議と委員会、
議案の審査、懲罰・政治倫理、議員と国民との関係など、国会に関する全133項目を解説する。 

政治 
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現代アジア事典 

出版社 文眞堂 

同時1アクセス(本体) ¥11,000 

同時3アクセス(本体) ¥16,500 

冊子版ISBN 9784830946493  

著編者名 上原 秀樹 発行年 2009 商品コード 1012552291 

日本が密接な関連性を有する、東アジアと南アジアを中心に編纂した総合事典。アジア各国の政治・経済・
社会・教育・文化・宗教・歴史・地理の細部にまで踏み込んだ２０５２項目を収録する。 

  

まるわかり政治語事典 ―目からうろこの

精選６００語―【スマホ・読上】 
（平凡社新書 590） （※） 

出版社 平凡社 

同時1アクセス(本体) ¥1,936 

同時3アクセス(本体) ¥2,904 

冊子版ISBN 9784582855906  

著編者名 塩田 潮 発行年 2011 商品コード 1030601487 

どさくさ大連立、一丁目一番地、身体検査、イラ菅……。政権運営、権力闘争に関する言葉、政治家の生態を表す言葉な
ど、約600の「政治語」を網羅。これを読めば、日本政治の裏表が見えてくる。 政局にする、大臣病患者、ゆ党、ねじれ、身
体検査、ハネムーン、踏み絵、死に体……。どんな世界にも専門語や業界用語があるが、政治の世界でも独得の言葉や
表現が使われる。政界特有の用語、本来の意味から転じた俗語、隠語、新語、流行語、政治家の語録――。秘蔵の「政
治語ノート」から六〇〇語を厳選、「言葉で動く政治」の時代を読み解く。 

  

指定管理者制度問題解決ハンドブック 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥10,560 

同時3アクセス(本体) ¥15,840 

冊子版ISBN 9784492212394  

著編者名 宮脇 淳 発行年 2019 商品コード 1031137215 

指定管理者制度をよりよく活用するため、ガバナンス、運営方法、リスク分担など官民ともに留意すべき実務
上のポイントを解説。 

  

政治学大図鑑 【スマホ・読上】 （※） 

出版社 三省堂 

同時1アクセス(本体) ¥13,860 

同時3アクセス(本体) ¥27,720 

冊子版ISBN 9784385162263  

著編者名 ポール・ケリー 発行年 2014 商品コード 1028487777 

政治とは何か。アリストテレスは、政治とは単に欠乏状態での物質的要求を満たすための戦いではないと述
べている。政治とは、生きていくために必要な決まりを定め、団結して追究すべき目的を決定する意義深い
活動なのだ。孔子、ムハンマド、マキャヴェッリ、ホッブズ、マルクス、マンデラ…古代から現代にわたる政治
史の巨人100余名の複雑難解な政治思想・哲学・理論・政策を、わかりやすく解説した図鑑の日本語版。 

  

近代日本の政治と地域 

出版社 吉川弘文館 

同時1アクセス
(本体) 

¥28,600  

同時3アクセス
(本体) 

¥42,900  

冊子版ISBN 9784642038850 

著編者名 原田 敬一 発行年 2019 商品コード 1030682541 

歴史事実を構造として組み立てていくためには、社会の制度や空間、出来事など多様な
側面を意識する必要がある。この課題に向き合う政治史・都市史の論考１０編を、「政治
と権力」「地域と民衆」の２部構成で収録する。幕末政治、議員立法、青年団、在日朝鮮
人などさまざまなテーマを取り上げ、近代日本社会に息づいた人々の実像を史料に忠実
に描く。 
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比較法ハンドブック 第3版 （※） 

出版社 勁草書房 

同時1アクセス(本体) ¥10,120 

同時3アクセス(本体) ¥15,180 

冊子版ISBN 9784326451142  

著編者名 五十嵐 清 発行年 2019 商品コード 1029973205 

常に学界をリードしてきた著者が長年の研究の成果を体系化した五十嵐比較法学の集大成が本書であり、
「比較法」の体系に配慮し、バランスのとれた比較法の標準テキストである。今版は旧版の基本的編集方針
を踏襲しつつ、改正民法等の法令の改廃、その他内外の重要な最新情報を盛り込んだ4年ぶりの改訂版で
ある。 

  

必携実務家のための法律相談ハンド
ブック 

出版社 新日本法規出版 

同時1アクセス(本体) ¥3,630 

同時3アクセス(本体) ¥8,470 

冊子版ISBN 9784788283800  

著編者名 第一東京弁護士会全期旬和会 発行年 2018 商品コード 1027372546 

法律相談でよく受ける事例を厳選し、回答方針と留意すべき事項を解説しています。各相談事例は「見開き
２頁」でコンパクトに編集しているので、相談対応のポイントや重要判例、実務上の取扱いなどをスムーズに
確認できます。第一線で法律相談に携わる経験豊富な弁護士による実践的な内容です。 

  

法務・法律ビジネス英和大辞典 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥55,000 

同時3アクセス(本体) ¥99,000 

冊子版ISBN 9784816926778  

著編者名 菊地 義明 発行年 2017 商品コード 1027010700 

法律上の専門的英語文献、英文公的文書、契約書、報道を読み解く上で必要とされる法律用語の理解と適
切な和訳を導くための大型専門辞書。司法、立法、行政各分野の法律関連用語60,000語（見出し語10,000
語＋付随する関連語句50,000語）と文例・訳例16,000件を収録。ネイティブが使っている文例にプロ翻訳者
が適切な日本語訳を付与。見出し語に対し、解説、同意語なども記載。 

  

商業登記ハンドブック 第3版 

出版社 商事法務 

同時1アクセス(本体) ¥5,830 

同時3アクセス(本体) ¥11,660 

冊子版ISBN 9784785722869  

著編者名 松井 信憲 発行年 2015 商品コード 1022212628 

総合的な解釈に基づき会社法下の登記手続を体系的にわかりやすく解説。様々なケースに対応した豊富な
記載例を提示し、参考となる重要な先例を多数掲載。改正会社法・商業登記規則に対応した第3版。 

  

監査役・監査委員ハンドブック 

出版社 商事法務 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥11,000 

冊子版ISBN 9784785722975  

著編者名 中村 直人 発行年 2015 商品コード 1022212669 

監査役の職務の内容について具体的に解説するほか、監査役就任前の準備から就任後の作業までを、時
の経過を追って順に紹介。監査役に関わる法律的な事柄、監査等委員会なども説明する。平成26年改正会
社法に対応。 

  

相続・遺言・葬儀・墓準備の事典 
 ―遺された人も安心・納得!― 

出版社 法研 

同時1アクセス(本体) ¥1,540 

同時3アクセス(本体) ¥4,620 

冊子版ISBN 9784879548467  

著編者名 黒澤 計男 発行年 2012 商品コード 1018933905 

終の棲家探しから、相続・遺言、終末期の医療、親しかった人への挨拶、葬儀・墓選びまで、人生の最終局
面を他人任せにせず、自分らしい最期を迎えるための準備の方法を紹介。自分の思いを記す「エンディング
ノート」付き。 
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すぐに使える「最新」基本法律用語辞典 

出版社 三修社 

同時1アクセス(本体) ¥4,125 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

冊子版ISBN 9784384044973  

著編者名 元榮 太一郎 発行年 2012 商品コード 1018713650 

法律知識がない入門者向けに法律用語を平易に解説。基本法令用語から、憲法、民法、刑法、商法・会社
法、訴訟法、行政法などの基本六法、登記法、労働法、社会保険法、知的財産権法まで、重要法律用語を
約4500語収録する。 

  

比較法ハンドブック 第2版 （※） 

出版社 勁草書房 

同時1アクセス(本体) ¥9,900 

同時3アクセス(本体) ¥14,850 

冊子版ISBN 9784326451043  

著編者名 五十嵐 清 発行年 2015 商品コード 1017332833 

現在のグローバル化した社会における法学教育の中で、「比較法」の占める位置は高まる一方である。本書
は、常に学界をリードしてきた著者が長年の研究の成果を体系化した五十嵐比較法学の集大成である。初
版以後の最新の情報を盛り込んだ上、「比較法」の体系に配慮し、バランスのとれた比較法の標準テキスト
の第２版。 

  

アメリカビジネス法辞典 

出版社 商事法務 

同時1アクセス(本体) ¥5,830 

同時3アクセス(本体) ¥11,660 

冊子版ISBN 9784785718237  

著編者名 福田 守利 発行年 2011 商品コード 1016467142 

アメリカ社会に精通した第一人者による待望の本格的ビジネス法辞典。アメリカのビジネス法のテキスト等
の３０有余の資料の中から最も頻繁に使用される3200余の見出し語を収録。巻末には日本語から引ける
「和英ビジネス法用語索引」を収載。 

  

民事保全申立ハンドブック 
 ―「種類」と「必要性」の検討― 

出版社 新日本法規出版 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥12,320 

冊子版ISBN 9784788276765  

著編者名 関口 剛弘 発行年 2013 商品コード 1015561819 

不動産・動産・債権など財産に関する仮差押え・仮処分や、労働・商事事件などの仮処分について、頻度の
高い事例から稀な事例まで、豊富に取り上げています。 ●民事保全の「種類」や「必要性」の検討、さらに申
立書の記載例とその解説を表形式でわかりやすくまとめています。また、実務の参考となる判例や留意事項
も、適宜解説しています。 ●日頃民事保全事件に接している裁判官・書記官等が執筆しています。 

 
 

  

図解最新不動産登記の法律と手続きが
わかる事典 

出版社 三修社 

同時1アクセス
(本体) 

¥3,960 

同時3アクセス
(本体) 

