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4冊揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥50,160 ¥75,240 

 
 

世界で一番美しい 図鑑 シリーズ 

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 

世界で一番美しい元素図鑑 セオドア・グレイ 2010 9784422420042 ¥12,540  ¥18,810  1030856331 

世界で一番美しい分子図鑑 セオドア・グレイ 2015 9784422420066 ¥12,540  ¥18,810  1030856332 

世界で一番美しい化学反応図鑑 セオドア・グレイ 2018 9784422420080 ¥12,540  ¥18,810  1030856333 

世界で一番美しい深宇宙図鑑 
 ―太陽系から宇宙の果てまで― 

ホヴァート・スヒリング 2016 9784422450018 ¥12,540  ¥18,810  1030856334 

※単語検索およびテキストコピーができません。 



● 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。 

公益社団法人 日本薬学会 編集   

2020年 発行 

同時1アクセス(本体) ：   ¥96,250 

同時3アクセス(本体) ： ¥192,500 

商品コード：1031640015 

冊子版ISBN：9784307470490 

新規配信！図書館必備お勧めレファレンス 

2020/4 

3 

 
 

 2015年版からの追補をすべて収載 
 辞書や事典としての機能も充実 
 今、必要とされる最新の試験法を速やかに提供 
 各分野のスペシャリストが執筆 
 妥当性の確認を「一般試験法」に収載 

人の健康と環境を守るための最適な試験法を網羅 

2020 

衛生試験法・注解 
5年ぶりの大改訂版! 

冊子体刊行 
2020年3月予定 

薬学系・農学系大学図書館、各自治体の
衛生研究所・衛生試験所、食品、医薬品、
香料・化粧品を扱う企業、研究施設に! 



● 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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基礎理論から応用事例まで、関連分野
を含め770項目を収録した中項目事典。
人工知能をテーマごとに章分けし、その
テーマに関係する項目を並べた形に
なっている。各章のはじめの概説で各
テーマ全体を概観しつつ、個々の知り
たい項目についてはそれぞれを選択的
に読んでいただき、あるテーマについて
全般的な知識を得たければその章を最
初から最後まで読んでいただくなど、こ
の大事典はさまざまな使い方ができる。 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード 

¥141,900 ¥212,850 1031537729 

人工知能学大事典 

発行年：2017  冊子版ISBN：9784320124202 

人工知能学会 編 

編集幹事長： 松原 仁 

編集幹事： 栗原 聡・長尾 確・橋田 浩一・丸山 文宏・本村 陽一 

章担当編集委員： 麻生 英樹・稲邑 哲也・岡田 浩之・柏原 昭博・北岡 教英・來村 徳信・栗原 聡 
小長谷 明彦・佐藤 健・柴田 智広・鈴木 宏昭・津本 周作・寺野 隆雄・徳永 健伸 
戸田山 和久・中島 秀之・新田 克己・萩原 将文・堀 浩一・間瀬 健二・松尾 豊 
松原 仁・山川 宏・山口 高平・山田 誠二・鷲尾 隆 

 
 



● 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。 

新規配信！図書館必備お勧めレファレンス 

編著： 中島 秀之（札幌市立大学学長） 浅田 稔（大阪大学教授） 橋田 浩一（東京大学教授） 

松原 仁（はこだて未来大学教授） 山川 宏（NPO法人全脳アーキテクチャ・イニシアティブ） 

栗原 聡（慶應義塾大学教授） 松尾 豊（東京大学教授） 
 

     A I 事 典  第3版  
人工知能  

AIの「今」を気鋭の執筆陣が解説！ 
 

 編著者に現在、人工知能研究を牽引する代表
的な研究者にご就任いただき、研究の最前線で活
躍されている100余名の気鋭の研究者が執筆。 
 「各執筆者の主観を軸に執筆する。読者が興味を
持って面白く読める内容とする。」ことをコンセプトとし、
AIにおける論争、汎用人工知能など、新しいテーマ 
も積極的に取り上げている。 
 今やAIは、様々な研究の根幹をなしており、係わ
る分野も多岐にわたる。AI研究者はもちろん、工学、
理学、医学、薬学、農学、社会、哲学等すべての 
分野の方々にとって必携の書である。 

発行年：2019  冊子版ISBN：9784764906044 

目  次 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

イベント・人物 
汎用人工知能 
機械学習 
AIにおける論争 
シンギュラリティ 
環境知能 
ヴィジョン 

8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

ロボット 
創作する知能 
ゲーム 
社会デザイン 
コミュニケーション 
脳 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード 

¥29,700 ¥59,400 1031340569 

近代科学社 
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■統計図表レファレンス事典  
全8巻セット （分売不可） 

日外アソシエーツ 

同時1アクセス（本体）：¥198,000  同時3アクセス（本体）：¥356,400  

冊子版ISBN： - 商品コード：1030910466 

調べたいテーマについての統計図表が、どの資料の、どこに、どん
なタイトルで掲載されているかをキーワードから調べられる索引。全8
冊セット。1997年以降約20年間にわたり国内で刊行された白書・年
鑑・統計集から、各分野に関する表やグラフなどの形式の統計図表
延べ約4.8万点の情報を収録。 

「物理・化学」の単位・記号が 
まとめてわかる事典 
 ―単位・記号の意味がわかれば物理・化学がわかる― 

ベレ出版 

齋藤 勝裕 著 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：9784860645274  商品コード：1030681233 

『「物理・化学」の法則・原理・公式がまとめてわかる事典』の姉妹編で
す。物理の世界では「単位」の知識が不可欠です。化学のジャンルで
も、元素など「記号」の意味をしっかり考えながら理解できるようまとめ
ました。まず第0章で単位、文字の基本的な知識を整理します。第1章
から第7章でＳＩ単位について学び、以降の章から量子の世界、周期
表、工学、宇宙などにまつわる単位をわかりやすくまとめています。 

6 
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■化学大辞典 全10巻セット 
（分売不可） 

共立出版 

化学大辞典編集委員会 著 

同時1アクセス（本体）：¥132,000 同時3アクセス（本体）：¥198,000 

冊子版ISBN：9784320040144  商品コード：1011618918 

小項目主義により約7万項目に及ぶ豊富な内容を収録し，これを五
十音順に配列するとともに，化学に関するあらゆる事がらを基礎から
応用まで網羅し，すべて化学およびその応用の立場から解説を加
えた。各項目ごとに相当する英・独語（必要に応じ他国語）を記述。 

大気環境の事典 

朝倉書店 

大気環境学会 著 2019年発行 

同時1アクセス（本体）：¥42,900 同時3アクセス（本体）：¥85,800 

冊子版ISBN：9784254180541  商品コード：1031137143 

PM2.5や対流圏オゾンによる汚染など、大気環境問題は都市、国、大
陸を超える。また、ヒトや農作物への影響だけでなく、気候変動、生態
系影響など多くの様々な問題に複雑に関連する。この実態を把握、現
象を理解し、有効な対策を考える上で必要な科学知を、総合的に基
礎からわかりやすく解説。手法、実態、過程、影響、対策、地球環境の
6つの軸で整理した各論（各項目見開き2頁）に加え、主要物質の特性
をまとめた物質編、タイムリーなキーワードをとりあげたコラムも充実。 

7 
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食品添加物事典 新訂第2版 

食品化学新聞社 

樋口 彰 著 2019 年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥22,000 同時3アクセス（本体）：¥38,500 

冊子版ISBN：9784916143365  商品コード：1030893462 

食品添加物がより正しく理解され、さらに有効に活用するために、日
本で使用できる食品添加物・約900品目の基本的情報をまとめた
「食品添加物事典」。第9版食品添加物公定書の内容を反映した最
新版。この10年の新規追加食品添加物の情報も合わせ、食品添加
物全品目をもれなく収載した業界関係者必携の1冊です。収載内
容：主な用途、表示方法、使用基準、国際的評価と使用可否、成分
規格、用語解説など 

錯体化合物事典 

朝倉書店 

錯体化学会 著 2019 年 発行 

同時1アクセス（本体）：¥95,700 同時3アクセス（本体）：¥191,400 

冊子版ISBN：9784254141054  商品コード：1030831436 

ＥＬ材料、太陽電池、ポリエチレン合成の触媒、光合成、制癌剤など、
錯体化合物の活用は他領域にわたり、学問としての発展には目覚
ましいものがある。錯体化学は物性物理、ナノ材料、生物など幅広
い分野を包含する基礎学問として重要性がますます高まっている。
初心者から専門家まで幅広い関心に堪えるよう注目される重要な化
合物を約700取り上げ、物質ごとに１頁で簡潔に名称・合成法・構
造・性質・機能・例・関連物質などをまとめた。 

2020/4 
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魚類学の百科事典 （※） 

丸善出版 

日本魚類学会 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：9784621303177  商品コード：1030360990 

※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。 
●分類、系統、形態、分布、生態、行動、生理、発生、遺伝、保護、
社会（との関わり）の11章立て、291項目に凝縮した、魚類学の総合
事典。●ワンテーマ見開き（2または4頁）完結でどこからでも興味深
く読める。●国内外で活躍する研究者や実務家221名による新鮮な
書下ろし。●最新の研究動向を反映し、魚類学の多彩な側面を広く
深く解説。●引用・参照文献、索引（事項・魚名・人名）などの巻末
情報も充実。 

動物学の百科事典 

丸善出版 

日本動物学会 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：9784621303092  商品コード：1029973278 

※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。 
日本動物学会編集による本邦初の書下ろしの事典。１項目２頁／４
頁の解説で、分類系統、遺伝、細胞、進化、発生、生理・神経系、内
分泌、生体防御、行動、生態までの各分野と、さらには動物学の歴
史、応用としてのバイオミメティクスをそれぞれ１章ずつ設け、動物学
が一望できる。 

2冊揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

￥132,000 ￥198,000 

2020/4 
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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。 

  

事典日本の科学者 
 ―科学技術を築いた5000人― 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥37,400 

同時3アクセス(本体) ¥67,320 

冊子版ISBN 9784816924859  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2014 商品コード 1027010698 

江戸時代初期から平成にかけて活躍した物故科学者を収録した人名事典。自然科学の全分野のみならず、
医師や技術者、科学史家、科学啓蒙に尽くした人々などを幅広く収録。「生年順人名一覧」「専門分野索引」
「（理系の）学士院会員・文化功労者一覧」付き。 

  

最新科学賞事典 1997-2002 

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 9784816917868  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2003 商品コード 1024896466 

理学・工学・農学・医学・薬学、工業・技術・建築・発明など、科学技術にかかわるあらゆる学術・技術賞を網
羅した事典。前版（1997年）以降に新設された52賞を含め715賞について、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、受賞理由を収録。「受賞者名索引」により、個人
の受賞歴（受賞年順）が一覧できる。「主催者名索引」付き。 

  

最新科学賞事典 2003-2007 

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 9784816920851  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2008 商品コード 1024896467 

理学・工学・農学・医学・薬学、工業・技術・建築・発明など、科学技術にかかわるあらゆる学術・技術賞を網
羅した事典。前版（2003年）以降に新設された54賞を含め688賞について、由来・趣旨、選考委員、賞金など
賞の概要や受賞者、受賞理由を収録。「受賞者名索引」により、個人の受賞歴（受賞年順）が一覧できる。
「主催者名索引」付き。 

  

最新科学賞事典 2008-2012: 1 

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 9784816924200  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2013 商品コード 1024896503 

理学・工学分野にかかわるあらゆる学術・技術賞を網羅した事典。前版（2007年9月）以降に新設された113
賞を含め428賞について、由来・趣旨、選考委員、賞金など賞の概要や受賞者、受賞理由を収録。「受賞者
名索引」により、個人の受賞歴（受賞年順）が一覧できる。「主催者名索引」付き。 

  

最新科学賞事典 2008-2012: 2 

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 9784816924217  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2013 商品コード 1024896504 

医学・薬学・農学などの分野ににかかわるあらゆる学術・技術賞を網羅した事典。前版（2007年9月）以降に
新設された97賞を含め406賞について、由来・趣旨、選考委員、賞金など賞の概要や受賞者、受賞理由を収
録。「受賞者名索引」により、個人の受賞歴（受賞年順）が一覧できる。「主催者名索引」付き。 

  

科学技術45万語英和対訳大辞典 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥41,250 

同時3アクセス(本体) ¥74,250 

冊子版ISBN 9784816916823  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2001 商品コード 1024896463 

基礎科学、医学、生物学、機械、コンピュータ、情報・通信など幅広い分野をカバー、各分野の専門用語45
万語の英語表現がわかる対訳大辞典、英和版。 

科学 

2020/4 
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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。 

  

自然科学のためのはかる百科 （※） 

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 9784621300480  

著編者名 渥美 茂明 発行年 2016 商品コード 1024014977 

物理・化学・生物・地学・生活分野の「はかる」ことに特化したトピックスごとの読切りの事典。理科４教科を統合。 

  

くらべてわかる科学小事典 図書館版 

出版社 大月書店 

同時1アクセス(本体) ¥7,744 

同時3アクセス(本体) ¥11,616 

冊子版ISBN 9784272440627  

著編者名 兵頭 俊夫 発行年 2014 商品コード 1018934443 

原子と元素、重さと質量、紅葉と黄葉、雲と霧…。ちがいを即答できますか? 科学に関する、日ごろあいまい
に使われているかもしれない物や現象を表す言葉を選び説明します。見返しに周期表あり。ソフトカバー版
も同時刊行。 

  

法則の辞典 

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 9784254101973  

著編者名 山崎 昶 発行年 2006 商品コード 1016899728 

狭い意味の「法則」に限定せず、実際には「法則」として扱われている「現象」や「効果」といったものまでを対
象とした法則辞典。教科書指定システムと世の中に通用しているシステムの両方の表記を併用。英和索引
付き。 

科学 

35の名著でたどる科学史 
 ―科学者はいかに世界を綴ったか― （※） 

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：9784621303702  商品コード： 1030360989 

『プリンキピア』、『種の起原』、『二重らせん』など、科学の一大転換点
である16世紀からはじまり、現代へつながる科学史において重要な名
著を35冊取り上げ、その内容と書かれた時代背景、刊行後にどのよう
な影響を与えたのかを解説。案外知らない名著の内容を知るだけでな
く、科学の歴史の表舞台とその裏側にあった、科学者たちの人間らし
い一面も垣間見える、科学の名著の世界を案内する。 

小山 慶太 著  2019年発行 
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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。 

  

岩波数学辞典 第4版 

出版社 岩波書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥55,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥165,000 

冊子版ISBN 9784000803090  

著編者名 日本数学会 発行年 2007 商品コード 1025741200 

※書籍版付録のCD-ROMは、付いておりません。 数学全分野を透徹した一つの体系の
もとに収めた数学のエンサイクロペディア．基礎概念から数理科学の最先端までを一望
できる辞典として，数学者および関係諸分野の研究者必携． 

  

朝倉数学辞典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥59,400 

同時3アクセス
(本体) 

¥118,800 

冊子版ISBN 9784254111255  

著編者名 川又 雄二郎 発行年 2016 商品コード 1023891813 

基礎から関連概念まで、数学の各分野を幅広くカバーする全327項目を収録した、読みや
すい50音配列の中項目辞典。数式は最小限に抑え、多くの例や図をあげて平易に解説
する。 

  

応用数理計画ハンドブック 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥149,600 

同時3アクセス
(本体) 

¥299,200 

冊子版ISBN 9784254270211  

著編者名 久保 幹雄 発行年 2002 商品コード 1016382661 

数理計画の応用に力点を置きながら、数理計画の理論・応用を一段高い視野から整理し、
体系的にまとめると同時に、この分野の最先端の成果をわかりやすく解説。数理計画の
気鋭の研究者が総力をあげた世界にも類例のない大著。 

数学 
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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。 

  

可積分系の数理 （解析学百科 2） 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥24,750 

同時3アクセス(本体) ¥49,500 

冊子版ISBN 9784254117271  

著編者名 中村 佳正 発行年 2018 商品コード 1029728110 

ソリトン、戸田格子、逆散乱法などの数理物理に端を発し、幾何学・代数学・数論など多くの分野に広がる可
積分系の世界を総覧する。〔内容〕古典可積分系／離散可積分／可解格子模型／幾何学と可積分系／応
用可積分系 

  

英和学習基本用語辞典数学 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 9784757415720  

著編者名 藤澤 皖 発行年 2009 商品コード 1011253313 

アメリカ、イギリスの高校の数学の教科書から専門用語957 項目を選定し、和訳と日本語の解説を掲載した
学習用語辞典。現地の高校での授業はもちろん、留学先で大学受験を希望する人や帰国子女にとっても役
立つ内容。 

  

ルネサンスの多面体百科 （※） 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥19,140 

同時3アクセス(本体) ¥28,710 

冊子版ISBN 9784621303115  

著編者名 デヴィッド・ウェイド 発行年 2018 商品コード 1028506666 

本書ではルネサンス時代に描かれたユニークで著名な多面体のすべてをそれぞれの周辺の歴史的な流れ
とともに解説したものである。著名な多面体を網羅した類書はないため、数学者のみならず、美術・インテリ
アデザイン・建築分野の関係者にとってもデザイン発想のヒントを与えてくれる。 

  

数と図形のパズル百科 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥22,440 

同時3アクセス(本体) ¥33,660 

冊子版ISBN 9784621301814  

著編者名 David Wells 発行年 2017 商品コード 1026634694 

数と図形に関する古今東西の有名なパズルについて，歴史的な流れに沿って，それぞれのルーツを明示しながら
列挙します。だまし絵，錯覚，手品，一筆書き，虫食い算，魔方陣，タングラム，継子立てなど，さまざまなパズルを，
身近な日常生活や歴史的事件に具体的に関係させて、わかりやすい解法つきで収録。一風変わった数学史を見
せるように、アルキメデスやディオファントスなど歴史上著名な数学者も数多く登場します。 

  

和算百科 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥19,140 

同時3アクセス(本体) ¥28,710 

冊子版ISBN 9784621301746  

著編者名 和算研究所 発行年 2017 商品コード 1026634695 

江戸時代に一大ブームとなった和算。近年再び，日本独自の数学文化として和算への関心が高まってきて
います。本書では，我が国唯一の和算研究機関である和算研究所が編集母体となり，和算の黎明期から誕
生，確立，円熟，発展の各過程における，興味深い数々のトピックスを4pまたは6pでまとめ上げました。和算
の全体像が興味深いエピソードを通して理解できるユニークな百科。 

  

数学小辞典 第2版増補 

出版社 共立出版 

同時1アクセス(本体) ¥18,480 

同時3アクセス(本体) ¥27,720 

冊子版ISBN 9784320113190  

著編者名 矢野 健太郎 発行年 2017 商品コード 1027296259 

初版の小項目主義と、広く一般の方々に役立てていただけるようにという趣旨を継承しつつ、時代に即した
ものにさらに改善することを目指して編集を行った。多数の既存項目を見直して修訂増補する他に、約100
件の新規項目を追加し、既存項目の増補修訂では、特に重要なものは紙幅を惜しまず詳しく解説した。 

数学 
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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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■統計図表レファレンス事典  
全8巻セット （分売不可） 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥198,000  

同時3アクセス(本体) ¥356,400  

冊子版ISBN 9784622087366  

著編者名  - 発行年 - 商品コード 1030910466 

調べたいテーマについての統計図表が、どの資料の、どこに、どんなタイトルで掲載されているかをキー
ワードから調べられる索引。全8冊セット。1997年以降約20年間にわたり国内で刊行された白書・年鑑・統計
集から、各分野に関する表やグラフなどの形式の統計図表延べ約4.8万点の情報を収録。 

  

統計解析ハンドブック 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥52,800 

同時3アクセス(本体) ¥105,600 

冊子版ISBN 9784254120615  

著編者名 武藤 真介 発行年 1995 商品コード 1011798896 

統計学の基本的事項３０２項目を具体的な数値例を用い、かつ可能なかぎり予備知識を必要としないで理
解できるようやさしく解説。全項目が見開き２ページ読み切りのかたちで必要に応じてどこからでも読めるよ
うにまとめられているのも特徴。実用的な統計の事典。 

  

多様体のトポロジー （幾何学百科 1） 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥21,120 

同時3アクセス(本体) ¥42,240 

冊子版ISBN 9784254116168  

著編者名 服部 晶夫 発行年 2016 商品コード 1026405287 

ポアンカレによって提起された多様体のトポロジー研究の指針が、110年を経た今日、如何に結実している
かを、基礎編1章・発展編2章の3章構成で概観する。〔内容〕トポロジーの基礎／微分トポロジー／特性類 

  

幾何解析 （幾何学百科 2） 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥24,090 

同時3アクセス(本体) ¥48,180 

冊子版ISBN 9784254116175  

著編者名 酒井 隆 発行年 2018 商品コード 1030990089 

偏微分方程式と密接な関係をもつ微分幾何学の諸相を、基礎編の「リーマン幾何速成コース」および4章か
らなる発展編によって概観。 〔内容〕リーマン幾何速成コース／相対論／山辺の問題と山辺不変量／調和
写像／リッチフローと複素幾何 

  

数学大百科事典 ―仕事で使う公式・ 
定理・ルール127―【スマホ・読上】 （※） 

出版社 翔泳社 

同時1アクセス(本体) ¥7,260 

同時3アクセス(本体) ¥14,520 

冊子版ISBN 9784798156262  

著編者名 蔵本 貴文 発行年 2018 商品コード 1031210720 

現代において、数学の知識はあらゆる分野で必要なものになっています。しかし、いざ学び直そうと思っても、
数学の参考書では厳密に解説し過ぎており、学習に時間がかかるのが難点でした。本書では、忘れてしまっ
た数学の項目を手軽に学び直したいと考える人向けに、さまざまな分野で登場する可能性の高い数学の公
式・定理を解説します。 

  

4次元図形百科 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥19,140 

同時3アクセス(本体) ¥28,710 

冊子版ISBN 9784621304822  

著編者名 宮崎 興二 発行年 2020 商品コード 1031537717 

4次元図形について、その影や切り口を文字や数字でなく図や模型を使って見たり触ったりしてみようとする
努力は、実は人類の文化史が始まった頃からあった。本書ではまず「歴史篇」でその過去の歴史を振り返っ
た後、「図形篇」で現在知られている4次元図形の概要を総覧し。その後「風物篇」で近未来に見られるかも
知れない4次元の風景を空想する。 



● 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。 

  

加速器ハンドブック 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥115,500 

同時3アクセス
(本体) 

¥173,250 

冊子版ISBN 9784621089019  

著編者名 日本加速器学会 発行年 2018 商品コード 1027855699 

基礎科学の推進から、重粒子を用いたがん治療という医療への応用や産業利用など、そ
の応用範囲が広がり、産業用の小型なものから超大型なものまで存在する加速器科学。
現在までの加速器科学の基礎から応用までをまとめ、本分野の発展に資することを目的
とし、分野間の交流を促進し加速器を用いた科学全体が推進される基盤となる一冊。 

  

低温環境の科学事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥36,300 

同時3アクセス
(本体) 

¥72,600 

冊子版ISBN 9784254161281  

著編者名 河村 公隆 発行年 2016 商品コード 1026405288 

人間生活における低温（雪・氷など）から、南極・北極、宇宙空間の低温域の現象まで、約
180項目を環境との関係に配慮しながら解説。物理学、化学、生物学、地理学、生態学、
地質学など学際的にまとめた低温科学の読む事典。〔内容〕超高層・中層大気／対流圏
大気の化学／海洋化学／海氷域の生物／海洋物理・海氷／永久凍土と植生／微生物・
動物／雪氷・アイスコア／大気・海洋相互作用／身近な気象／氷の結晶成長、宇宙での
氷と物質進化 

  

物性科学ハンドブック 
 ―概念・現象・物質― 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥85,800 

同時3アクセス
(本体) 

¥171,600 

冊子版ISBN 9784254131123  

著編者名 東京大学物性研究所 発行年 2016 商品コード 1024943421 

物性科学研究の諸領域（物性理論、物性実験、新物質開発）におけるこれまでの重要な
成果から最先端の話題までを、世界トップレベルの研究機関である東大物性研究所のス
タッフが解説。物性科学の全体像を丁寧に俯瞰する最新リファレンス。〔内容〕物性理論
［考え方、第一原理からの物性理論、モンテカルロ法、新潮流］／物性実験［核磁気共鳴
法、電気伝導、ナノスケール量子系、光物性、強磁場開発と物性測定、中性子散乱実験］
／新物質開発［強相関電子系の物質開発］ 

物理 
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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。 

  

発光の事典 
 ―基礎からイメージングまで― 

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 9784254102628  

著編者名 木下 修一 発行年 2015 商品コード 1020782200 

発光現象を網羅した手引書。発光について概説した上で、定常光とパルス光励起での発
光測定法、原子分子発光と固体の発光、ホタルなどの発光生物、蛍光イメージング分野
での新しい技術等を解説する。 

  