¥7,920 

冊子版ISBN 9784384045659  

著編者名 安部 高樹 発行年 2013 商品コード 1031547637 

不動産登記の基本や申請手続きを解説した事典。 基本的な制度に加えて、登記が必要になる売
買・贈与、担保、相続、各種変更といった場面ごとに解説し、重要な書式についてはサンプルを掲
載。巻末には知っておきたい用語集も収録。 
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環境経済・政策学事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥66,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥99,000 

冊子版ISBN 9784621302927  

著編者名 環境経済・政策学会 発行年 2018 商品コード 1027988229 

環境問題は経済発展と隣り合わせに起こることから、経済学からの環境問題へのアプ
ローチに加え、様々な経済活動や社会情勢を捉えコントロールすることを目的とする政策
学の研究、さらには関連する諸科学を総動員した学際的研究が求められている。本事典
は、環境と経済・政策の関わりについて、様々な基本項目／重要項目を取り上げ、環境
問題の解決のための視座を提供する中項目事典。 

  

国際開発学事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥66,000 

同時3アクセス(本体) ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621303405  

著編者名 国際開発学会 発行年 2018 商品コード 1029502814 

※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。 火種にならない国際支援、人的支援を
含む効率的な援助とは何か。現地とどのように合意形成を行うか。諸分野にまたがる国際開発学を写真や
図を交えながらそれぞれの専門家が1項目2pで解説。経済学・政治学・社会学・人類学・医学・教育学・経営
学・農学・工学・法学などにまたがる国際開発学の全貌を概観できる。終章ではSDGs後の将来も検討。 

  

人口学事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥66,000 

同時3アクセス(本体) ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621303078  

著編者名 日本人口学会 発行年 2018 商品コード 1029502815 

現在の時代状況を踏まえ、初学者からでも人口について自ら調べ、考える手助けとなる、わかりやすい中項
目主義の事典。第I部では、今後10年ほど先までの見通しに立って重要なテーマを厳選しトピック形式で解説
し、第II部では、第I部のトピックをより深く理解し、人口学の基礎知識や分析手法などを体系的に紹介する。 

  

アフリカ進出戦略ハンドブック 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

冊子版ISBN 9784492444245  

著編者名 小池 純司 発行年 2015 商品コード 1028796813 

今後のアフリカ市場に対する日本企業の戦略についての示唆を提示。進出国の選定方法、現地パートナー
の探し方からコミュニケーションのコツまでわかる。GE、サブミラー、本田技研、住友ゴムなど先進企業事例
も満載。 

  

アフリカ進出戦略ハンドブック  
【スマホ・読上】 （※） 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

冊子版ISBN 9784492444245  

著編者名 小池 純司 発行年 2015 商品コード 1028796852 

今後のアフリカ市場に対する日本企業の戦略についての示唆を提示。進出国の選定方法、現地パートナー
の探し方からコミュニケーションのコツまでわかる。GE、サブミラー、本田技研、住友ゴムなど先進企業事例
も満載。 
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華僑華人の事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥66,000 

同時3アクセス(本体) ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621301760  

著編者名 華僑華人の事典編集委員会 発行年 2017 商品コード 1026888917 

華僑華人に関する興味深い話題を提供しながら、現代の華僑華人研究の全体像を浮き彫りにしています。 
華僑華人の歴史、経済、生活・文化について概説し、華僑華人が住む世界各地を多面的に論述。第III部で
は、研究対象とみなされてこなかった事象・現象、既存の概念によって「華僑華人」に分類されなかった人々
を扱う「フロンティア」として構成。 厳選されたテーマ約200程度を取り上げた有益な事典。 

  

日本経済史事典 1945-2008 
 ―トピックス― 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥19,800 

同時3アクセス(本体) ¥35,640 

冊子版ISBN 9784816921506  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2008 商品コード 1024896500 

戦後から現代まで63年間にわたる、日本経済に関する出来事を年月日順に掲載した記録事典。経済政策
から法令、企業合併や財界人事まで、8,281件のトピックを収録。巻末には「テーマ別一覧」「人名索引」「企
業・団体名索引」付き。 

  

アジア進出ハンドブック 新版 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784492444085  

著編者名 三菱東京UFJ銀行国際業務部 発行年 2014 商品コード 1016467024 

タイ、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、ラオス、インドネシア、シンガポール…。アジア13カ国の投資環境か
ら、労働事情、リスク管理、生活事情まで、日本企業がアジアへの進出を検討する際の基本的なポイントを
まとめる。 

  

進化経済学ハンドブック = Handbook of 
evolutionary economics 

出版社 共立出版 

同時1アクセス(本体) ¥17,600 

同時3アクセス(本体) ¥26,400 

冊子版ISBN 9784320005723  

著編者名 進化経済学会 発行年 2006 商品コード 1016424108 

進化経済学の基礎となる学説、理論、事例を集大成した、進化経済学の初学者はもちろん、専門家も使える
リファレンス・ブック。進化経済学の現状を概観し、進化の事例を６３項目紹介。関連用語の解説、学者紹介
も掲載する。 

  

人の移動事典 
 ―日本からアジアへ・アジアから日本へ― 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥39,600 

同時3アクセス(本体) ¥59,400 

冊子版ISBN 9784621087190  

著編者名 吉原 和男 発行年 2013 商品コード 1014899597 

アジア太平洋地域の域内および域外から、日本及びアジアへの移民・移住など人の国際移動について、歴
史学・経済学・社会学・文化人類学、政治学など、多くの学問分野から総合的に論じる中項目事典。 

  

国際協力国際交流ハンドブック 
 ―基礎から実践へ― 

出版社 実教出版 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784407308297  

著編者名 浅野 英一 発行年 2005 商品コード 1012749027 

異文化への適応条件、国際協力ボランティア、開発援助の評価など、国際協力や国際交流、地域連携教育
活動や国際理解教育などを実践する人に必要な幅広い知識、情報やノウハウを満載したハンドブック。 
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農業経済学事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥66,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥99,000 

冊子版ISBN 9784621304570 

著編者名 日本農業経済学会 発行年 2019 商品コード 1031434061 

農業経済学は、通常の農学の知識とともに、経済学・経営学・社会学、および数学・統計
学・数理科学等、幅広い分野を扱う学問です。本書は、人口の急激な増加により将来の
食糧不足が懸念されている国際社会において、近年ますます大きな注目を集めている農
業経済学について、その詳細をまとめた待望の百科事典。 

  

2020/5 

  

リスク学事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥72,600 

同時3アクセス(本体) ¥108,900 

冊子版ISBN 9784621303818  

著編者名 日本リスク研究学会 発行年 2019 商品コード 1030831432 

人文科学、自然科学、社会科学など多様な分野のリスクに対峙してきたリスク学は、それぞれの学問分野ご
とに独自のリスク概念が取り上げられてきた経緯から、これまで単一の学問体系は存在していなかった。本事
典は、中項目事典の体裁をとることで、それらリスク学を構成する各分野の相互連関性を分かりやすく把握で
きる。一人ひとりの市民が様々なリスクに直面する現代にあって、その把握し共生していくための必読書。 

  

海外ECハンドブック 2019 

出版社 インプレスＲ＆Ｄ／インプレスビジネスメディア 

同時1アクセス(本体) ¥8,250 

同時3アクセス(本体) ¥16,500 

冊子版ISBN 9784295007951  

著編者名  - 発行年 - 商品コード 1031338973 

海外のEC市場を理解・把握できるデータを一挙掲載。海外向けECを実施中、または実施に向け検討中の企
業は必携の1冊。 

  

金融工学事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥66,000 

同時3アクセス(本体) ¥132,000 

冊子版ISBN 9784254290059  

著編者名 今野 浩 発行年 2004 商品コード 1011798976 

ファイナンスにおける工学的アプローチである「金融工学」の全領域を網羅的に説明する事典。今後の金融
工学に一定以上の役割を果たす可能性のあるテーマを取り上げて、平易に解説する。 

  

経済学大図鑑 【スマホ・読上】 （※） 

出版社 三省堂 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) ¥26,400 

冊子版ISBN 9784385162225  

著編者名 ナイアル・キシテイニー 発行年 2014 商品コード 1028487775 

豊かさとは何か。世界はなぜ貧しさから抜け出せないのか。現在、私たちの暮らしを左右する経済の仕組み
を知ることは、ますます重要性を増している。最初期の交易から今日のグローバルな経済危機まで、世界を
動かしてきた経済の流れを、経済思想家たちはどうとらえ、どのように理論化したのか、簡潔に解説。 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

グローバル組織開発ハンドブック 
 ―3つの複雑性を5つの視点から
考える― 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス
(本体) 

¥9,240 

同時3アクセス
(本体) 

¥13,860 

冊子版ISBN 9784492533864  

著編者名 ピープルフォーカス・コンサルティング 発行年 2016 商品コード 1030884588 

組織に愛想を尽かしたグローバル人材の流出を防ぐには？事例とともに、グローバル組
織開発の考え方、進め方、スキルやノウハウを伝授。 

  

発達障害の人の内定ハンドブック 完全版
（発達障害の人の就活ノート : 人材紹介の
プロがつくった 2） （※） 

出版社 弘文堂 

同時1アクセス(本体) ¥5,940 

同時3アクセス(本体) ¥8,910 

冊子版ISBN 9784335651694  

著編者名 石井 京子 発行年 2015 商品コード 1030866949 

大人の発達障害の人の就活――。「社会に出る」、そのはじめの一歩でつまずかないために。発達障害を抱
えながら就職活動をするとき、知っておきた身だしなみのマナーからブラック企業の見分け方まで、内定に必
要な就活メソッドが一冊に。さらに、就労移行支援事業所をはじめとした発達障害の人のための就労支援の
仕組みも解説。『発達障害の人の就活ノート』がより実践的な内容で生まれ変わりました。 