磁気便覧 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥165,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥247,500 

冊子版ISBN 9784621300145  

著編者名 日本磁気学会 発行年 2016 商品コード 1020598983 

磁気、磁性に関連する学理や技術をまとめた便覧。初学者にも理解できるよう、基礎・応
用を、歴史的な発展から最先端の技術まで含めてわかりやすく解説。磁気、磁性に関す
る疑問や問題を解決する糸口を見出すことができる。 

  

物理学大事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥89,100 

同時3アクセス
(本体) 

¥178,200 

冊子版ISBN 9784254130942  

著編者名 鈴木 増雄 発行年 2005 商品コード 1013955810 

物理学の全体像を基礎編、発展編、展開編に分けて体系的に提示。情報科学、生命科
学、エネルギー、環境など周辺領域まで展開し解説する事典。 

物理 
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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。 

  

「物理・化学」の単位・記号がまとめてわかる
事典 ―単位・記号の意味がわかれば物理・
化学がわかる― 

出版社 ベレ出版 

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 9784860645274  

著編者名 齋藤 勝裕 発行年 2017 商品コード 1030681233 

『「物理・化学」の法則・原理・公式がまとめてわかる事典』の姉妹編です。物理の世界では「単位」の知識が不可欠です。
化学のジャンルでも、元素など「記号」の意味をしっかり考えながら理解できるようまとめました。まず第0章で単位、文字
の基本的な知識を整理します。第1章から第7章でＳＩ単位について学び、以降の章から量子の世界、周期表、工学、宇宙
などにまつわる単位をわかりやすくまとめています。 

  

人物でよむ物理法則の事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥29,040 

同時3アクセス(本体) ¥58,080 

冊子版ISBN 9784254131161  

著編者名 米沢 富美子 発行年 2015 商品コード 1020782199 

物理法則や物理現象の理論的解説を、発見に携わった物理学者358人の事跡を追う人名事典形式にまとめ
たユニークな一冊。法則や現象の科学史的意義、時代背景、発見者の人物像までも描き出す。 

  

音のなんでも小事典 ―脳が音を聴くしくみ
から超音波顕微鏡まで― 
（ブルーバックス B-1150） 

出版社 講談社 

同時1アクセス(本体) ¥2,500 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784062571500  

著編者名 日本音響学会 発行年 1996 商品コード 1021720319 

音はふしぎな性質意外な使い道がある。邪魔な騒音は音で消し、水中では画像も音で運ぶ。コンサートホールは建築音
響技術の粋。超指向性マイクロホンでマウンド上の投手と捕手の密談を聴き、雑踏の中の人には音のスポットライトで語り
かける。微小世界を覗いたり、体の中をみたりすることもできる。さらに、外国語上達法や、音色の心理学、絶対音感や赤
ちゃんが聞いている音の話など、音に関連する心理や生理までも追究し、徹底解説。 

  

低温科学便覧 = Handbook of low 
temperature science 

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 9784621089644  

著編者名 北海道大学低温科学研究所 発行年 2015 商品コード 1019533030 

氷が存在できる温度領域での自然科学現象を、物理学・化学・生物学をもとにして取り扱う研究分野「低温
科学」の便覧。氷や雪から、地球環境、生命圏の営みまで、低温・寒冷環境における自然科学のダイナミズ
ムを俯瞰できる。 

  

混相流ハンドブック 

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 9784254201178  

著編者名 日本混相流学会 発行年 2004 商品コード 1016899730 

混相流の代表的な流れとして気液二相流、固気二相流、液液二相流、個液二相流を取り上げ基礎概念から
数値計算法、計測法まで言及。また、２０に及ぶ専門分野の混相流現象の実態を活写。多くの専門分野にま
たがるハンドブック。 

  

実用光キーワード事典 

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 9784254200942  

著編者名 日本光学測定機工業会 発行年 1999 商品コード 1016382656 

光の魅力的な特性を利用し、応用するために必要な基本的な特性や原理について解説した事典。キーワー
ド項目から関連する知識が得られるとともに、順を追って読み進めば光の全体像が理解できるよう構成され
ている。 

物理 
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光物性ハンドブック 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥94,600 

同時3アクセス(本体) ¥189,200 

冊子版ISBN 9784254200287  

著編者名 塩谷 繁雄 発行年 1984 商品コード 1016382655 

先端技術の重要な柱の一つである光技術の根幹を占める光物性について，６８名の第一線研究者が最新のデータ，研究
成果をもとに詳細に解説したわが国最初のハンドブック。〔内容〕基礎編（基本事項，格子振動，エネルギーバンド，励起
子，局在中心，他）／物性編（物質の存在様式と光物性，主要な物質の光物性，興味ある事象）／応用編（発光材料，光
電材料，写真感光材料）／測定技術編（時間分解分光，変調分光，光検波磁気共鳴，他）／付録（主要な物質の物性定
数表，他） 

  

英和学習基本用語辞典物理 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 9784757415751  

著編者名 藤澤 皖 発行年 2009 商品コード 1011253312 

アメリカ、イギリスの高校の物理の教科書から2000 以上の用語を選定し、和訳と用語解説を掲載。工学や
エネルギー・環境問題など関連する他ジャンルの用語も一部収録されているため、広い視点からの学習が
可能。 

  

光の百科事典 

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 9784621084632  

著編者名 谷田貝 豊彦 発行年 2011 商品コード 1008954403 

光技術やそれを支える材料の開発の経緯、あるいはアメニティとしての光の利用など、身の回りのさまざま
な光現象を理解できるよう、やさしく体系的に説明する。 

  

表面物性工学ハンドブック  第2版 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥92,400 

同時3アクセス(本体) ¥138,600 

冊子版ISBN 9784621078389  

著編者名 小間 篤 発行年 2007 商品コード 1008954398 

表面物性工学を専門とする研究者、技術者の座右の書として、またこの分野のわかりやすい入門書として、
基礎から応用までを網羅したハンドブック。進展めざましいＳＰＭ手法を詳しく解説し、最先端のトピックスも
収録。（著作権の都合により、一部画像がないページがあります） 

物理 

  

光学ハンドブック ―基礎と応用― 

出版社 岩波書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥13,860 

同時3アクセス
(本体) 

¥41,580 

冊子版ISBN 9784000063029  

著編者名 宮本 健郎 発行年 2015 商品コード 1031004505 

光学の応用範囲は光通信，光集積回路を中心に著しく進展し，さまざまな産業で関心が
持たれている．その一方で光は，物理学の変革のなかでいつも重要な役割を果し，物理
学の理解に必須の基礎的事項でもある．このハンドブックでは光学の基礎的内容を簡潔
に説明し，最新の応用とのつながりをわかりやすくまとめる． 
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有機合成実験法ハンドブック 
 第2版 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥95,700 

同時3アクセス(本体) ¥143,550 

冊子版ISBN 9784621089484  

著編者名 有機合成化学協会 発行年 2015 商品コード 1019748895 

本書は有機合成をはじめる際に必須の実験を解説した“基本操作”と、実験のテクニックや合成の手順など実践的な内容
の“実験法”からなる、有機合成を行う学生・研究者・技術者の方々に役立つ標準的実験書です。最新の有機合成法を追加
掲載するとともに、 汎用性をより重視して反応例を選ぶ一方、技術的に古くても現在汎用されている実験法、時代や環境
の変化、あるいは技術の進歩によって改めて脚光を浴びている実験法を掲載しています。また、時代が変わっても伝承す
べき装置や実験法などは前版を踏襲しました。 

  

■化学大辞典 全10巻セット 
（分売不可） 

出版社 共立出版 

同時1アクセス(本体) ¥132,000 

同時3アクセス(本体) ¥198,000 

冊子版ISBN 9784320040144  

著編者名 化学大辞典編集委員会 発行年 -  商品コード 1011618918 

小項目主義により約7万項目に及ぶ豊富な内容を収録し，これを五十音順に配列するとともに，化学に関する
あらゆる事がらを基礎から応用まで網羅し，すべて化学およびその応用の立場から解説を加えた。各項目ご
とに相当する英・独語（必要に応じ他国語）を記述。 

  

化学史事典 

出版社 化学同人 

同時1アクセス(本体) ¥48,400 

同時3アクセス(本体) ¥79,860 

冊子版ISBN 9784759818390  

著編者名 化学史学会 発行年 2017 商品コード 1030760002 

21世紀に入り，日本の多くの化学者がノーベル賞を受賞している．わが国の科学技術力の高さは世界で認められ
ている．しかし，明治期に西欧の科学技術が導入されてから百数十年に過ぎない．一方，化学は四百年近い歴史
をもつ．私たちは科学技術の伝統が浅いために，化学や化学技術の歴史について知らないことが，あまりに多い．
この状況を鑑みて企画されたのが本事典である．化学史学会創立40年を記念する共同企画． 

  

リンの事典 

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 9784254141047  

著編者名 大竹 久夫 発行年 2017 商品コード 1028301506 

リンは生命に必須であり、古くから肥料として産業上も重要であった。工業製品や食品、医薬品など、その用途は拡大の
一途をたどる一方、その供給は地下資源に依存しており、安価な材料として使い続けることは限界を迎えようとしている。
基礎的な性質から人間活動への影響まで、リンに関する情報を網羅した本邦初の総合事典。〔内容〕リンの化学／リンの
地球科学／リンの生物学／人体とリン／工業用素材／農業利用／工業利用／リン回収技術／リンリサイクル 

  

放射化学の事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥30,360 

同時3アクセス(本体) ¥60,720 

冊子版ISBN 9784254140989  

著編者名 日本放射化学会 発行年 2015 商品コード 1021588198 

放射化学の基礎から、放射線計測、核・放射化学に関連する分析法、環境放射能、原子力と放射化学、宇
宙・地球化学、放射線・放射性同位体の産業利用まで、核化学・放射化学の基礎およびその周辺分野を網
羅した事典。 

  

化学英語「精選」文例辞典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥46,200 

同時3アクセス(本体) ¥92,400 

冊子版ISBN 9784254141009  

著編者名 松永 義夫 発行年 2015 商品コード 1019533210 

化学全般に関する文例を、主要語のアルファベット順に掲載した辞典。化学の様々な領域の文例ほか、主
語と述語の一組だけを含む単文、それを組み合わせた重文、複文の文例を取り上げる。 
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分子から酵素を探す化合物の事典 

出版社 医学評論社 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784872119749  

著編者名 八木 達彦 発行年 2009 商品コード 1016391645 

ＩＵＢＭＢに登録されている全酵素の基質と生成物につき、どのような酵素によりつくられ、どのような酵素に
より何に化学変換されるかをＥＣ番号で表示し、簡単な説明を加える。 

  

化学実験の事故事例・事故防止ハンド
ブック 

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 9784621087589  

著編者名 鈴木 仁美 発行年 2014 商品コード 1015223805 

化学に関係した事故や危険を総括するほか、安全な化学実験のために必要な基礎知識を解説。また、反応
や化合物ごとの化学実験の事故事例を、事件例・事故例・危険例・注意例に分類して掲載する。 

  

元素の事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥35,200 

同時3アクセス(本体) ¥70,400 

冊子版ISBN 9784254140446  

著編者名 馬淵 久夫 発行年 1994 商品コード 1011798897 

統計学の基本的事項３０２項目を具体的な数値例を用い、かつ可能なかぎり予備知識を必要としないで理
解できるようやさしく解説。全項目が見開き２ページ読み切りのかたちで必要に応じてどこからでも読めるよ
うにまとめられているのも特徴。実用的な統計の事典。 

  

分離分析化学事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥46,200 

同時3アクセス(本体) ¥92,400 

冊子版ISBN 9784254140545  

著編者名 日本分析化学会 発行年 2001 商品コード 1011798970 

分離、分析についての様々な方法やそれに付随する考え方、あるいは事象や現象などについて具体的な解
説を試みる。約５００項目にまとめ、５０音配列で解説した中項目の事典。 

  

英和学習基本用語辞典化学 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 9784757415737  

著編者名 藤澤 皖 発行年 2009 商品コード 1011253311 

2000を超える化学の専門用語を、アメリカ、イギリスの高校の教科書を中心に選出し、その和訳と用語解説
を掲載した学習用語辞典。高校生の学習から学部・大学院留学対策にまで、幅広く活用できる充実の内容。 

  

窒素酸化物の事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥14,300 

同時3アクセス(本体) ¥21,450 

冊子版ISBN 9784621080481  

著編者名 鈴木 仁美 発行年 2008 商品コード 1008954406 

有機・無機に関係なく窒素酸化物、および、その周辺の化学までを総合的に解説した事典。その構成元素と
なる窒素と酸素をはじめとし、窒素酸化物に関連する事項を収録する。 
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錯体化合物事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥95,700 