  

The IABC Handbook of Organizational 
Communication: A Guide to Internal 
Communication, Public Relations, Marketing and 
Leadership 

出版社 ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル 

同時1アクセス(本体) ¥12,350 

同時3アクセス(本体) ¥18,530 

冊子版ISBN 9780787980801  

著編者名 Gillis Tamara 発行年 2006 商品コード 1031099770 

  

  

The IABC Handbook of Organizational 
Communication: A Guide to Internal 
Communication, Public Relations, Marketing, 
and Leadership, 2nd Edition 

出版社 ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル 

同時1アクセス(本体) ¥14,950 

同時3アクセス(本体) ¥22,430 

冊子版ISBN 9780470894064  

著編者名 Gillis Tamara 発行年 2011 商品コード 1031099771 

  

  

47都道府県・商店街百科 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621304099  

著編者名 正木 久仁 発行年 2019 商品コード 1030815341 

地域住民の生活用品のニーズに対応するのはもちろんのこと、街のにぎわいを生み出す要素として、商店
街は欠かせない存在である。ところが近年、ショッピングモールやコンビニの充実、ネット通販の普及などに
より、シャッター通りとなっているものも少なくない。本書は、47都道府県の特色ある商店街を紹介し、改めて
商店街の魅力を伝える。 

経営 

  

2020/5 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

■経営学史叢書全14巻 
 + 経営学史事典セット（分売可） 

出版社 文眞堂 

同時1アクセス
(本体) 

¥61,600 

同時3アクセス
(本体) 

¥92,400 

冊子版ISBN - 

著編者名 - 発行年 - 商品コード 1013923652 

第1巻「テイラー」、第2巻「ファヨール」、第3巻「メイヨー=レスリスバーガー」 
第4巻「フォレット」、第5巻「バーリ=ミーンズ」、第6巻「バーナード」 
第7巻「サイモン」、第8巻「ウッドワード」、第9巻「アンソフ」 
第10巻「ドラッカー」、第11巻「ニックリッシュ」、第12巻「グーテンベルク」 
第13巻「日本の経営学説 1」、第14巻「日本の経営学説 2」、「経営学史事典」 
 

  

SCMハンドブック 

出版社 共立出版 

同時1アクセス(本体) ¥75,900 

同時3アクセス(本体) ¥113,850 

冊子版ISBN 9784320096455  

著編者名 唐沢 豊 発行年 2018 商品コード 1030515221 

原材料調達から生産・販売に至るまで、モノの流れを効率的に管理するSCM（サプライチェーンマネジメント）は、企業のグ
ローバル化、国内物流の困難さ、ネット販売、アマゾンに代表されるビジネスモデルの変革などに対応するため、より進ん
だSCM構築が急務となっている。本書は、学会創立20周年に当たって計画された、新たなSCM構築に向けて、SCM戦略
のマネジメントと関連手法を体系的に解説した、わが国初のSCM総合ハンドブックである。 

  

朝から晩まで英語漬け ―ビジネスパー 

ソンの英会話ハンドブック― 
【スマホ・読上】 （※） 

出版社 ベレ出版 

同時1アクセス(本体) ¥4,400 

同時3アクセス(本体) ¥5,720 

冊子版ISBN 9784860645588  

著編者名 清水 建二 発行年 2018 商品コード 1030681267 

※音声は版元のサイトから無料でダウンロードが可能です。詳細は「音声のダウンロード方法」のページをご参照ください。 
著者のひとりは外資系ビジネスマン。普段、ビジネスマンがブツブツつぶやいたり、同僚と会話をしたり、という日常的な表
現をそのまま全部英語にした、ビジネスマンの英会話力アップに最適な一冊。シーン別、シチュエーション別の項目ごとに
重要構文を１つ学び、朝起きて「ああ、二日酔いだ」、会社の昼休みに「今日はどこでお昼食べる？」、会議の後に「会議で
ボコボコにされたよ」など、リアルでイキイキとした英語表現が満載。 

  

ビジネスがはかどる!英文Eメールハンド
ブック ―スピード精度効果重視のメール 

作成術― 

出版社 アルク 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

冊子版ISBN 9784757430792  

著編者名 浅場 眞紀子 発行年 2018 商品コード 1028164266 

学習用の定型表現とテンプレートが版元サイトから無料でダウンロード可能です。詳細は9ページをご参照ください。 英
語でのメール作成に不慣れな方から日常的に英語でメールを書く方まで、ビジネスパーソンの幅広いニーズに対応した英
文Eメールのハンドブック。分からないことを調べる「レファレンス」、書き方・作法を学べる「教本」、仕事を楽にする「素材
集」と1冊で多機能を備えています。メールを構成するパーツ（件名、宛名、書き出し、結辞など）ごとに基本ルールや作成
方法を解説しています。 

  

グローバル人材獲得戦略ハンドブック 
 ―成果を挙げる人材を見極める「究極の 
質問」―【スマホ・読上】 （※） 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

冊子版ISBN 9784492533932  

著編者名 ルー・アドラー 発行年 2017 商品コード 1027984661 

「できる人」を採用するためにはどうしたらいいのか？ グローバル人材が集まらないと嘆いているマネ
ジャー、採用担当者必読の一冊。 

経営 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

節税大百科 【スマホ・読上】（週刊東洋
経済eビジネス新書 No.154） （※） 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥1,540 

同時3アクセス(本体) ¥3,465 

冊子版ISBN - 

著編者名 東洋経済新報社 発行年 2016 商品コード 1027979238 

課税逃れを防ぐための制度作りも急速に進んでいる。その代表例がマイナンバー制度。税務当局の監視の
目は着実に厳しくなっている。家計にとってできることは何か。適正なやり方による節税だ。正しい「節税」を
知ろう。 

  

業界分析ハンドブック 
 ―経営戦略が評価される企業75― （※） 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784492762363  

著編者名 みずほ証券エクイティ調査部 発行年 2017 商品コード 1027659340 

アナリストランキング４年連続１位のみずほ証券が、企業分析のノウハウと情報を全面開示。中長期成長を
実現する日本企業を読み解く。 

  

■企業不祥事事典（全2冊セット） 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥24,420 

同時3アクセス(本体) ¥43,956 

冊子版ISBN - 

著編者名  - 発行年 - 商品コード 1027666264 

「ケーススタディ150」では、企業不祥事150件について、事件の発端、背景、発覚とその後の経緯、警察・検察の動き、裁判までを詳細に記
述した事典。贈収賄、架空取引、異物混入、不正入札、顧客情報流出、システム障害など様々なケースを収録。総説では企業対応を分析
し、リスクを回避した成功例と失敗例を具体的に取り上げる。各項目ごとに、関連の新聞・雑誌記事、Webサイトなどの参考文献も記載。「事
項名索引」付き。続巻として「ケース2007～2017年」を発売。代表事例100件と関連する事例215件を収録。特に社会的影響の大きかった
100件については、事件の背景、発端、その後の経緯、会社の対応、警察・検察の動き、裁判等を詳述。「事項名索引」付き。 

  

事業担当者のための逆引きビジネス 
法務ハンドブック M&A契約書式編 （※） 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥14,850 

同時3アクセス(本体) ¥22,275 

冊子版ISBN 9784492533987  

著編者名 塩野 誠 発行年 2018 商品コード 1027441270 

法務関係者絶賛の『逆引きビジネス法務ハンドブック』の続編。複雑なＭ＆Ａ契約の実務を、実際の書式の
書き方とともに逆引きで解説。 

  

グローバル人材獲得戦略ハンドブック 
 ―成果を挙げる人材を見極める「究極の
質問」― （※） 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥11,880 

冊子版ISBN 9784492533932  

著編者名 ルー・アドラー 発行年 2017 商品コード 1027296212 

「できる人」を採用するためにはどうしたらいいのか？ グローバル人材が集まらないと嘆いているマネ
ジャー、採用担当者必読の一冊。 

  

新・国際売買契約ハンドブック 

出版社 有斐閣 

同時1アクセス(本体) ¥13,530 

同時3アクセス(本体) ¥18,040 

冊子版ISBN 9784641046740  

著編者名 住友商事株式会社法務部 発行年 2018 商品コード 1027296175 

国際売買取引の実務において座右の書として愛用されてきた『国際売買契約ハンドブック』を全面的にアッ
プデート。法律・実務の基礎知識の明解な解説から、実践的な実務解説と多様な文例までを盛り込み、実務
に携わるすべての人が様々な場面で活用できる１冊。 

経営 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

日本の創業者 
 ―近現代起業家人名事典― 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥31,240 

同時3アクセス(本体) ¥56,232 

冊子版ISBN 9784816922398  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2010 商品コード 1027010697 

日本経済をリードしてきた企業800社の創業者865人を収録した人名事典。江戸時代から現代まで、日本の
起業家たちの経歴と業績、創業エピソードを紹介する。旧社名などからも引ける「企業名索引」と、収録創業
者を五十音順に引ける「人名索引」付き。 

  

女性社員の労務相談ハンドブック 
 ―女性活躍推進法・改正育児介護休業法
対応― 

出版社 新日本法規出版 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥9,240 

冊子版ISBN 9784788283534  

著編者名 山浦 美紀 発行年 2017 商品コード 1026295906 

女性社員が十分に能力を発揮するための具体的な施策や、起こりがちな労務問題の解決策をＱ＆Ａで解説
しています。法的な解説に留まらず、働きやすい職場づくりのためのアドバイスも掲載されています。多種多
様な労務問題を解決してきた女性弁護士と女性特定社会保険労務士が、自己の経験を活かして執筆してい
ます。 

  