同時3アクセス(本体) ¥191,400 

冊子版ISBN 9784254141054  

著編者名 錯体化学会 発行年 2019 商品コード 1030831436 

ＥＬ材料、太陽電池、ポリエチレン合成の触媒、光合成、制癌剤など、錯体化合物の活用は他領域にわたり、学問としての
発展には目覚ましいものがある。錯体化学は物性物理、ナノ材料、生物など幅広い分野を包含する基礎学問として重要
性がますます高まっている。初心者から専門家まで幅広い関心に堪えるよう注目される重要な化合物を約700取り上げ、
物質ごとに１頁で簡潔に名称・合成法・構造・性質・機能・例・関連物質などをまとめた。 

  

世界で一番美しい元素図鑑 

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 9784422420042  

著編者名 セオドア・グレイ 発行年 2010 商品コード 1030856331 

※単語検索およびテキストコピーができません。 根源118の元素をオールカラーの美しい写真を豊富に使って紹介する
全世界120万部、国内25万部のベストセラー。日常生活で見かける製品に意外な元素が使われているなど、科学的な知
見に基づいたユーモアにあふれる解説も楽しい。科学エッセー、美しい写真集、最新の元素データ集という３つの顔をあわ
せもつ、研究者、教員、図書館、すべての科学ファン必携の１冊。巻末の美しい元素周期表も必見。 

  

世界で一番美しい分子図鑑 

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 9784422420066  

著編者名 セオドア・グレイ 発行年 2015 商品コード 1030856332 

※単語検索およびテキストコピーができません。 ベストセラー『世界で一番美しい元素図鑑』に続編が登場しました。元素
周期表は物理世界の普遍的なカタログですが、われわれが日常生活で目にするのはたいてい元素ではなく分子です。原
子は実にさまざまなやり方で互いに結びつきます。石鹸や溶剤、油脂、岩と鉱石、ロープと繊維、甘味料や香水など、本書
はこの世界を形づくる無数の化学構造のなかから最も興味深く、美しいものを選び出し、華麗な写真とユニークな解説で
探索します。 

  

世界で一番美しい化学反応図鑑 

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 9784422420080  

著編者名 セオドア・グレイ 発行年 2018 商品コード 1030856333 

※単語検索およびテキストコピーができません。 世界でシリーズ累計150万部、日本で30万部を突破！ 『世界で一番美
しい元素図鑑』『分子図鑑』で見せた圧倒的なビジュアルと軽妙な語り口で科学好きをわかせたセオドア・グレイの元素３
部作に待望の３巻目が登場。本書では、分子が反応を起こす中でどのようにくっついたり離れたりしてこの世界を形作り、
私たちが存在することを可能にしているのかが解き明かされる。『元素図鑑』に始まる楽しいドラマの最終章の幕開けだ。 

化学 

化学の基本シリーズ 

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 

一般化学 （1） 河野 淳也 2017 9784759818468 ¥6,380  ¥9,020  1027296257 

有機化学 （2） 久保 拓也 2017 9784759818451 ¥5,830  ¥8,250  1027296258 

物理化学 （3） 安藤 耕司 2019 9784759818475 ¥7,590  ¥10,890  1029728124 

3冊揃価格 

同時1アクセス 
(本体) 

同時3アクセス 
(本体) 

￥19,800 ￥28,160 

化学同人 
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地球科学 

大気環境の事典 

同時１アクセス（本体） 
¥42,900 

同時３アクセス（本体） 
¥85,800 

冊子版ISBN：9784254180541  商品コード： 1031137143  

PM2.5や対流圏オゾンによる汚染など、大気環境問題は都市、国、大
陸を超える。また、ヒトや農作物への影響だけでなく、気候変動、生態
系影響など多くの様々な問題に複雑に関連する。この実態を把握、現
象を理解し、有効な対策を考える上で必要な科学知を、総合的に基礎
からわかりやすく解説。手法、実態、過程、影響、対策、地球環境の6
つの軸で整理した各論（各項目見開き2頁）に加え、主要物質の特性
をまとめた物質編、タイムリーなキーワードをとりあげたコラムも充実。 

大気環境学会 著 
2019年発行 

鉱物・宝石の科学事典 

同時１アクセス（本体） 
¥52,800 

同時３アクセス（本体） 
¥105,600 

冊子版ISBN：9784254162769  商品コード： 1031137142 

鉱物は一定の化学組成を有する無機質結晶物質である。鉱物の分析
により、地球深部や他の惑星を構成する物質の理解、地質現象・環境
問題の解明につながるほか、鉱物は工業材料、宝飾品など人間生活
にも深く結び付いている。本書では様々な知識と情報を186項目取り上
げ、頁単位の読み切りで解説。代表的な鉱物・宝石177の基礎知識を
辞書的に掲載。〔内容〕鉱物（基礎、地球深部・表層、宇宙、資源・バイ
オ・環境、材料）／宝石／付録（年表、大学・研究所・博物館リスト等） 

日本鉱物科学会 著 
2019年発行 
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自然地理学事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥59,400 

同時3アクセス
(本体) 

¥118,800 

冊子版ISBN 9784254163537  

著編者名 小池 一之 発行年 2017 商品コード 1026405285 

近年目覚ましく発達し、さらなる発展を志向している自然地理学は、自然を構成するすべ
ての要素を総合的・有機的に捉えることに本来的な特徴がある。すべてが複雑化する現
代において、今後一層重要になるであろう状況を鑑み、自然地理学・地球科学的観点か
ら最新の知見を幅広く集成、見開き形式の約200項目を収載し、簡潔にまとめた総合的・
学際的な事典。 

  

地形の辞典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥85,800 

同時3アクセス
(本体) 

¥171,600 

冊子版ISBN 9784254160635  

著編者名 日本地形学連合 発行年 2017 商品コード 1026405284 

地形学の最新知識とその関連用語、またマスコミ等で使用される地形関連用語の正確な
定義を小項目辞典の形で総括する。地形学はもとより関連する科学技術分野の研究者、
技術者、教員、学生のみならず、国土・都市計画、防災事業、自然環境維持対策、観光
開発などに携わる人々、さらには登山家など一般読者も広く対象とする。 

  

地球温暖化の事典 

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 9784621086605  

著編者名 国立環境研究所地球環境研究センター 発行年 2014 商品コード 1016124039 

地球システムから、緩和策、条約・法律・インベントリまで、地球温暖化に関する基本的か
つ重要な事項を網羅的に系統立てて解説した事典。温暖化問題に関する用語の意味や
基本的な概念について理解を深めることができる。 

地球科学 
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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。 

  

環境史事典 ―トピックス2007-2018― 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥32,670 

同時3アクセス(本体) ¥58,806 

冊子版ISBN 9784816927799  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2019 商品コード 1030652897 

2007年から2018年まで、世界と日本の環境問題2,300件のトピックスを年月日順に掲載した記録事典。『環境
史事典 トピックス1927-2006』（2007.6刊）の継続版。環境問題の主要120キーワードから引ける「キーワード
索引」と、都道府県、国・地域別にひける「地域別索引」付き。 

  

環境史事典 ―トピックス1927-2006― 

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 9784816920332  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2007 商品コード 1024896474 

昭和の初めから現代まで80年間にわたる、日本の環境問題に関する出来事5,000件を年月日順に掲載した
記録事典。戦前の土呂久鉱害、ゴミの分別収集開始からクールビズ、ロハスなどの新しい動き、環境問題関
連の国際会議・法令・条約・市民運動まで、幅広いテーマを収録。個々の問題の発生から解決までの流れを
たどる際に便利な「キーワード索引」「地域別索引」付き。 

  

環境問題情報事典 第2版 

出版社 日外アソシエーツ 

同時1アクセス(本体) ¥12,100 

同時3アクセス(本体) ¥21,780 

冊子版ISBN 9784816916540  

著編者名 日外アソシエーツ 発行年 2001 商品コード 1024896492 

地球温暖化・オゾン層破壊など地球規模の問題からゴミ・自動車公害など生活環境に関わる問題まで幅広く
1,000項目を収録。それぞれの経緯や状況について解説するとともに、計5,817点の参考文献を掲載。「参考
文献著者索引」「事項索引」付き。 

  

世界の暦文化事典 

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 9784621301920  

著編者名 中牧 弘允 発行年 2017 商品コード 1026810914 

国別の項目ごとに＜暦法とカレンダー＞＜祝祭日と行事・儀礼＞＜暦と生活文化＞の３つの共通テーマおよび＜トピック
＞を設けました。生業やお祭りなどと人々の生活との関係をわかりやすく解説しています。ビジネス、観光、学術などの実
用目的に、あるいは世界各地の季節感、記念行事、お祭りでの過ごし方を知るために必読の書。農暦、旧暦、風暦、カレ
ンダーを必要としない地域の紹介も行い、各国の時間の感覚を楽しめる事典。 

  

系外惑星の事典 

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 9784254150216  

著編者名 井田 茂 発行年 2016 商品コード 1025599601 

太陽系外の惑星は、1995年の発見後その数が増え続けている。さらに地球型惑星の発見によって生命という新たな軸で
の展開も見せている。本書は太陽系天体における生命存在可能性、系外惑星の理論や観測について約160項目を頁単
位で平易に解説。シームレスかつ大局的視点で学べる事典として、研究者・大学生だけでなく、天文ファンにも刺激あふ
れる読む事典。〔内容〕系外惑星の観測／生命存在居住可能性／惑星形成論／惑星のすがた／主星 

  

語源が分かる恐竜学名辞典 ―恐竜類
以外の古生物(翼竜類・魚竜類など)の
学名も一部含む― 

出版社 北隆館 

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 9784832607347  

著編者名 松田 眞由美 発行年 2017 商品コード 1025375395 

恐竜の呼び名は、学名のカタカナ読み。学名はラテン文字（ローマ文字）で表記されますが、言葉の語源は
古典ラテン語や古典ギリシア語の他、多くの言語から構成されています。本書は、語源から恐竜の学名を解
読する稀有の辞典です。 

地球科学 

2020/4 

24 



● 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。 

  

星の文化史事典 

出版社 白水社 

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 9784560081983  

著編者名 出雲 晶子 発行年 2012 商品コード 1022213329 

信仰、民俗、伝承、神話、芸術（文学、美術、建築）など、世界のさまざまな地域や時代における星と人間と
の関わりをまとめたはじめての事典。約1700項目収録。図版多数掲載。 

  

陸水の事典 

出版社 講談社 

同時1アクセス(本体) ¥22,000 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784061552210  

著編者名 日本陸水学会 発行年 2006 商品コード 1021734708 

湖沼、河川、地下水など、陸水域の物理学、化学、生物学、地球科学、環境科学ならびに関連応用科学に
わたる広範囲な分野から、約５０００項目を選定・解説する国内外初の陸水学事典。巻末には国内外の湖、
河川のリストを掲載。 

  

47都道府県・温泉百科 

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 9784621089965  

著編者名 山村 順次 発行年 2015 商品コード 1020083615 

北海道から沖縄県に至る日本国内の代表的な350余りの温泉地を取り上げ、その立地、歴史、温泉資源や
温泉地の特色、観光対象などを紹介する。日本の主な温泉地の分布図といった役立つ資料も掲載。 

  

深海と地球の事典 

出版社 丸善出版 

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 9784621088876  

著編者名 深海と地球の事典編集委員会 発行年 2014 商品コード 1017819856 

地球最後のフロンティア、深海。深海研究の最先端にいる専門家たちが、これまで明らかになってきた深海
の科学と研究を支える技術開発、さらに研究からわかった地球の姿を、豊富なカラー図版とともに解説する。 

  

地震の事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥63,800 

同時3アクセス(本体) ¥127,600 

冊子版ISBN 9784254160536  

著編者名 宇津 徳治 発行年 2010 商品コード 1013955811 

専門家以外で地震に関わったり、防災関連の仕事を担当されている人を対象に、地震に関するあらゆる知
識を系統的に解説。「阪神・淡路大震災」の調査結果をはじめ、地震の防災対策についても収録。87年刊の
第2版。 

  

温泉の百科事典 

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 9784621085066  

著編者名 阿岸 祐幸 発行年 2012 商品コード 1012269190 

温泉と周辺領域の事象を約300取り上げ、自然科学、医療・保健・健康、社会・経済・観光、歴史・文化に分
類して解説。温泉にまつわるそれぞれの領域の現時点での知識、用語の定義、現代的意義がわかる。 
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岩石学辞典 

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 9784254162462  

著編者名 鈴木 淑夫 発行年 2005 商品コード 1011798971 

基本的な岩石学の語彙を集め、本来の定義を述べた岩石学辞典。異なった名称が付けられている類似した
現象や岩石などは一括して区分し、互いに比較できるよう編集する。 

  

有機化合物結晶作製ハンドブック 
 ―原理とノウハウ― 

出版社 丸善出版 

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 9784621079911  

著編者名 平山 令明 発行年 2008 商品コード 1008954399 

化学物質を精製・単離するうえで欠かすことのできない操作である結晶化について、経験豊富な研究者のノ
ウハウを、具体的かつ実用的にまとめる。有機化合物の結晶化を試みるすべての技術者・科学者の拠り所
となる一冊。（著作権の都合により、一部画像がないページがあります） 

  

世界で一番美しい深宇宙図鑑 
 ―太陽系から宇宙の果てまで― 

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 9784422450018  

著編者名 ホヴァート・スヒリング 発行年 2016 商品コード 1030856334 

※単語検索およびテキストコピーができません。 太陽系の外に広がる広大な宇宙の謎を探る旅へようこそ。星団・星雲、
銀河、ブラックホール、そして宇宙の果てへ。旅の主役は500枚以上におよぶ圧倒的に美しい写真と想像図。新発見の太
陽系外惑星から膨張宇宙、星団や銀河が作る大規模構造、星の形成、恒星での元素合成、惑星や生命の起源まで最先
端の情報が満載。地上の大型天体望遠鏡や宇宙望遠鏡の発展によって「ヴィジュアルサイエンス」へと進化した深宇宙天
文学の集大成。 
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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：9784326102723  商品コード： 1029728048 

気候正義 
 ―地球温暖化に立ち向かう規範理論― 

勁草書房 

台風の大型化、海面上昇、砂漠化の加速……1980年代以降、
温暖化は着実に進み、その影響から地球上の誰も逃れられな
い。温暖化をめぐる哲学的・倫理学的研究である「気候正義」の
本邦初の論集。排出量分配の正しさ、未来世代への義務、過去
の排出への責任、動物への影響などを学際的に論じる。海外の
記念碑的論文の邦訳も掲載。 

宇佐美 誠 著  2019年発行 
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生き物と音の事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥49,500 

同時3アクセス
(本体) 

¥99,000 

冊子版ISBN 9784254171679  

著編者名 生物音響学会 発行年 2019 商品コード 1031137144 

各項目1～4頁の読み切り形式で解説する中項目事典。コウモリやイルカのエコーロケー
ション（音の反響で周囲の状況を把握）、動物の鳴き声によるコミュニケーションなど、生
物は様々な場面で音を活用している。個々の生物種の発声・聴覚のメカニズムから生態・
進化的背景まで、生物と音のかかわりを幅広く取り上げる。［内容］生物音響一般／哺乳
類1霊長類ほか／哺乳類2コウモリ／哺乳類3海洋生物／鳥類／両生爬虫類／魚類ほか
／昆虫類ほか／比較アプローチ 

  

遺伝学辞典 

出版社 慶應義塾大学出版会 

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 9784766425253  

著編者名 Robert C. King 発行年 2018 商品コード 1028506628 

▼OUP刊“A Dictionary of Genetics、 Eighth edition”の全訳。▼遺伝学やライフサイエンス関連事項7、340項目を収録。
▼有用なデータを盛り込んだ充実の6つの付録を用意。▼遺伝学上重要な1、036件の歴史的出来事を年表として収録。
▼日本遺伝学会などが見直しを進める新和名を併記。▼日本語索引（英語付き）は和英辞典としても使用できる。 

  

微生物学辞典 

出版社 技報堂出版 

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 9784765500203  

著編者名 日本微生物学協会 発行年 1989 商品コード 1017890987 

多様化、複雑化した微生物学全般を、各分野を代表する著者の協力を得てまとめた辞典。約1万語を収録。 

  

光と生命の事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥36,300 

同時3アクセス(本体) ¥72,600 

冊子版ISBN 9784254171617  

著編者名 日本光生物学協会光と生命の事典編集委員会 発行年 2016 商品コード 1024118022 

生命を維持していくために，光はエネルギー源，情報源として必要不可欠である。本書は，光と生命に関連する事項や現
象を化学，生物学，医学など様々な分野から捉え，約200項目のキーワードを見開き2頁で読み切り解説。正しい基礎知
識だけでなく，応用・実用的な面からも項目を取り上げることにより，光と生命の関係の重要性や面白さを伝える。〔内容〕
基礎／光のエネルギー利用／光の情報利用（光環境応答，視覚）／光と障害／光による生命現象の計測／光による診
断・治療 

  

顔の百科事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥82,500 

同時3アクセス(本体) ¥123,750 

冊子版ISBN 9784621089583  

著編者名 日本顔学会 発行年 2015 商品コード 1022115554 

顔の歴史・文化・社会・科学的側面の事典 

生物 
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分子細胞生物学事典 

出版社 医学評論社 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784863991699  

著編者名 村上 康文 発行年 2013 商品コード 1016391646 

分子細胞生物学の中項目を詳述する事典。細胞レベルの分子生物学、キーテクノロジーなどの各項目を、
50音順ではなく、各章・項目の理解が容易になるように配慮して配列する。分子生物学関連データベースも
収録。 

  

時間生物学事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥39,600 

同時3アクセス(本体) ¥79,200 

冊子版ISBN 9784254171303  

著編者名 石田 直理雄 発行年 2008 商品コード 1016899729 

短周期リズムやアクトグラフ、視交叉上核、哺乳類の時計遺伝子、概日リズム睡眠障害、光環境など、時間
生物学に関する現象を、図表を交えてわかりやすく解説する。 

  

タンパク質の事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥78,100 

同時3アクセス(本体) ¥156,200 

冊子版ISBN 9784254171280  

著編者名 猪飼 篤 発行年 2008 商品コード 1013955815 

タンパク質全体を通じて観られる共通な性質とその測定法に重点をおき、タンパク質に関連する事項を解説
した事典。タンパク質分子個々についても詳細な機能と構造を紹介する。 

  

日本古典博物事典 動物篇 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥20,900 

同時3アクセス(本体) ¥31,350 

冊子版ISBN 9784585060666  

著編者名 小林 祥次郎 発行年 2009 商品コード 1013774772 

古代から近現代の多種多様かつ厖大な文献群を博捜し、日本人の心性の歴史を明らかにする事典。日本
人が、感情移入するほど近しい存在であった動物をどのように感じ、表現してきたのかを述べる。 

  

最新生命科学キーワードブック 
 ―よくわかるキーワード辞典― 

出版社 羊土社 

同時1アクセス(本体) ¥12,760 

同時3アクセス(本体) ¥25,520 

冊子版ISBN 9784758107143  

著編者名 野島 博 発行年 2007 商品コード 1011443746 

進展を続ける生命科学研究の理解に必要な用語を解説した初学者から研究者まで使える辞典。豊富な図
表で、よく見る用語も初めて聞く用語もよくわかる！ 

  

英和学習基本用語辞典生物 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 9784757415744  

著編者名 藤澤 皖 発行年 2009 商品コード 1011253314 

アメリカ、イギリスの高校の生物の教科書から必須用語1500 以上を選定し、和訳と日本語の解説をアルファベッ
ト順に掲載した学習用語辞典。高校生レベルの学習から学部・大学院留学対策にまで、幅広く活用できる。 

生物 
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魚類学の百科事典 （※） 

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 9784621303177  

著編者名 日本魚類学会 発行年 2018 商品コード 1030360990 

※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。 ●分類、系統、形態、分布、生態、行動、生理、発生、
遺伝、保護、社会（との関わり）の11章立て、291項目に凝縮した、魚類学の総合事典。●ワンテーマ見開き（2または4頁）
完結でどこからでも興味深く読める。●国内外で活躍する研究者や実務家221名による新鮮な書下ろし。●最新の研究動
向を反映し、魚類学の多彩な側面を広く深く解説。●引用・参照文献、索引（事項・魚名・人名）などの巻末情報も充実。 

  

動物学の百科事典 

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 9784621303092  

著編者名 日本動物学会 発行年 2018 商品コード 1029973278 

※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。 日本動物学会編集による本邦初の書
下ろしの事典。１項目２頁／４頁の解説で、分類系統、遺伝、細胞、進化、発生、生理・神経系、内分泌、生
体防御、行動、生態までの各分野と、さらには動物学の歴史、応用としてのバイオミメティクスをそれぞれ１
章ずつ設け、動物学が一望できる。 

  

谷津・内田動物分類名辞典 

出版社 中山書店 

同時1アクセス(本体) ¥64,900 

同時3アクセス(本体) ¥97,350 

冊子版ISBN 9784521001616  

著編者名 内田 亨 発行年 1972 商品コード 1016102090 

本邦唯一の動物分類名辞典。原生生物から脊椎動物に至る、すべての動物群の属種名とその特徴をシステ
マティックに網羅した決定版。独創性に富んだ「動物分類表」を発展的に継承。故・谷津直秀先生は、当代の
碩学で、記載には、独特のものがあった。その特色を継承し、系統分類のその後の進歩をとり入れた全１巻。 

  

シロアリの事典 

出版社 海青社 

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 9784860992606  

著編者名 吉村 剛 発行年 2012 商品コード 1013998379 

カースト分化の生理機構、シロアリコロニーの遺伝構造と繁殖システムなど、日本の研究者によるシロアリ
研究の最新成果を紹介するほか、シロアリへの対策、益虫としての利用方法、学校でのシロアリの教材化等
の話題も収録する。 

  

生物の動きの事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥39,600 

同時3アクセス(本体) ¥79,200 

冊子版ISBN 9784254101430  

著編者名 東 昭 発行年 1997 商品コード 1013955793 

生物を力学的見地から眺めたユニークな書。生物を飛行、遊泳、歩行という運動の仕方で分け、彼らがどう
いう流体力、地面反力をどのように利用しているか、環境にどのように適応しているかを明らかにする。 

  

生活害虫の事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥35,200 

同時3アクセス(本体) ¥70,400 

冊子版ISBN 9784254640311  

著編者名 佐藤 仁彦 発行年 2003 商品コード 1011798906 

自然環境の変化による害虫の生態変化、防除と環境への配慮など、生活害虫についてその形態・生理・生
態・生活史・被害・防除などを豊富な写真で平易に解説した事典。 
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図解特許用語事典 

出版社 三和書籍 

同時1アクセス(本体) ¥6,875 

同時3アクセス(本体) ¥10,307 

冊子版ISBN 9784862510266  

著編者名 溝辺 大介 発行年 2007 商品コード 1029684305 

特許や実用新案の出願に必要な明細書等に用いられる技術用語や、特許申請に特有の専門用語など、特許関連の基
礎知識を分類し、収録。図解やトピック別で、見やすく、やさしく解説。確認したい事項が、必要な時にすぐ参照できる。機
械加工方法、IT、パソコン用語、普通名称と間違われやすい登録商標一覧や、記号・罫線の一覧など、書類作成において
必要な情報も多数掲載。初心者でも困難なく、特許明細書が作成できるようになる。 

  

ナノ空間材料ハンドブック 
 ―ナノ多孔性材料、ナノ層状物質等が
切り開く新たな応用展開― 

出版社 エヌ・ティー・エス 

同時1アクセス(本体) ¥115,500 

同時3アクセス(本体) ¥173,250 

冊子版ISBN 9784860434335  

著編者名 有賀 克彦 発行年 2016 商品コード 1028388849 

・比表面積の大きさやその構造制御により、様々な機能を創出するナノ空間材料。・様々な分野への応用・
用途開発が進む。・研究動向の把握のみならず、第一線で活躍する研究者が今後の研究の進むべき方向
性を示唆。・研究機関はじめメーカでの製品開発に携わる人全てに最適な一冊。 

  

Jw_cadハンドブック困った!&便利技176 
（できるポケット） 

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) ¥5,874 

同時3アクセス(本体) ¥11,748 

冊子版ISBN 9784295002499  

著編者名 稲葉 幸行 発行年 2017 商品コード 1027349972 

▼練習用ファイルが版元の下記サイトより無料でダウンロード可能です。（登録が必要）http://book.impress.co.jp/books/1117101038 持ち
運びに便利なポケットサイズで「文字が大きい」「画面が大きい」「開きやすい」Jw_cad解説書。Jw_cadの基本的な作図操作だけでなく、作図
した図形の編集や変形方法を目的別のワザで解説。文字や寸法の記入のほか、線属性の変更やレイヤー管理などの活用テクニックを紹
介しています。また、また、ワザに対応した練習用ファイルをダウンロードして無料で利用できるので、紙面の状況をお手持ちのパソコンで
簡単に再現でき、効率的な学習が可能。これからJw_cadを始める方や、Jw_cadをもっと使いこなしたい方にも役立てられる解説書です。 