個人情報管理ハンドブック 第3版 

出版社 商事法務 

同時1アクセス(本体) ¥7,150 

同時3アクセス(本体) ¥14,300 

冊子版ISBN 9784785724436  

著編者名 TMI総合法律事務所 発行年 2016 商品コード 1025600149 

平成27年9月に公布された個人情報保護法およびマイナンバー法の改正、営業秘密等に関する不正競争防
止法の改正、会社法の改正およびコーポレートガバナンス・コードの策定等により、企業は個人情報の管理
体制の見直しが迫られている。第３版では、これらの改正法をフォローするとともに、最新の判例や実務に基
づき全面的に改訂。 

  

会社法決算書作成ハンドブック 2017年版 

出版社 商事法務 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥13,200 

冊子版ISBN 9784785724962  

著編者名 太田 達也 発行年 2017 商品コード 1025600160 

最新の法令・会計基準に準拠し、豊富な事例とひな型を盛り込んで実務対応を解説した必携の実務マニュ
アル。 

  

戦略立案ハンドブック （Ｂｅｓｔ ｓｏｌｕｔｉｏｎ） 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥8,360 

同時3アクセス(本体) ¥18,810 

冊子版ISBN 9784492531372  

著編者名 デービッド・Ａ．アーカー 発行年 2002 商品コード 1025423330 

主要な戦略上の概念と方法論に解説を加え、それらを体系的に位置付けたビジネススクールの代表的テキ
スト。どこを切り取ってもビジネスに活用出来る経営事典。 

  

節税大百科  
（週刊東洋経済eビジネス新書 No.154） 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥1,540 

同時3アクセス(本体) ¥3,465 

冊子版ISBN - 

著編者名 東洋経済新報社 発行年 2016 商品コード 1025136725 

課税逃れを防ぐための制度作りも急速に進んでいる。その代表例がマイナンバー制度。税務当局の監視の
目は着実に厳しくなっている。家計にとってできることは何か。適正なやり方による節税だ。正しい「節税」を
知ろう。 
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● 表示価格は税抜きです。  ● タイトル末尾の（※）はダウンロード不可です。 

  

変貌する出版界とこれからの販売戦略  
改訂2版（本の未来を考える=出版メディアパル .  

出版営業ハンドブック 基礎編 (No.31)） 

出版社 出版メディアパル 

同時1アクセス(本体) ¥2,860 

同時3アクセス(本体) ¥4,290 

冊子版ISBN 9784902251319  

著編者名 岡部 一郎 発行年 2017 商品コード 1024936515 

本書は、2010年発行の『出版営業ハンドブック〈基礎編〉』の記述を大幅に見直し、出版業界で働く皆さんの
日常業務によりいっそうお役に立てるように多くの実例を追加した改訂2版です。 

  

老舗出版社の極意・中堅出版社の挑戦と
販売戦略 改訂2版（本の未来を考える=出版メディア

パル . 出版営業ハンドブック 実践編 (No. 30)） 

出版社 出版メディアパル 

同時1アクセス(本体) ¥3,300 

同時3アクセス(本体) ¥4,950 

冊子版ISBN 9784902251302  

著編者名 岡部 一郎 発行年 2017 商品コード 1024556872 

本書は、出版営業の最前線で活躍した著者が培った販売ノウハウをやさしく解説し、「老舗出版社の極意･
中堅出版社の挑戦」など多くの事例を紹介しています。また、出版社のマーケティングの手法なども紹介して
います。 

  

出版社のための本を売る知識と販売戦略  
（本の未来を考える=出版メディアパル . 出版営業
ハンドブック ; 基礎編 No.18） 

出版社 出版メディアパル 

同時1アクセス(本体) ¥2,640 

同時3アクセス(本体) ¥3,960 

冊子版ISBN 9784902251180  

著編者名 岡部 一郎 発行年 2010 商品コード 1019255591 

出版事業に関わる人にとって必要な基礎的な知識や考え方について、実際の営業業務に沿って解説。出版
社の社内的業務から対外的な交渉を伴う業務、業界内でよく使われる専門用語までを網羅。 

  

データサイエンティスト・ハンドブック 

出版社 近代科学社 

同時1アクセス(本体) ¥8,250 

同時3アクセス(本体) ¥16,500 

冊子版ISBN 9784764904903  

著編者名 丸山 宏 発行年 2015 商品コード 1022526792 

データサイエンティストに関する状況を様々な視点から俯瞰的にまとめた一冊。データサイエンティストを取り
巻く環境や、様々なデータ分析の手法、データ分析を有効活用するために組織に求められる側面について
述べる。 

  

広告コミュニケーション研究ハンドブック 
（有斐閣ブックス [474]） （※） 

出版社 有斐閣 

同時1アクセス(本体) ¥8,360 

同時3アクセス(本体) ¥12,540 

冊子版ISBN 9784641184275  

著編者名 水野 由多加 発行年 2015 商品コード 1020598938 

広告をホリスティック(全体論的)に理解するためのガイドブック。社会科学、人間科学、マーケティングといっ
た広告研究への多面的アプローチを概観し、各領域の重要理論や知見を網羅的に解説する。 

  

すぐ役立つ文書・書式大事典 最新版 

出版社 法研 

同時1アクセス(本体) ¥1,870 

同時3アクセス(本体) ¥5,610 

冊子版ISBN 9784879547972  

著編者名 日本語文書研究会 発行年 2010 商品コード 1018933914 

ビジネス文書からＰＴＡなどの学校行事、冠婚葬祭、法的文書まで、オールラウンドに使える文書・書式事典。
基本形を紹介したあと、部分的に入れ替えるだけで応用が利くように構成。 
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出版業界版悪魔の辞典 
 ―愛書家に贈るシニカルブック― 

出版社 出版メディアパル 

同時1アクセス(本体) ¥3,300 

同時3アクセス(本体) ¥4,950 

冊子版ISBN 9784902251999  

著編者名 能勢 仁 発行年 2015 商品コード 1019255590 

「あとがき=細君、編集者への献辞の文章。著者の言い訳など多種多様」「帯紙=本の概要宣伝のために巻き
付けられる誇大広告」 出版業界用語を風刺と機知に満ちた言葉で表した辞典。世界の名言や出版業界消
えた用語も収録。 

  

ビジネス法務基本用語和英辞典  第2版 

出版社 商事法務 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784785721398  

著編者名 原 秋彦 発行年 2013 商品コード 1016467141 

国際的な法務で使用頻度の高い用語とは? 海外の相手方に通用する表現とは? ビジネス法務の実務で頻
出の英文用語・表現をまとめた和英辞典。英語での契約書起案・意見書や通信文書の作成に役立つ。逆引
きINDEX付き。 

  

MBB:「思い」のマネジメント実践ハンドブック 
 ―社員が「思い」を持てれば組織は強くなる― 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

冊子版ISBN 9784492522097  

著編者名 徳岡 晃一郎 発行年 2013 商品コード 1016466985 

個々人の仕事や人生に向き合う強い思いをベースに、経営や職場、成果のマネジメントを行い、組織のあり
方を変えていく「MBB」の原理原則を豊富な実例に基づいて述べる。「MBB:「思い」のマネジメント」の続編。 

  

コンサルティング業界ハンドブック  
（1秒でわかる!） 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥2,200 

同時3アクセス(本体) ¥5,610 

冊子版ISBN 9784492071038  

著編者名 安藤 佳則 発行年 2011 商品コード 1011607113 

企業の参謀格として戦略を担っているコンサルティング業界の中身を初公開！ 業界の誕生から最新動向、
ビジネスモデルまでを完全解説！ ビジネスモデルとその変遷までが一読氷解！ 

  

印刷業界ハンドブック （1秒でわかる!） 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥2,200 

同時3アクセス(本体) ¥5,610 

冊子版ISBN 9784492071076  

著編者名 山名 一郎 発行年 2012 商品コード 1011607115 

斜陽産業から成長産業へ！ 受注型製造業から総合サービス産業へと脱皮を目論むギョーカイの仕組みと
最新事情を完全解説。 

  

小売業界ハンドブック （1秒でわかる!） 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥2,200 

同時3アクセス(本体) ¥5,610 

冊子版ISBN 9784492071014  

著編者名 結城 義晴 発行年 2011 商品コード 1011607110 

アパレル業界の最新動向、構造と系列、主要メンバーの横顔、儲けの仕組み、業界人なら最低知っておきた
い業界の基礎知識を完全解説！この１冊でアナタもアパレル業界通！ 
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人材サービス業界ハンドブック  
（1秒でわかる!） 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥2,200 

同時3アクセス(本体) ¥5,610 

冊子版ISBN 9784492071069  

著編者名 人材サービス研究会 発行年 2011 商品コード 1011607111 

人材サービス業界の最新動向から、構造と系列、儲けの仕組み、歴史、魅力とキャリアの描き方までをわか
りやすく解説。主要企業17社の最新動向も収録する。 

  

アパレル業界ハンドブック  
（1秒でわかる!） 

出版社 東洋経済新報社 

同時1アクセス(本体) ¥2,420 

同時3アクセス(本体) ¥6,171 

冊子版ISBN 9784492071007  

著編者名 佐山 周 発行年 2011 商品コード 1011607109 

ユニクロなど出現で激変するアパレル業界。これからどのように変わっていくのか。最新動向から利益構造、
市場特性、歴史まで必要かつ最小限の情報をコンパクトにまとめた一冊。 

  

交通の百科事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥44,000 

同時3アクセス(本体) ¥66,000 

冊子版ISBN 9784621083505  

著編者名 大久保 尭夫 発行年 2011 商品コード 1010995022 

「交通」という、暮らしと社会に密着した言葉を切口として、あらゆる学問分野において現れる、交通に関した
図版などを交えて、やさしく解説する中項目事典。 陸、海、空の交通システムの中で「豊かさと満足感」、「社
会生活（集団）」、「日常生活（個人）」、「快適性」、「安全･安心」、「精神的負担と労働衛生環境」、「身体的負
担と運転効率」、「健康や傷害対策と回復」などの8つの分類に見出し語を付しています。 