  

英語訳付き包丁と研ぎハンドブック 
 ―包丁と砥石の種類、研ぎ方がわかる― 
（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 9784416615737  

著編者名 月山義高刃物店 発行年 2015 商品コード 1023959591 

洋包丁・中華包丁も含めた日本で使われる包丁の種類と特徴、基礎知識、さらにその包丁の切れ味を支え
てきた砥石と研ぎの文化・技術を、英語訳付きで解説する。包丁のメンテナンスと保管についても紹介。 

  

騒音制御工学ハンドブック 

出版社 技報堂出版 

同時1アクセス(本体) ¥88,000 

同時3アクセス(本体) ¥132,000 

冊子版ISBN 9784765520096  

著編者名 日本騒音制御工学会 発行年 2001 商品コード 1018853662 

関連する広範な領域の研究者・技術者らが結集した学会が，研究成果，技術情報，最新知見を集大成。 

  

計算力学ハンドブック 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥78,100 

同時3アクセス(本体) ¥156,200 

冊子版ISBN 9784254231120  

著編者名 矢川 元基 発行年 2007 商品コード 1016382659 

今後ますます発展が期待される計算力学に関係する研究者、技術者たちが手元においてすぐに役立てられ
るハンドブック。計算力学のあらゆる分野を基礎編と応用編に分けて解説する。 

技術 
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先端素材業界ハンドブック （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 9784492071052  

著編者名 泉谷 渉 発行年 2011 商品コード 1011607114 

今や日本製造業株式会社の屋台骨を担う素材業界の中身を初公開！組み立て産業や部品産業が負けて
もビクともしない日本製造業の真の姿が見えてきます。 

  

略語大辞典  第2版 

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 9784621049549  

著編者名 加藤 大典 発行年 2002 商品コード 1008954401 

現代を解くキーワードである略語のデータブック。先端科学技術分野を中心に、各分野の専門家が執筆。薬
学、免疫学、宇宙・航空・軍事、コンピュータ、情報などに関わる６０００語を加えた１９９５年刊の第２版。 

  

特許英語翻訳ハンドブック 
 ―効率的な明細書翻訳のための資料と 
ノウハウ― 

出版社 朝日出版社 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

冊子版ISBN 9784255003979  

著編者名 佐藤 亜古 発行年 2007 商品コード 1028350916 

商標の記載方法は？ 米国特許庁のサイト内に限って検索するには？ 英和翻訳の基本事項と最新資料＆
ノウハウを系統的にわかりやすく整理。翻訳の品質および効率を向上させるのに役立つ情報が満載の一冊。 

技術 

技術者による実践的工学倫理 
 ―先人の知恵と戦いから学ぶ― 第4版 

化学同人 

同時１アクセス（本体） 
¥5,830 

同時３アクセス（本体） 
¥8,250 

冊子版ISBN：9784759819779  商品コード： 1030360980 

技術者OBが長年の経験と研究成果を結集して編んだ、定評ある教科
書の最新改訂版。新たにバイオテクノロジーと情報技術の章を設ける
とともに、発生し続ける工学倫理的問題の最新事例を取り入れるなど
して、内容を新しくした。未来の科学技術を担う若者が、心得ておくべ
きことを知り、意見を交わし合いながら学べる。 

近畿化学協会工学倫理研究会 著 
2019年発行 
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言語処理学事典 

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 9784320122383  

著編者名 言語処理学会 発行年 2009 商品コード 1011618920 

わが国における自然言語処理の第一線で活躍中の研究者１２４名が総力を挙げて執筆
した事典。言語資源、基礎技術、統合技術・応用システム、言語科学の基礎、言語科学
の展開という大項目に分類・体系化した全２７１項目を解説。 

  

人工知能学事典 

出版社 共立出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥48,400 

同時3アクセス
(本体) 

¥72,600 

冊子版ISBN 9784320121072  

著編者名 人工知能学会 発行年 2005 商品コード 1011618921 

人工知能に関する学術を人工知能学という新たな視点から見直し、ロボット工学、計算機
科学はもとより、哲学、認知科学、言語学、情報処理技術など、幅広い分野を網羅し解説。
関連するトピックスも掲載。 

情報 

  

できるポケット 時短の王道 Excel関数
全事典 ―Office365&Excel2019/2016 
/2013/2010対応―改訂版 

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) ¥4,554 

同時3アクセス(本体) ¥9,108 

冊子版ISBN 9784295005803  

著編者名 羽山 博 発行年 2019 商品コード 1030550344 

Office 365およびExcel 2019/2016/2013/2010と、現行のすべてのバージョンに対応した全484関数を解説。
目次のほか「関数名インデックス」「目的別インデックス」から探せて、関数の機能や読み方、引数の指定方
法、具体的な使用例など、実務での活用に必要なことがすぐ調べられます。 

  

エンサイクロペディア技術書典シリーズ 
2018冬 （技術書典Series） 

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) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) ¥26,400 

冊子版ISBN 9784844398837  

著編者名 インプレスR&D山城編集部 発行年 2018 商品コード 1030447023 

2018年後半の最新技術動向がこの１冊に集結！ 
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エンサイクロペディア技術書典シリーズ 
2018冬 【スマホ・読上】 
（技術書典Series） （※） 

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) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) ¥26,400 

冊子版ISBN 9784844398837  

著編者名 インプレスR&D山城編集部 発行年 2018 商品コード 1030447040 

2018年後半の最新技術動向がこの１冊に集結！ 

  

情報倫理ハンドブック 2019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) ¥2,557 

冊子版ISBN - 

著編者名 noa出版 発行年 2019 商品コード 1029883431 

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。 

  

情報倫理ハンドブック 2018年度版 

出版社 ｎｏａ出版 

同時1アクセス(本体) ¥918 

同時3アクセス(本体) ¥2,755 

冊子版ISBN - 

著編者名 noa出版 発行年 2018 商品コード 1027049706 

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。 

  

情報倫理ハンドブック 2017年度版 

出版社 ｎｏａ出版 

同時1アクセス(本体) ¥917 

同時3アクセス(本体) ¥1,834 

冊子版ISBN - 

著編者名 noa出版 発行年 2017 商品コード 1025226094 

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。（別途）意識づけや理解度チェックにぜひご利用ください。 

  

情報倫理ハンドブック 第4版 

出版社 ノア出版 

同時1アクセス(本体) ¥917 

同時3アクセス(本体) ¥1,834 

冊子版ISBN - 

著編者名 noa出版 発行年 2015 商品コード 1018868283 

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。（別途）意識づけや理解度チェックにぜひご利用ください。 

  

ショートカットキー全事典 
 ―時短の王道―改訂版 
（できるポケット） 

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) ¥2,904 

同時3アクセス(本体) ¥5,808 

冊子版ISBN 9784295005223  

著編者名 インサイトイメージ 発行年 2018 商品コード 1029684283 

収録している全ショートカットキーの一覧表（PDFファイル）が無料でダウンロード可能です。詳細は「本書の読み方」の
ページをご参照ください。通常はマウスで行う操作をキーの組み合わせで行い、短時間で処理する「ショートカットキー」は、
時短術の王道といえるもの。毎日の仕事でよく使う操作のショートカットキーを覚えれば、それだけでスピードアップの効果
は計り知れません。本書はWindows、Office（Word、Excel、PowerPoint、Outlook)、Chrome、Gmail、Googleカレンダーの、
定番OS/アプリに対応。「倍速マーク」で効率のいいワザを見つけ、覚えたワザにはチェックマークを付けていきましょう。 
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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。 

  

エンサイクロペディア技術書典シリーズ 
2018夏 （技術書典Series） 

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) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) ¥26,400 

冊子版ISBN 9784844398547  

著編者名 インプレスR&D山城編集部 発行年 2018 商品コード 1028860012 

2018年の最新技術動向がこの１冊に集結！ 

  

エンサイクロペディア技術書典シリーズ 
2018夏 【スマホ・読上】 
（技術書典Series） （※） 

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) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) ¥26,400 

冊子版ISBN 9784844398547  

著編者名 インプレスR&D山城編集部 発行年 2018 商品コード 1028860026 

2018年の最新技術動向がこの１冊に集結！ 

  

LATEX2ε辞典 増補改訂版 
（Desktop reference） 

出版社 翔泳社 

同時1アクセス(本体) ¥10,780 

同時3アクセス(本体) ¥21,560 

冊子版ISBN 9784798157078  

著編者名 吉永 徹美 発行年 2018 商品コード 1029044907 

唯一無二のLaTeXリファレンスとしての信頼感はそのままに、TeX LiveやUnicode環境にも対応して帰ってき
た！現場で実際に使われる中で必要とされるノウハウをぎっしり詰め込み、豊富なサンプルと実行結果で丁
寧に解説します。さらにプレゼンテーション環境Beamerなど、文書作成にとどまらないテクニックも満載。この
一冊が、LaTeXを「さらに」使いこなせるようにしてくれます！ 

  

新ほめられデザイン事典写真レタッチ・
加工 ―Photoshop― 

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 9784798155890  

著編者名 永楽 雅也 発行年 2018 商品コード 1029044918 

おぼえて楽しいテクニック満載！本書は定番のレタッチから、トレンドの加工表現、また驚くようなコラージュ
まで一冊にまとめた140の上質レシピ集です。「これ、どうやって作ったの？」「ちょっと真似してみたい」そん
な魅力的なテクニックが満載です。＊サンプルデータは一部ダウンロードできます。 

  

正規表現辞典 改訂新版 
（Desktop reference） 

出版社 翔泳社 

同時1アクセス(本体) ¥8,910 

同時3アクセス(本体) ¥19,580 

冊子版ISBN 9784798156422  

著編者名 佐藤 竜一 発行年 2018 商品コード 1028057588 

正規表現の役割や基本的な使い方を解説した「イントロダクション」、用途・対応言語・ツールがすぐにわかる
「メタキャラクタリファレンス」、さらに”やりたいこと”に応じた目的引きが可能な「逆引きリファレンス」という構
成で、一般的に使われる正規表現を網羅して紹介しています。 

  

Excel関数 ―2016/2013/2010対応―
（できる大事典） 

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) ¥10,395 

同時3アクセス(本体) ¥20,790 

冊子版ISBN 9784295002253  

著編者名 羽山 博 発行年 2017 商品コード 1025526678 

Excelの全関数を完全網羅した解説書がついに登場。Excel 2016/2013/2010に対応して「これ1冊」で安心。
購入特典に検索しやすいPDF電子版付き。使用例ファイルもダウンロードできる！ 
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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。 

  

Windows 10 （できる大事典） 

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) ¥8,019 

同時3アクセス(本体) ¥24,057 

冊子版ISBN 9784844380139  

著編者名 羽山 博 発行年 2016 商品コード 1024718527 

「Microsoft Edge」や「Cortana」といった最新機能を含めた、Windows 10でできるすべてのことを1冊に収めた大事典です。
各項には使用シーンをイメージしやすいタイトルが付いていて、知りたい操作方法を目次などからすぐに見つけられます。
ていねいな手順解説、つまづきやすいポイントや知っておくと便利な情報をフォローしたHINTなど、「できるシリーズ」で培
われた紙面構成は抜群のわかりやすさ。はじめてパソコンに触れる人も、古いWindowsから乗り換えた人も、安心して読
み進められます。 

  

Excel 2016 （できる大事典） 

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) ¥8,844 

同時3アクセス(本体) ¥17,688 

冊子版ISBN 9784844381303  

著編者名 尾崎 裕子 発行年 2016 商品コード 1023746010 

新機能をはじめ、表の操作から関数、マクロまで、Excel 2016の機能を目的別に分類し、実際の操作手順と
ともに丁寧に解説する。電子書籍版(PDF)、練習用ファイルをダウンロードできるURL付き。 

  

iPhone5s/5c完全(コンプリート)大事典 
―激ワザ凄ワザ裏ワザが満載!― 
（今すぐ使えるかんたんPLUS） 

出版社 技術評論社 

同時1アクセス(本体) ¥2,310 

同時3アクセス(本体) ¥4,620 

冊子版ISBN 9784774161907  

著編者名 井上 真花 発行年 2014 商品コード 1022312128 

iPhone5s/5cの基本操作と設定から、電話機能、メール、インターネット、カメラ、地図、音楽&ビデオ、便利技
まで、画面写真を用いてわかりやすく解説します。au、SoftBank、docomo対応。 