  

ベーシック経営学辞典 

出版社 中央経済社 

同時1アクセス(本体) ¥4,290 

同時3アクセス(本体) ¥5,720 

冊子版ISBN 9784502375903  

著編者名 片岡 信之 発行年 2004 商品コード 1008060885 

現代経営学の基本用語と最新のビジネス用語１２００項目を精選してコンパクトに解説。とくに著名な経営学
者については顔写真を掲載。経営学研究の歴史的な流れがわかる略年表を巻末に収録する。 

  

eビジネス用語英和辞典 

出版社 中央経済社 

同時1アクセス(本体) ¥4,950 

同時3アクセス(本体) ¥6,600 

冊子版ISBN 9784502361104  

著編者名 菊地 義明 発行年 2002 商品コード 1008060883 

ｅビジネス関連用語はもちろん、情報通信サービスや企業経営、経済・金融、契約、国際取引等の各分野の
基本用語と最新用語約５０００語を幅広く収録。重要キーワードの簡潔・明解な説明、カレントな文例や的確
な訳例も掲載。 

  

復職支援ハンドブック 
 ―休職を成長につなげよう―【スマホ・読上】 
（※） 

出版社 金剛出版 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

冊子版ISBN 9784772415927  

著編者名 中村 美奈子 発行年 2017 商品コード 1030760000 

体調管理・自己理解・コミュニケーション・業務遂行能力といった，働くために必要な能力を回復・獲得するた
めの自分で実践できる具体的なリワークプログラム。復職へ向かうステップ全体を俯瞰しながら提示する。 
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経営学大図鑑 【スマホ・読上】 （※） 

出版社 三省堂 

同時1アクセス(本体) ¥13,860 

同時3アクセス(本体) ¥27,720 

冊子版ISBN 9784385162300  

著編者名 イアン・マルコーズ 発行年 2015 商品コード 1028487776 

ビジネスの世界は奥が深い。世界はますます開かれていき、商売のチャンスはますます増える。歴史を振り
返っても、ビジネスがいまほどエキサイティングだった時代はないだろう。起業から人材育成、財務、ビジネス
戦略、マーケティング、プロダクションと、実際のビジネス展開の流れに沿って、経営理念・戦略を詳しく解説。 

  

観光の事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥33,000 

同時3アクセス(本体) ¥66,000 

冊子版ISBN 9784254163575  

著編者名 白坂 蕃 発行年 2019 商品コード 1031616183 

人間社会を考えるうえで重要な視点になってきた観光に関する知見を総合した、研究・実務双方に役立つ観
光学の総合事典。観光の基本用語から経済・制度・実践・文化までを網羅する全197項目を、9つの章に分け
て収録する。 〔内容〕観光の基本概念／観光政策と制度／観光と経済／観光産業と施設／観光計画／観
光と地域／観光とスポーツ／観光と文化／さまざまな観光実践 〔読者対象〕観光学の研究者、 観光学専
攻の学生・大学院生、観光行政・観光産業に携わる人、関連資格をめざす人 
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災害情報学事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥28,050 

同時3アクセス
(本体) 

¥56,100 

冊子版ISBN 9784254160642  

著編者名 日本災害情報学会 発行年 2016 商品コード 1020782197 

防災・減災に役立つ災害情報の手引き書。気象と地震・火山に大別し、予警報等の災害
情報を目的や活用策に留意しつつ解説するほか、メディアや行政、人間の心的過程、原
子力災害を含む人為的災害、企業の防災について概説する。 

  

介護福祉学事典 

出版社 ミネルヴァ書房 

同時1アクセス
(本体) 

¥66,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥99,000 

冊子版ISBN 9784623071227  

著編者名 日本介護福祉学会事典編纂委員会 発行年 2014 商品コード 1016467197 

学会初の体系だった総合事典。16の分野にわけた約400項目、各専門分野約200人の執
筆陣で介護福祉学のエビデンスを示す。今後の研究や論文執筆、学習、国試対策の拠り
所になる。 

  

社会福祉学事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥66,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥99,000 

冊子版ISBN 9784621088142  

著編者名 日本社会福祉学会事典編集委員会 発行年 2014 商品コード 1016124037 

政策・制度・運営、個人・グループ・地域への働きかけから、評価研究・調査法、社会福祉
教育まで、社会福祉学全般に亘る研究水準と課題を明示した事典。見出し語五十音・事
項・人名索引付き。 
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社会保障便利事典 平成31年版 

出版社 法研 

同時1アクセス(本体) ¥1,760 

同時3アクセス(本体) ¥5,280 

冊子版ISBN 9784865136142  

著編者名 「週刊社会保障」編集部 発行年 2019 商品コード 1030574733 

複雑な社会保障を、一生のライフサイクルに沿って、コンパクトに解説。母性保護から遺族の生活保障まで、
“こんなときにはこんな保障”という形で、保障の内容、手続きのしかた、問い合わせ先などがわかる。 

  

国際介護保険用語辞典 
 ―介護保険の国際化― 

出版社 大学教育出版 

同時1アクセス(本体) ¥4,180 

同時3アクセス(本体) ¥8,360 

冊子版ISBN 9784864291194  

著編者名 住居 広士 発行年 2012 商品コード 1030183785 

近年における変革の中で、国際的にも介護保険に関して学術交流を深めながら実践していくことが今後ます
ます必要となっている。本書が、専門的な国際学術交流を円滑に行うための学問的共通基盤として、介護保
険に関する用語の標準化と専門性の架け橋となることを期待する。 

  

Handbook of Health Social Work 2nd ed. 

出版社 ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル 

同時1アクセス(本体) ¥38,600 

同時3アクセス(本体) ¥57,900 

冊子版ISBN 9780470643655  

著編者名 Gehlert Sarah 発行年 2011 商品コード 1028973519 

  

  

介護福祉用語和英・英和辞典 

出版社 中央法規出版 

同時1アクセス(本体) ¥7,480 

同時3アクセス(本体) ¥11,220 

冊子版ISBN 9784805855737  

著編者名 澤田 如 発行年 2017 商品コード 1026040613 

介護福祉で必要な用語の和英・英和辞典。現場専門職や介護・福祉等の教育・研修関係者、研究職の方々
が国際的に交流できるよう豊富な用語数（和英7260、英和5603）を収載。さらにはＥＰＡや留学生、技能実習
生等の外国人の学習用に、重要な用語を抽出した英文解説も収載する。 

  

社会保障便利事典 平成29年版 

出版社 法研 

同時1アクセス(本体) ¥2,475 

同時3アクセス(本体) ¥7,480 

冊子版ISBN 9784865133868  

著編者名 「週刊社会保障」編集部 発行年 2017 商品コード 1026546430 

いざというとき役に立つ、社会保障のハンドブック 

  

災害対応ハンドブック 

出版社 法律文化社 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

冊子版ISBN 9784589037312  

著編者名 野呂 雅之 発行年 2016 商品コード 1022489861 

阪神・淡路大震災や東日本大震災の体験を踏まえ、被災者と被災地の苦しみを少しでも和らげるための災
害対応のあり方を、「災害直後」「避難期」「復興期」「防災」という4つのフェーズごとに具体的に問いなおす。 
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医療・保健・福祉・心理専門職のためのアセスメ
ント技術を高めるハンドブック ―ケースレポート
の方法からケース検討会議の技術まで― 

出版社 明石書店 

同時1アクセス(本体) ¥4,400 

同時3アクセス(本体) ¥6,600 

冊子版ISBN 9784750335933  

著編者名 近藤 直司 発行年 2012 商品コード 1016391830 

長年、医療・保健・福祉現場の専門職と関わってきた著者が、アセスメント技術を向上させる視点から、ケー
スレポートの方法、グループワークの進め方、ケース検討会議の技術などをわかりやすく解説する。 

  

精神保健福祉の法律相談ハンドブック 

出版社 新日本法規出版 

同時1アクセス(本体) ¥5,445 

同時3アクセス(本体) ¥12,705 

冊子版ISBN 9784788278981  

著編者名 池原 毅和 発行年 2014 商品コード 1016188555 

精神保健福祉に関する相談を受けることの多い精神保健福祉士のためのハンドブック。生活保護、通院医
療、虐待などを法律がどう規定しているか、法律的にどう考えるべきかについて、Q&A形式でわかりやすく解
説する。 

  

保健医療福祉くせものキーワード事典 

出版社 医学書院 

同時1アクセス(本体) ¥4,400 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784260006163  

著編者名 保健医療福祉キーワード研究会 発行年 2008 商品コード 1011667866 

フツーの顔した言葉があぶない！ 知っているけど説明できない。うなずかれるけど通じない。そんな微妙な
保健医療福祉関係のキーワードを徹底解説。言葉の使われ方の「違い」に焦点を当てる。 

福祉 

2020/5 

医療・福祉と人権 
 ―地域からの発信― 

同時１アクセス（本体） 
¥16,500 

同時３アクセス（本体） 
¥24,750 

冊子版ISBN：9784845115631  商品コード： 1030536585 

30年に及ぶ医療・福祉問題研究会の活動の成果！ 医療・福祉の「地
域性」を口実に、政府は自治体にそれらの施策を「まるなげ」する姿勢
を強めている。その政策は「福祉」を「ビジネスチャンス」ととらえて、
「福祉の民営化・営利化」を進めるものである。したがって、これからの
「医療・福祉」を人権として確立するために医師、看護師、保健師、福
祉関係者等と研究者および行政担当者との共同研究を重ね、地域か
ら発信することがあらためて求められている。 