  

iPhone 6完全(コンプリート)大事典 ―激
ワザ凄ワザ裏ワザが満載!― 
（今すぐ使えるかんたんPLUS） 

出版社 技術評論社 

同時1アクセス(本体) ¥2,640 

同時3アクセス(本体) ¥5,280 

冊子版ISBN 9784774169491  

著編者名 秋葉 けんた 発行年 2015 商品コード 1022312198 

iPhone 6の基本操作と設定から、電話機能、メール、インターネット、カメラ、地図、音楽&ビデオ、便利ワザま
で、画面写真を用いてわかりやすく解説します。 

  

iPhone 6 plus完全 (コンプリート) 大事
典 ―激ワザ凄ワザ裏ワザが満載!― 
（今すぐ使えるかんたんPLUS） 

出版社 技術評論社 

同時1アクセス(本体) ¥2,640 

同時3アクセス(本体) ¥5,280 

冊子版ISBN 9784774169507  

著編者名 秋葉 けんた 発行年 2015 商品コード 1022312199 

iPhone 6 Plusの基本操作と設定から、電話機能、メール、インターネット、カメラ、地図、音楽&ビデオ、便利
ワザまで、画面写真を用いてわかりやすく解説します。 

  

iPhone 6s/6s plus完全 (コンプリート) 
大事典 ―知っておきたい小技&裏技が
満載!―（今すぐ使えるかんたんPLUS） 

出版社 技術評論社 

同時1アクセス(本体) ¥2,640 

同時3アクセス(本体) ¥5,280 

冊子版ISBN 9784774177625  

著編者名 秋葉 けんた 発行年 2016 商品コード 1022312278 

iPhone 6s/6s Plusの基本操作と設定から、電話機能、メール、インターネット、カメラ、地図、音楽&ビデオ、
便利技まで、画面写真を用いてわかりやすく解説します。 
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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。 

  

iPhoneアプリ超事典1000 2015年版  
２０１５年版（できるポケット） 

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) ¥3,234 

同時3アクセス(本体) ¥6,468 

冊子版ISBN 9784844336754  

著編者名 リブロワークス 発行年 2014 商品コード 1018868654 

Web&メール、コミュニケーション、ビジネス、音楽&動画…。iPhoneの特撰アプリ1000本を、スクリーンショット
とQRコード付きで徹底解説。iPhone/iPad、iOS8対応。電子版ダウンロード特典あり。 

  

ICTことば辞典 ―ネット時代のニュース
がよくわかる250の重要キーワード― 

出版社 三省堂 

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 9784385137377  

著編者名 大谷 和利 発行年 2015 商品コード 1018720293 

クラウド、STEM教育、ウェアラブルデバイス、スマートグリッド…。テクノロジーやコンピューターに関する「こ
とば」を、豊富なイラストや写真とともに、やさしくわかりやすく解説。 

  

ショートカットキー全事典 ―一瞬で差がつくPC
活用術 : Windows & IE/Word/Excel 
/PowerPoint/Outlook/Gmail 
/Googleカレンダー―（できるポケット） 

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) ¥2,970 

同時3アクセス(本体) ¥5,940 

冊子版ISBN 9784844336693  

著編者名 インサイトイメージ 発行年 2014 商品コード 1018868657 

手元に置いてすぐ引ける! 実務に役立つショートカットキーを紹介。280の時短ワザを収録し、操作の使用頻
度、短縮度、組み合わせなども表示する。電子版をダウンロードできるURL付き。 ※「無料電子版データの
ダウンロードサービス」は冊子版購入者を対象としており、当電子版は対象外です。 

  

Excel関数全事典 （できるポケット） 

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) ¥3,960 

同時3アクセス(本体) ¥7,920 

冊子版ISBN 9784844335573  

著編者名 羽山 博 発行年 2014 商品コード 1018868672 

Excelのすべての関数の機能や引数の意味を解説した入門書。実践的な使用例を満載する。サンプルファイ
ルはWebサイトからダウンロードできる。2013/2010/2007対応。 

  

Windows 8 ―Windows 8/Windows 8 
Pro/Windows 8 Enterprise対応― 
（できる大事典） 

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) ¥8,170 

同時3アクセス(本体) ¥16,341 

冊子版ISBN 9784844333876  

著編者名 羽山 博 発行年 2013 商品コード 1018868693 

Windows 8の新機能をはじめ、パソコンを効率よく、快適に使うために必要なほぼすべての機能を、操作の
手順とともに詳しく解説する。Windows 8、Pro、Enterpriseの3エディションに対応。 

  

Windows7 Starter/Home 
Premium/Professional/Enterprise/Ulti
mate （できる大事典） 

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) ¥8,098 

同時3アクセス(本体) ¥16,196 

冊子版ISBN 9784844328117  

著編者名 羽山 博 発行年 2010 商品コード 1018868715 

Ｗｉｎｄｏｗｓ７の新機能はもちろんのこと、パソコンを効率よく快適に使う上で必要なほとんどすべての機能を
詳しく解説する。Ｗｉｎｄｏｗｓ７日本語版のすべてのエディションに対応。 ※「無料電話サポート」は、冊子版
購入者を対象としており、当電子版は対象外です。 
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Androidスマートフォンアプリ超事典1000 
2015年版 ２０１５年版（できるポケット） 

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) ¥3,234 

同時3アクセス(本体) ¥6,468 

冊子版ISBN 9784844337126  

著編者名 アンドロイダー 発行年 2014 商品コード 1018868643 

Web&メール、コミュニケーション、ビジネス、音楽&動画…。Androidスマートフォン&タブレットの特撰アプリ
1025本をQRコード付きで徹底解説。電子版ダウンロード特典あり。 ※「無料電子版データのダウンロード
サービス」は冊子版購入者を対象としており、当電子版は対象外です。 

  

iOS／Android対応アプリ開発ツール
「Corona SDK」ハンドブック2011 

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) ¥127,600 

同時3アクセス(本体) ¥255,200 

冊子版ISBN -  

著編者名 山本 直也 発行年 2011 商品コード 1011342798 

Corona SDKとは、iPhoneやiPad、Androidといったスマートフォンやタブレット端末向けのアプリケーションを
開発するためのツールである。プログラマー、企画者、デザイナーに向けて、iPhone/iPad/Androidのタブレッ
ト端末やスマートフォンといったクロスプラットフォーム向けに、気軽にオリジナルアプリを開発するための
ツール「Corona SDK」の総合的なガイドブック。 

  

パソコン仕事術全事典 
 ―時短の王道― 
（できるポケット） 

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) ¥4,554 

同時3アクセス(本体) ¥13,662 

冊子版ISBN 9784295007340  

著編者名 トップスタジオ 発行年 2019 商品コード 1030831445 

コンパクトなのに大ボリューム！ 確かな仕事力が身に付く150ワザ。王道の3原則で、速く、ムダなく、ミスも
ないパソコン仕事のパーフェクトな時短が実現できます。 

  

最強のメモ術OneNote (ワンノート)  
全事典 （できるポケット） 

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) ¥3,564 

同時3アクセス(本体) ¥10,692 

冊子版ISBN 9784295007357  

著編者名 インサイトイメージ 発行年 2019 商品コード 1030831446 

最新版「OneNote for Windows 10」に完全対応！ 議事録や名刺管理など、ビジネスで役立つ使い方を全解
説します。 

  

できるポケット Web制作必携 
HTML&CSS全事典 改訂版 HTML 
Living Standard & CSS3 対応 

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) ¥5,874 

同時3アクセス(本体) ¥11,748 

冊子版ISBN 9784295008286  

著編者名 加藤 善規 発行年 2020  商品コード 1031340565 

HTML/CSS を記述・修正する立場の人、Web 制作の基本を1からしっかり学びたい人、学び直したい人。手
頃なリファレンスがほしい人向けに、最新の仕様で紹介。使用頻度マーク（POPULAR・USEFUL・SPECIFIC・
RARE の 4 段階）をすべての要素・プロパティに掲示し、解り易く解説。 

  

AI事典 第3版 

出版社 近代科学社 

同時1アクセス(本体) ¥29,700 

同時3アクセス(本体) ¥59,400 

冊子版ISBN 9784764906044  

著編者名 中島 秀之 ほか 発行年 2019 商品コード 1031340569 

人工知能（AI）研究を牽引する代表的な研究者が編・著を務め、各研究カテゴリーの最前線で活躍する100
余名の気鋭の研究者が執筆を手掛けた事典。コンセプトは「執筆者の主観を軸に、読者が興味を持って面
白く読める内容にすること」。従来の主要テーマのほか、ディープラーニング、AIにおける論争、汎用人工知
能など、いま外せないトピックスを幅広く解説する。 
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Excel VBA逆引き辞典パーフェクト 
 第3版 

出版社 翔泳社 

同時1アクセス(本体) ¥9,350 

同時3アクセス(本体) ¥18,700 

冊子版ISBN 9784798146584  

著編者名 田中 亨 発行年 2016 商品コード 1031579485 

業務自動化やデータ分析の重要性が高まるにつれ、Excel VBAの存在感が増しています。本書はこれまで、
VBAの「座右の書」として多くの方々に利用されてきました。第3版ではExcel 2016に対応し、「テーブル」操作
を追加。630にもおよぶ項目数で、VBAにまつわるすべてを網羅。各項目で使用したサンプルファイルをダウ
ンロードすれば、操作しながら理解を深めることができます。 

  

Excel関数逆引き辞典パーフェクト 
 第3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 9784798146720  

著編者名 きたみ あきこ 発行年 2016 商品コード 1031579486 

ロングセラー「逆引き辞典」がExcel2016に対応しました。Excelの関数はバージョンを重ねるごとに拡大し、最
新版では450種を超えています。膨大な数の関数をすべて頭に入れて使いこなすのは至難の技。そんなとき、
知りたい時に即座に調べられる本書が役立ちます。関数のあらゆるテクニックを網羅しているので、基礎を
知りたい人から会社のデータを効率よく分析したい人まであらゆるニーズに対応しています。 

  

ホームページ辞典 
 ―HTML・CSS・JavaScript―第6版 

出版社 翔泳社 

同時1アクセス(本体) ¥7,260 

同時3アクセス(本体) ¥14,520 

冊子版ISBN 9784798153216  

著編者名 アンク 発行年 2017 商品コード 1031579491 

Web制作に欠かせない定番ベストセラー『ホームページ辞典』シリーズの最新改訂版が登場！HTML（構
造）・CSS（デザイン）・JavaScript（動き）の3大要素の解説を1冊にまとめたおトクな辞典です。第6版は最新
TML5、CSS3の解説を増量。モダンブラウザ／iPhone＆Androidにも対応し、近年のWebトレンドに合わせた、
より実践的な内容になっています。 

 
人工知能学大事典 

同時１アクセス（本体） 
¥141,900 

同時３アクセス（本体） 
¥212,850 

冊子版ISBN：9784320124202  商品コード： 1031537729 

基礎理論から応用事例まで、関連分野を含め770項目を収録した中項
目事典。人工知能をテーマごとに章分けし、そのテーマに関係する項
目を並べた形になっている。各章のはじめの概説で各テーマ全体を概
観しつつ、個々の知りたい項目についてはそれぞれを選択的に読んで
いただき、あるテーマについて全般的な知識を得たければその章を最
初から最後まで読んでいただくなど、この大事典はさまざまな使い方が
できる。 

人工知能学会 著編 
2017年発行 



● 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。 

  

セラミックス辞典 第2版 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥59,400 

同時3アクセス
(本体) 

¥89,100 

冊子版ISBN 9784621042984  

著編者名 日本セラミックス協会 発行年 1997 商品コード 1024118318 

セラミックスおよびその関連分野の用語を解説。抄録項目・字数を約２倍に増やした
第２版。 

  

■セラミック工学ハンドブック 
 第２版 

出版社 技報堂出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥143,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥214,500 

冊子版ISBN 9784765500326  

著編者名 日本セラミックス協会 発行年 2002 商品コード 1017890984 

今回の改訂では、時代の要請に応え、とくに「生体関連セラミックス」「エネルギー・環境関
連セラミックス」の２つの章を新設。技術的進展に対応すべく、最新知見を盛り込み、日本
セラミック協会が総力をあげて全面改訂した書。 

化学工学 

  