医療・福祉問題研究会 著  2018年発行 
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教師をめざす学びのハンドブック 
 ―教職入門から教職実践演習まで― 

出版社 かもがわ出版 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥5,940 

冊子版ISBN 9784780310214  

著編者名 木村 裕 発行年 2019 商品コード 1030441922 

教師をめざす学生のために作られた、大学の4年間を通して学ぶことができ、現場に出ても振り返りの支えと
なる新しいテキスト。 

  

科研費申請書の赤ペン添削ハンドブック 
第2版 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥11,880 

同時3アクセス(本体) ¥23,760 

冊子版ISBN 9784758120975  

著編者名 児島 将康 発行年 2019 商品コード 1030682643 

「誰か添削して！」「他人の申請書を参考にしたい」という声に応えたベストセラーの姉妹書改訂版！理系文
系を問わず，申請書の実例をもとに審査委員の受け取り方と改良の仕方を丁寧に解説．添削に役立つ
チェックリスト付き！ 

  

教育社会学事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥72,600 

同時3アクセス
(本体) 

¥108,900 

冊子版ISBN 9784621302330  

著編者名 日本教育社会学会 発行年 2018 商品コード 1027184015 

戦後日本の教育研究に多くの重要な知見と政策的視座を提供してきた教育社会学を、三
部構成、全19章で解説。現代教育社会学の全体像を的確に描き出す。教育社会学の主
要なテーマを３００項目（１項目２頁ないし４頁）程度取り上げ、見開き完結で、初学者から
研究者にいたるまで、幅広い読者のニーズに応えることのできる中項目事典。 

  

教育思想事典 増補改訂版 （※） 

出版社 勁草書房 

同時1アクセス
(本体) 

¥24,200 

同時3アクセス
(本体) 

¥36,300 

冊子版ISBN 9784326251223  

著編者名 教育思想史学会 発行年 2017 商品コード 1025881711 

時代や社会が変化しても、教育という営みを歴史的に検討することの重要性は変わらな
い。歴史上の教育学者や、各時代の思想を知ることは、その作業の糸口となる。2000年
に初版刊行の本事典は、教育思想史学会の全面的な協力を得て、近年の重要タームを
追加し、増補改訂版としてパワーアップ。現代教育を読み解くための基本書。 
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大学生学びのハンドブック 
 ―勉強法がよくわかる!―4訂版 

出版社 世界思想社教学社 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

冊子版ISBN 9784790717072  

著編者名 世界思想社編集部 発行年 2018 商品コード 1028499619 

ノートのとり方、レポートの書き方、資料の探し方、ゼミ発表の仕方、パソコンの使い方…。大学での学びに
必要なスタディ・スキルを、イラストで具体例を示してわかりやすく解説。徹底的な学生目線で人気を博した
初年次教育テキスト、待望の4訂版。 

  

The Handbook of Student Affairs 
Administration 4th ed. 

出版社 ワイリー・パブリッシング・ジャパン／ワイリー・ブラックウェル 

同時1アクセス(本体) ¥35,100 

同時3アクセス(本体) ¥52,700 

冊子版ISBN 9781118707326  

著編者名 McClellan George S. 発行年 2016 商品コード 1028973524 

  

  

PTAのあいさつ・司会進行・文書の事典 
改訂増補 【スマホ・読上付】 

出版社 法研 

同時1アクセス(本体) ¥1,210 

同時3アクセス(本体) ¥3,630 

冊子版ISBN 9784865135046  

著編者名 PTAマナー研究会 発行年 2018 商品コード 1027049705 

保護者が苦手にしているＰＴＡの悩みを一挙に解決！ 

  

教育問題情報事典 第2版 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥11,000 

同時3アクセス(本体) ¥19,800 

冊子版ISBN 9784816917066  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2002 商品コード 1024896498 

総合的な学習の時間、産学協同、学校評議員制度、ＡＯ入試など教育分野の基本用語から社会現象・事件、
関連機関・団体・法令の名称まで幅広く731語を解説した情報事典。参考文献（図書・雑誌記事）5,473点の目
録も掲載しているので、より深い調査や研究の手引きになる。「参考文献著者索引」「事項索引」付き。 

  

現代子どもの教育と福祉の法規事典 

出版社 大学教育出版 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

冊子版ISBN 9784864292801  

著編者名 中島 正明 発行年 2014 商品コード 1022252220 

日本国憲法、教育基本法、学校教育法、教育公務員特例法等246本の法規の中から、子どもに焦点を当て
た法規、教育と福祉に関する法規を取り上げ、子どもを取り巻く現実的な事象から関係する法規を総覧でき
る事典。 

  

学校用語英語小事典 第4版 

出版社 大修館書店 

同時1アクセス(本体) ¥6,050 

同時3アクセス(本体) ¥18,150 

冊子版ISBN 9784469245790  

著編者名 竹田 明彦 発行年 2013 商品コード 1022296154 

学校生活に関するあらゆる事物を英語で何と言うか。学校設備・備品、教科名、役職名、行事などに分類し、
和英の語彙リストに用例と解説を加えた用語事典。試験や授業などで使える「英語の指示文」も掲載し、「英
語で授業」への備えも十分。新指導要領に対応した変更を加え、装丁・レイアウトを一新したロングセラーの
最新版。 
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教室英語表現事典 
 ―英語で授業を行うために―新版 

出版社 大修館書店 

同時1アクセス(本体) ¥9,900 

同時3アクセス(本体) ¥29,700 

冊子版ISBN 9784469041781  

著編者名 染矢 正一 発行年 2013 商品コード 1022296156 

あいさつや出欠確認から、授業の導入、活動の指示、内容の説明、生徒とのやりとりなど、すぐに使える英
語表現を詳しく紹介。たとえば「学習活動の指示」では、基本的指示・読ませる・書かせる・訳させる・課題を
させる・聞かせる・発音させるなど、場面やテーマごとに多様な表現を載せる。「英語で授業」はこれで万全！ 

  

産業教育・職業教育学ハンドブック 

出版社 大学教育出版 

同時1アクセス(本体) ¥4,180 

同時3アクセス(本体) ¥8,360 

冊子版ISBN 9784864291699  

著編者名 日本産業教育学会 発行年 2013 商品コード 1022252274 

戦後を中心とする産業教育と職業教育の成果を凝縮。学校教育(高等教育を含む)をはじめ、企業内教育、
公共職業訓練、海外の職業教育等について詳細に解説する。 

  

幼児体育用語辞典 

出版社 大学教育出版 

同時1アクセス(本体) ¥1,980 

同時3アクセス(本体) ¥3,960 

冊子版ISBN 9784864293785  

著編者名 前橋 明 発行年 2015 商品コード 1022311806 

伝統的な用語から最新の用語まで、幼児体育を理解するための基本用語を掲載し、わかりやすく解説する
辞典。幼児体育に関するトピックスやQ&Aも収録する。 

  

大学生のための研究ハンドブック 
 ―よくわかるレポート・論文の書き方― 

出版社 大学教育出版 

同時1アクセス(本体) ¥1,320 

同時3アクセス(本体) ¥2,640 

冊子版ISBN 9784864290531  

著編者名 ノートルダム清心女子大学人間生活学科 発行年 2011 商品コード 1022311879 

大学の演習授業で研究発表をし、レポートをまとめ、さらには卒業論文の作成のための研究を進めるにあ
たって必要な知識や技術を提供する必携書。必須の基本的な事柄（内容）に加え、インターネットを使った情
報収集、パソコンの活用についても説明する。 

  

「英語で英語を教える」授業ハンドブック 
 ―オーラル・メソッドによる英語授業と
文法指導― 

出版社 南雲堂 

同時1アクセス(本体) ¥8,800 

同時3アクセス(本体) ¥13,200 

冊子版ISBN 9784523265399  

著編者名 杉田 由仁 発行年 2016 商品コード 1020797587 

英語で英語を教える授業を行う際のハンドブック。オーラル・メソッドの指導原理と手順、学習指導案の作成
方法等についてわかりやすく解説。さらにオーラル・メソッドの授業における文法指導の方法と実例を具体的
に提示する。 

  

学校に行けない子どもたちへの対応 
ハンドブック 

出版社 新興医学出版社 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥5,940 

冊子版ISBN 9784880028040  

著編者名 小柳 憲司 発行年 2009 商品コード 1018939497 

不登校は非常に多様な病態で、環境や疾患の有無などの違いによっても対応は大きく異なる。不登校に伴
う問題のうち「いかに社会参加をすすめるか」という点に注目し、その対応を実践的に記載する。 
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PTAのおつき合いとあいさつ・文書の事典 

出版社 法研 

同時1アクセス(本体) ¥1,100 

同時3アクセス(本体) ¥3,300 

冊子版ISBN 9784879544513  

著編者名 PTAマナー研究会 発行年 2002 商品コード 1018933886 

ＰＴＡのおつき合いのハウツーや学校行事のあいさつ例、文書の書き方など子どもをはさんだ地域のつき合
いをめぐる、ＰＴＡに関する気になる知識のすべてを網羅。保護者の「困った！」に応えます。 

  

ユーキャンの園の行事なんでも大百科 
 ―実例つき― 
（U-CANの保育スマイルBOOKS） 

出版社 ユーキャン 

同時1アクセス(本体) ¥7,150 

同時3アクセス(本体) ¥10,780 

冊子版ISBN 9784426603427  

著編者名 ユーキャン学び出版スマイル保育研究会 発行年 2012 商品コード 1018822832 

主な園の行事を取り上げ、行事のねらい、準備、進め方、当日の演出、その行事に際しての子どもたちとの
かかわり方などを、幼稚園や保育園で行っている実例を交えながら紹介する。 

  

大学新入生ハンドブック 
 ―大学生活これだけは知っておきたい!― 

出版社 世界思想社教学社 

同時1アクセス(本体) ¥1,716 

同時3アクセス(本体) ¥3,520 

冊子版ISBN 9784790716419  

著編者名 世界思想社編集部 発行年 2014 商品コード 1018867900 

「大学は高校とどこがどう違うのか」という視点から、大学の仕組みや勉強の仕方について、分かりやすく紹
介する。大学で使われる独特の言葉を集めた「大学用語集」も収録。チェックページあり。 

  

大学生学びのハンドブック 
 ―勉強法がよくわかる!―3訂版 

出版社 世界思想社教学社 

同時1アクセス(本体) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

冊子版ISBN 9784790716471  

著編者名 世界思想社編集部 発行年 2015 商品コード 1018867901 

新入生が大学生活にスムーズになじめるよう、大学の仕組みや勉強の仕方について「高校までとどう違うの
か」という観点から紹介。パソコンの使い方や基本的なマナーなど、大学生として知っておきたい基礎知識も
まとめる。 

  

保育指針・教育要領・学習指導要領を
読み解く事典 ―国民形成のナショナル・

スタンダードを縦断分析― 

出版社 大学教育出版 

同時1アクセス(本体) ¥7,920 

同時3アクセス(本体) ¥10,296 

冊子版ISBN 9784864291477  

著編者名 中島 正明 発行年 2012 商品コード 1016496775 

「学習指導要領研究データベース」から、インプット・スループット・アウトプットの3つの観点で取り出した語句
を整理し、数字、アルファベット、かな読みの順に排列した事典。 

  

新編英語教育指導法事典 

出版社 研究社 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) ¥11,550 

冊子版ISBN 9784767491066  

著編者名 米山 朝二 発行年 2011 商品コード 1014000650 

英語教育に関する情報を網羅した事典。英語教育の現場が求める指導方法・技術、英語教育の最新理論、
小中高の英語授業の指導案などを、図表を多数収録して具体的に解説する。和英対照表付き。 
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造形教育事典 

出版社 建帛社 

同時1アクセス(本体) ¥22,000 

同時3アクセス(本体) ¥33,000 

冊子版ISBN 9784767970349  

著編者名 真鍋 一男 発行年 1991 商品コード 1013381985 

２１世紀を担う青少年の豊かな人間性を育てる「造形教育」の目標・内容および方法等の集大成。 

  

教育システム情報ハンドブック 

出版社 実教出版 

同時1アクセス(本体) ¥10,450 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784407051186  

著編者名 教育システム情報学会 発行年 2001 商品コード 1012748999 

基礎、認知工学、グループ学習・協調学習、教育学習訓練システム、ネットワークと教育、情報教育、教育的
背景の７編で構成。ＩＴ時代の教育の考え方、モデル化、技術、システム化とは何かを網羅的かつやさしく解
説する。 

  

Q&A高等学校産業教育ハンドブック 
 ―産業教育・職業教育の充実と理解の
ために― 

出版社 実教出版 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784407316582  

著編者名 産業教育振興中央会 発行年 2009 商品コード 1012749000 

専門高校の各分野ごとの特色がわかる解説書 

  

学びとコンピュータハンドブック 

出版社 東京電機大学出版局 

同時1アクセス(本体) ¥16,111 

同時3アクセス(本体) ¥24,168 

冊子版ISBN 9784501544201  

著編者名 CIEC 発行年 2008 商品コード 1011601156 

学習教育観・情報教育・専門教育・社会人教育・インターネット・モバイル・メディア・ウェブサービス…。学習・
教育を取り巻くトピックを整理し体系化。コンピュータとネットワークが広げる新しい学びの世界を紹介する。 

  

授業評価活用ハンドブック  
（高等教育シリーズ 140） 

出版社 玉川大学出版部 

同時1アクセス(本体) ¥7,480 

同時3アクセス(本体) ¥14,960 

冊子版ISBN 9784472403378  

著編者名 山地 弘起 発行年 2007 商品コード 1011658139 

ほとんどの大学で行われている学生による授業評価。その歴史と役割・機能や、アンケート・質問票の作り
方、評価を授業に生かす方法など、授業評価のすべてを概観するのに最適な手引き書。導入・実施に当
たってのＱ＆Ａ付。 

  

学校法人ハンドブック 
 ―設立・会計・税務―8訂版 

出版社 税務経理協会 

同時1アクセス(本体) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

冊子版ISBN 9784419065379  

著編者名 実藤 秀志 発行年 2018 商品コード 1030760082 

学校法人関係者やこれらをサポートする専門家のために、運営実務をコンパクトにまとめた一冊。平成25年
の学校法人会計基準の大幅改正に対応、また平成30年度税制改正まで対応。 
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保育現場における困りごと相談ハンド
ブック ―保育士・保育教諭のお悩み 
解決のために― 

出版社 新日本法規出版 

同時1アクセス(本体) ¥4,455 

同時3アクセス(本体) ¥10,395 

冊子版ISBN 9784788286306  

著編者名 木元 有香 発行年 2019 商品コード 1031115507 

保育士・保育教諭や保育施設から寄せられた相談事例を幅広く取り上げ、対応及び再発防止のポイントと
具体的な方策を解説しています。熟練者の協力のもと、現場のノウハウを「先輩保育士・保育教諭からのア
ドバイス」「他園の園長からのアドバイス」として適宜掲げています。 

  

■学習科学ハンドブック 第2版 
【電子書籍（合本）版】（分売不可） 

出版社 北大路書房 

同時1アクセス(本体) ¥22,000 

同時3アクセス(本体) ¥44,000 

冊子版ISBN - 

著編者名 R.K.ソーヤー 発行年 2018 商品コード 1030953503 

教えること／学ぶことを科学的に研究する新しい学問分野である学習科学は，新しい学習指導要領でも取り
入れられつつある。メタ認知，自己調整学習，足場かけ，デザイン研究など，「人はいかに学ぶのか」の最新
知見を包括的に提供。各章の「イントロダクション」で，訳者解説や読みどころを紹介。学習科学研究と教育
実践の架橋を試みる。 

児玉 善仁 著  2018年発行 

大 学 事 典  

高等教育の中軸を担う世界と日本の〈大学〉の

歴史と現状、社会との関係、組織と機能を多角

的かつ詳細に解説。テーマ編と項目編の２部

構成。日本の四年制大学をすべて立項する。 

同時１アクセス（本体）：¥41,250 同時３アクセス（本体）：¥82,500 

冊子版ISBN：9784582121025  商品コード： 1030910508 
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民俗学事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥66,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥99,000 

冊子版ISBN 9784621087732  

著編者名 民俗学事典編集委員会 発行年 2014 商品コード 1019023647 

これからの社会変化に対して民俗学はどう関われるのか? 民俗学の始まりから基本概念、
調査のあり方と現状、そして研究最前線までを中項目(トピックス)主義でまとめた「読む事
典」。 

  

事典古代の祭祀と年中行事 

出版社 吉川弘文館 

同時1アクセス(本体) ¥12,100 

同時3アクセス(本体) ¥18,810 

冊子版ISBN 9784642014786  

著編者名 岡田 荘司 発行年 2019 商品コード 1029728106 

古来、国家鎮護・安泰のための神祇祭祀と仏教法会が、天皇自身や社寺によって執り行われてきた。祈年
祭や新嘗祭などの恒例祭祀、出雲国造神賀詞奏上儀礼などの臨時祭祀、大極殿御斎会や薬師寺最勝会な
どの法会を厳選して計６０件を収載。最新の研究にもとづき、大嘗祭などの変遷にも触れつつ平易に解説。
豊富な図版、年表・索引などの付録も充実。 

  

47都道府県・妖怪伝承百科 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621301586  

著編者名 香川 雅信 発行年 2017 商品コード 1026405280 

本書では、民俗学的視点から各地の生活文化・歴史に息づいた妖怪＝鬼、天狗、海の怪、川の主、人魂、
入道、小豆とぎ、座敷童子、狐、ムジナ、人魚など、地域の自然現象や史実から生み出された特徴的な妖怪
たちを、民俗学的視点から都道府県の切り口で紹介しています。不思議で非日常的、かつ身近な妖怪たち
の魅力を知ることができます。 

  

三省堂年中行事事典  改訂版 

出版社 三省堂 

同時1アクセス(本体) ¥6,600 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784385150734  

著編者名 田中 宣一 発行年 2012 商品コード 1016424018 

正月の行事、春夏秋冬の行事、盆の行事、農業儀礼、アイヌの行事など、日本の年中行事340を選び、季節
順に配列。年中行事の本来の姿や意義をやさしい言葉でわかりやすく解説する。巻頭に年中行事概説も収
録。 

  

世界民族百科事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥66,000 

同時3アクセス(本体) ¥99,000 

冊子版ISBN 9784621088234  

著編者名 国立民族学博物館 発行年 2014 商品コード 1016124045 

世界の民族をめぐるさまざまな事象や問題を主題的にとりあげ、人類学、民族学および周辺領域の研究者
が簡明かつ具体的に解説する。国家・ナショナリズム、紛争・戦争、宗教・信仰、歴史・神話などを収録。 

民俗学 
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分類アイヌ語辞典 植物編・動物編  
（知里真志保著作集 別巻1） 

出版社 平凡社 

同時1アクセス(本体) ¥12,100 

同時3アクセス(本体) ¥15,730 

冊子版ISBN - 

著編者名 知里 真志保 発行年 1976 商品コード 1016820901 

分類アイヌ語辞典 植物編・動物編 <第1巻> 

  

分類アイヌ語辞典 人間編  
（知里真志保著作集 別巻2） 

出版社 平凡社 

同時1アクセス(本体) ¥12,100 

同時3アクセス(本体) ¥15,730 

冊子版ISBN - 

著編者名 知里 真志保 発行年 1975 商品コード 1016029595 

分類アイヌ語辞典 人間編 〈第2巻〉。 

  

日本ミステリアス妖怪・怪奇・妖人事典 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥8,800 

同時3アクセス(本体) ¥14,850 

冊子版ISBN 9784585200055  

著編者名 志村 有弘 発行年 2011 商品コード 1013774764 

河童、座敷童子、天狗、天邪鬼、お岩、安倍晴明、久米仙人…。妖怪・鬼・悪霊から神仙・超人まで、日本に
息づく異界のものたちを網羅した、不可思議総合事典。 

  

モンマルトル風俗事典 

出版社 白水社 

同時1アクセス(本体) ¥9,130 

同時3アクセス(本体) ¥13,695 

冊子版ISBN 9784560026434  

著編者名 鹿島 茂 発行年 2009 商品コード 1011515274 

１９世紀モンマルトルに花開いたカフェ、キャバレーに渦巻く人間模様を生き生きと再現。小説や絵画の一味
違った楽しみ方ができる本。 

  

47都道府県・伝統行事百科 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥8,360 

同時3アクセス(本体) ¥12,540 

冊子版ISBN 9784621085431  

著編者名 神崎 宣武 発行年 2012 商品コード 1011227119 

各都道府県ごとに、主要な伝統行事の内容・歴史的背景・伝統行事食について、第一人者がわかりやすく解
説。資料「月別・全国の主なまつり」、利便性の高い「行事・祭礼・芸能索引」「伝統行事食索引」も収録する。 

  

かたちの謎を解く （魔よけ百科） 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥4,180 

同時3アクセス(本体) ¥6,270 

冊子版ISBN 9784621078761  

著編者名 岡田 保造 発行年 2007 商品コード 1008060870 

「魔よけ」とは人生を脅かす「魔もの」から身を守り、それらを退散させ、さらには福を招くものある。本書は、
悪霊や邪鬼を退散させて福を招く呪物の図像学である。見開き右頁に解説文、左頁にカラー写真を掲載し、
各地の魔よけの図柄の謎解きをする。５０話完結で、どこからでも気軽に読める構成となっている。 

民俗学 
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鬼の大事典 ―妖怪・王権・性の解読― 

民俗学 
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呪物のかたちと謎  
（魔よけ百科 世界編） 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥4,180 

同時3アクセス(本体) ¥6,270 

冊子版ISBN 9784621080269  

著編者名 岡田 保造 発行年 2008 商品コード 1008060872 

国内は北海道から沖縄まで、海外は韓国から西へメキシコまでの１５カ国を著者自ら歩き回り、初公開のも
のも含め、足で集めた魔よけの数々の形と歴史の謎に迫っていく。見開き右頁に解説文、左頁にカラー写真
を掲載し、各地の魔よけの図柄の謎解きをする。５０話完結で、どこからでも気軽に読める構成となっている。
待望の続編。 

  

日本大神楽事典 改訂増補 

出版社 彩流社 

同時1アクセス(本体) ¥8,250 

同時3アクセス(本体) ¥12,320 

冊子版ISBN 9784779112560  

著編者名 柳貴家 勝蔵 発行年 2007 商品コード 1030945541 

「伊勢」「江戸」「水戸」三流派の大神楽に関する芸能・芸態・符牒・歴史を一冊に纏めたいという著者の強い
一念が、「舞」「曲芸」「話芸」「鳴り物」などの庶民の芸能史の事典として結実した。《大神楽の素晴らしさを後
世に伝えること。それが私の使命です！》 

  

47都道府県・民話百科 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥12,540 

同時3アクセス(本体) ¥18,810 

冊子版ISBN 9784621304181  

著編者名 花部 英雄 発行年 2019 商品コード 1031434058 

むかし、むかしのある所に…各地にどんな伝承が語り継がれてきたのか。本書は、民話を昔話、伝説、世間
話の３つに分けて各都道府県ごとに紹介し、簡単に解説。概説には、研究者の視点からどのような種類があ
り、変遷があったかを紹介。各地のとんち話から生きる知恵、教訓、その地で起きたことなど地に生きてきた
人々の語りとつながる1冊。 

  

モノのはじまりを知る事典 ―生活用品
と暮らしの歴史― 

出版社 吉川弘文館 

同時1アクセス(本体) ¥8,580 

同時3アクセス(本体) ¥12,870 

冊子版ISBN 9784642083683  

著編者名 木村 茂光 発行年 2019 商品コード 1031434041 

日本人はいつからおにぎりを食べていた？ ゴミを吸い込む掃除機が必要となった訳は？ 私たちの生活に
身近なモノの誕生に焦点を合わせ、その変化、名前の由来、発明した人物などを通史的に解説。人がモノを
つくり、モノもまた人の生活と社会を変えてきた歴史が見えてくる。豊富な図版も理解を助けてくれる。便利な
索引付きで、調べ学習にも最適。 

沢 史生 著 

カッパ、土グモの正体は？ 王化、出世、世間とはなに？ 卑語にされた“真処”とは？ 王
権によって貶められた物言えぬ神々や敗者ゆえに抹殺され、妖怪とされた人々の声を、産
鉄民俗の知識で甦らせる“沢”民俗史学の集大成。五十音順に配列した語彙・事項に、独自
の史的解釈を加え、語源を始め、本義、王権によって加えられたさまざまな語り（騙り）事を
読み解き、隠蔽されてきた歴史の裏側にひそむ謎解きのキーワードを提供。 

3巻揃価格 

同時１アクセス（本体）：¥41,250 同時３アクセス（本体）：¥61,710 

書名 発行年 冊子版ISBN 同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 商品コード 

上巻 2001 9784882027003 ¥13,750  ¥20,570  1030945510 

中巻 2001 9784882027003 ¥13,750  ¥20,570  1030945511 

下巻 2001 9784882027003 ¥13,750  ¥20,570  1030945512 
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書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

47都道府県・民話百科 花部 英雄 2019 9784621304181 ¥12,540  ¥18,810  1031434058 

47都道府県・名字百科 森岡 浩 2019 9784621304112 ¥12,540  ¥18,810  1030815342 

47都道府県・商店街百科 正木 久仁 2019 9784621304099 ¥12,540  ¥18,810  1030815341 

47都道府県・花風景百科 西田 正憲 2019 9784621303795 ¥12,540  ¥18,810  1030682575 

47都道府県・国宝/重要文化財百科 森本 和男 2018 9784621302958 ¥12,540  ¥18,810  1028063243 

47都道府県・遺跡百科 石神 裕之 2018 9784621302248 ¥12,540  ¥18,810  1027441308 

47都道府県・米/雑穀百科 井上 繁 2017 9784621301821 ¥12,540  ¥18,810  1026634692 

47都道府県・妖怪伝承百科 香川 雅信 2017 9784621301586 ¥12,540  ¥18,810  1026405280 

47都道府県・公園/庭園百科 西田 正憲 2017 9784621301807 ¥12,540  ¥18,810  1025881783 

47都道府県・くだもの百科 井上 繁 2017 9784621301678 ¥12,540  ¥18,810  1025193942 

47都道府県・乾物/干物百科 星名 桂治 2017 9784621300473 ¥12,540  ¥18,810  1024589635 

47都道府県・寺社信仰百科 中山 和久 2017 9784621301227 ¥12,540  ¥18,810  1024195225 

47都道府県・和菓子/郷土菓子百科 亀井 千歩子 2016 9784621089750 ¥12,540  ¥18,810  1020598988 

47都道府県・温泉百科 山村 順次 2015 9784621089965 ¥12,540  ¥18,810  1020083615 

47都道府県・汁物百科 野崎 洋光 2015 9784621089477 ¥12,540  ¥18,810  1019315049 

47都道府県・地名由来百科 谷川 彰英 2015 9784621087619 ¥12,540  ¥18,810  1019023652 

47都道府県・肉食文化百科 成瀬 宇平 2015 9784621088265 ¥12,540  ¥18,810  1019023651 

47都道府県・地鶏百科 成瀬 宇平 2014 9784621088012 ¥12,540  ¥18,810  1016124044 

47都道府県・伝統調味料百科 成瀬 宇平 2013 9784621086810 ¥8,360  ¥12,540  1014156242 

47都道府県・こなもの食文化百科 成瀬 宇平 2012 9784621085530 ¥8,360  ¥12,540  1011492082 

47都道府県・伝統行事百科 神崎 宣武 2012 9784621085431 ¥8,360  ¥12,540  1011227119 

47都道府県・魚食文化百科 成瀬 宇平 2011 9784621084069 ¥8,360  ¥12,540  1012708624 

47都道府県・地野菜/伝統野菜百科 成瀬 宇平 2009 9784621082041 ¥8,360  ¥12,540  1012708623 

47都道府県・伝統食百科 成瀬 宇平 2009 9784621080658 ¥8,360  ¥12,540  1012708622 

丸善出版 

24冊揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥275,880 ¥413,820 

47都道府県シリーズ  

民話百科  
花部 英雄 著  2019年 発行 

むかし、むかしのある所に…各地にどんな伝承が語り継がれてきたのか。
本書は、民話を昔話、伝説、世間話の３つに分けて各都道府県ごとに紹介
し、簡単に解説。概説には、研究者の視点からどのような種類があり、変遷
があったかを紹介。各地のとんち話から生きる知恵、教訓、その地で起きた
ことなど地に生きてきた人々の語りとつながる1冊。 
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■営業部  http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

 

【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1　N&Fビル4階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576
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