化粧品ハンドブック  
 ―医師・医療スタッフのための― 

出版社 中外医学社 

同時1アクセス(本体) ¥7,260 

同時3アクセス(本体) ¥14,520 

冊子版ISBN 9784498063587  

著編者名 平尾 哲二 発行年 2016 商品コード 1028499640 

従来の基礎化粧やスキンケアのみならず，アンチエイジングやボディケアなど，消費者のニーズは広く深くなり，多種多様
な化粧品アイテムが増え続けている．また，今や女性だけではなく男性もスキンケアをする時代，化粧品によって皮膚トラ
ブルを起こす人も増加傾向にある．本書ではそんな現状を踏まえ，皮膚科医が知っておくべき化粧品の知識を紹介．教科
書的，マニア的な情報は割愛し，実際の患者対応に役立つプラクティカルな書とした． 

  

陶芸・セラミック辞典 

出版社 技報堂出版 

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 9784765500128  

著編者名 素木 洋一 発行年 1982 商品コード 1017890985 

広範な分野で利用されている芸術的・技術的に重要な１万余語を、芸術・科学の両視点で解説。 
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最新香料の事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥72,600 

同時3アクセス(本体) ¥145,200 

冊子版ISBN 9784254252415  

著編者名 荒井 綜一 発行年 2000 商品コード 1016382660 

匂いの科学、香料の歴史・素材、香粧品香料、天然および食品の香気成分、食品のフレーバー、香料の試
験と規格など、香料に関する最新の知見を広く網羅した事典。１９８０年刊「香料の事典」の内容を全面的に
刷新。 

  

高分子劣化・長寿命化ハンドブック 

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 9784621084199  

著編者名 大沢 善次郎 発行年 2011 商品コード 1014446539 

高分子劣化の基礎、劣化機構、長寿命化技術、劣化試験法・評価法、寿命予測などについて、豊富な図表
を用いてやさしく解説。汎用高分子、高機能性樹脂に関する各論も収録する。 

  

香りの百科 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥63,800 

同時3アクセス(本体) ¥127,600 

冊子版ISBN 9784254252583  

著編者名 日本香料協会 発行年 2009 商品コード 1013955822 

１８０種類の植物性香料について、栽培・使用の歴史・産地・製法・香気成分・香料の用途などを、写真ととも
に紹介。各香料に関する参考文献、和文・欧文・学名を掲載する。最新データを盛り込んだ新装版。 

  

セルロースの事典 

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 9784254470444  

著編者名 セルロース学会 発行年 2008 商品コード 1013955847 

セルロース資源や、セルロースの生合成・高次構造・化学反応・生分解・利用、セルロースおよび誘導体の
物性といった、それぞれの分野の最先端の研究成果をまとめる。 

  

架橋反応ハンドブック 

出版社 丸善出版 

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 9784621086865  

著編者名 中山 雍晴 発行年 2013 商品コード 1013867158 

塗料分野の成果を中心に、架橋剤の性質・反応機構・副反応・架橋結合の性質など、必要な基本的知見を
体系的にまとめ、他分野でも応用できる知識を収載。 

  

化学工学ハンドブック 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥61,600 

同時3アクセス(本体) ¥123,200 

冊子版ISBN 9784254250305  

著編者名 荻野 文丸 発行年 2004 商品コード 1011798974 

化学工学の集大成ともいうべきハンドブック。熱力学、流体工学、伝熱工学、拡散分離工学、機械的操作工学、
熱と物質の同時移動、反応工学、プロセスシステム工学、生物工学、エネルギー工学の１０章で構成する。 

化学工学 

2020/4 

40 



● 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。 

  

塗装ハンドブック 

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 9784254200843  

著編者名 石塚 末豊 発行年 1996 商品コード 1011798972 

塗装実務に携わっている技術者、関連業種の技術者・研究者のための最新のハンドブック。 

  

顔料の事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥61,600 

同時3アクセス(本体) ¥123,200 

冊子版ISBN 9784254252439  

著編者名 伊藤 征司郎 発行年 2000 商品コード 1011798975 

塗料、印刷インキ、化粧品、プラスチックから導電性材料、磁性材料、充填剤等と顔料の用途は、化学技術
の進歩と共に多様化している。顔料全般にわたって基礎から応用までを網羅した事典。 

  

化学物質・プラント事故事例ハンド 
ブック 

出版社 丸善出版 

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 9784621076811  

著編者名 田村 昌三 発行年 2006 商品コード 1008954410 

日本での化学物質・プラント分野の爆発・火災・破裂・漏洩等の事故事例を紹介し、それらの知識と教訓を
データベース化。事故事例の解析・活用編、事故事例データ編、失敗百選、用語・物質編の４部構成。 

  

濾過工学ハンドブック 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥30,800 

同時3アクセス(本体) ¥46,200 

冊子版ISBN 9784621081778  

著編者名 世界濾過工学会日本会 発行年 2009 商品コード 1008954402 

濾過の基礎理論や濾過器の種類といった学術的な知識のほか、現場での実践的応用に役立つ例題を多数
掲載。濾過器メーカーの技術者やユーザーにきわめて有用な固液分離の知識、数式、データ、および装置
図を豊富に提供する。 

  

爆発物探知ハンドブック 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥20,900 

同時3アクセス(本体) ¥31,350 

冊子版ISBN 9784621083314  

著編者名 火薬学会爆発物探知専門部会 発行年 2010 商品コード 1008954400 

本書「爆発物探知ハンドブック」は、火薬学会 爆発物探知専門部会編集で、テロ対策の爆薬探知を目的に、
爆発物に関する最先端の内容を解説した本邦初の書籍です。火薬学会は、爆発物の安全な利用を研究す
る学会として、テロ対策のための爆発物検出の研究を組織的にリードする学会です。 

  

刺激応答性高分子ハンドブック 

出版社 エヌ・ティー・エス 

同時1アクセス(本体) ¥132,000 

同時3アクセス(本体) ¥198,000 

冊子版ISBN 9784860435356  

著編者名 宮田 隆志 発行年 2018 商品コード 1030871162 

外部の刺激に応答して可逆的に性質を変化させる刺激応答性高分子の基礎から応用までパイオニアが
揃って執筆。新しいアイデアがちりばめられたハンドブック。 

化学工学 
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低温「ふしぎ現象」小事典 
 ―0℃～絶対零度で何が起こるか?― 
（ブルーバックス B-1751） 

出版社 講談社 

同時1アクセス(本体) ¥2,000 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784062577519  

著編者名 低温工学・超電導学会 発行年 2011 商品コード 1021734653 

凍った魚がよみがえる「生体冷凍保存術」、ダークマターを捉える超ヘビー級の低温液体…。氷点下をはる
かに下回る世界で、なぜ「ふしぎ現象」が生じるのか、低温技術で何ができるかを解説する。 

  

機械設計ハンドブック ―JIS対応― 

出版社 共立出版 

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 9784320081949  

著編者名 武田 信之 発行年 2014 商品コード 1017819896 

機械設計を行う上で必須となる機械工学の要項と基本式を簡潔にまとめ、併せて設計に関連するJIS規格
の主要部分をもれなく収録したハンドブック。設計のポイント、設計例も盛り込む。 

  

機械力学ハンドブック 
 ―動力学・振動・制御・解析― 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥46,200 

同時3アクセス
(本体) 

¥92,400 

冊子版ISBN 9784254231403  

著編者名 金子 成彦 発行年 2015 商品コード 1023366670 

機械力学を実用に供するために、理論から応用までを集大成し、動力学、振動、制御、解
析を中心に解説する。内容の理解に必要な歴史的背景、基礎的な用語、手法、概念もま
とめる。 

  

原子力・量子・核融合事典  
<全6巻> 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス
(本体) 

¥495,000 

同時3アクセス
(本体) 

¥742,500 

冊子版ISBN 9784621088746  

著編者名 田中 知 発行年 2014 商品コード 1019023645 

プラズマ物理・核融合、放射線医療・加速器（量子ビーム）、原子力工学など原子核関連
の科学・技術を、基礎知識から最先端の技術まで網羅的に取り上げて解説する全6分冊
の本格的事典。 全編、図表を多用し、見開き2ページないし4ページ読切りの構成で、どこ
からでも読むことができます。第Ⅴ分冊では「東日本大震災と原子力発電所事故」を扱い、
地震・津波、事故の推移・分析から社会影響までを詳細に検討しています。総目次、総索
引、分冊索引を充実、大部にもかかわらず、検索しやすく使いやすい事典となっています。 

機械工学 
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最新・光学技術ハンドブック 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥105,600 

同時3アクセス(本体) ¥211,200 

冊子版ISBN 9784254210323  

著編者名 辻内 順平 発行年 2002 商品コード 1016382657 

基礎理論から応用理論まで最新の情報を網羅し、光学技術全般を「基礎」「技術」に重点を置いて解説する
「現場で役立つ」ハンドブックの定本。「光学技術ハンドブック」および「光工学ハンドブック」の新版。 

  

図説機械用語事典  新版 

出版社 実教出版 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784407315448  

著編者名 淺岡 廣一 発行年 2009 商品コード 1012749696 

機械に関する知識や技術の基礎的基本的事項として、設計・製図、機械材料、機械工作、計測・制御、原動
機、生産システムに加え、電気・電子、情報、環境、安全に関わる用語を取り上げ、図表によりわかりやすく
解説する。 

  

日中英機械対照用語辞典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥44,000 

同時3アクセス(本体) ¥88,000 

冊子版ISBN 9784254230871  

著編者名 日中英用語辞典編集委員会 発行年 1996 商品コード 1011798973 

日本・中国・米国の機械を学ぶ人々および機械産業に携わる人々に役立つよう、頻繁に使われる機械用語
約４５００語を選び、日中英、中日英、英日中の順に配列し、どこからでも用語が探し出せるように図った。 

わかりやすい機械教室 シリーズ 

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 

材料力学考え方解き方 ―演習付― 第3版 萩原 國雄 1994 9784501412500 ¥8,184  ¥12,276  1011596735 

機械力学 ―考え方・解き方― 第3版 小山 十郎 1994 9784501412609 ¥7,161  ¥10,741  1011596736 

空気圧の基礎と応用  高橋 徹 1995 9784501412906 ¥6,138  ¥9,207  1011596737 

熱力学考え方解き方  小林 恒和 1997 9784501413507 ¥6,393  ¥9,589  1011596738 

油圧の基礎と応用  高橋 徹 1997 9784501413606 ¥6,649  ¥9,974  1011596739 

流体の基礎と応用  改訂 森田 泰司 1997 9784501413705 ¥6,138  ¥9,207  1011596740 

機械の設計考え方・解き方  第3版 須藤 亘啓 2006 9784501415808 ¥7,927  ¥11,892  1011596741 

材料力学考え方解き方  第4版 萩原 國雄 2010 9784501418502 ¥7,672  ¥11,509  1011601113 

8冊揃価格 

同時1アクセス 
(本体) 

同時3アクセス 
(本体) 

￥56,262 ￥84,395 

機械工学 
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電気回路ハンドブック 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥59,400 

同時3アクセス
(本体) 

¥118,800 

冊子版ISBN 9784254220612  

著編者名 奥村 浩士 発行年 2016 商品コード 1026405286 

電気回路は、ますます電化の進む社会基盤を構築する重要な技術である。しかし、シス
テムが複雑化するなか、基本的な技術が疎かになり、思わぬ事故が発生したり、また回
路のブラックボックス化で若い技術者・研究者がその背景や経緯を知らずに扱うことは、
さらなる発展への障害となるおそれがある。本ハンドブックは、人類の技術遺産ともいうべ
き「電気回路」の歴史的回路から最新の電気回路、省エネが期待される電力システムま
でを網羅、回路解析に用いられる数学も詳述。 

  

ロボット制御学ハンドブック = 
Robot control handbook 

出版社 近代科学社 

同時1アクセス
(本体) 

¥89,100 

同時3アクセス
(本体) 

¥178,200 

冊子版ISBN 9784764904736  

著編者名 松野 文俊 発行年 2017 商品コード 1026405299 

ロボットを思いどおりに動かすために必要な制御技術を知り、ロボットを使えるようにする
ために、ロボットの制御に特化した領域を「ロボット制御学」と名づけ、本書のの出版を企
画した。本書は、なぜロボットに制御が必要なのか？ から始まり、モデリング→設計→実
装まで一連の流れを理解し、実践できるようになることを目的とする。 

電気工学 

  

環境発電ハンドブック 
 ―電池レスワールドによる豊かな環境
低負荷型社会を目指して― 

出版社 エヌ・ティー・エス 

同時1アクセス(本体) ¥102,520 

同時3アクセス(本体) ¥153,780 

冊子版ISBN 9784864690478  

著編者名 鈴木 雄二 発行年 2012 商品コード 1028388855 

※著作権などの理由により、掲載されていないページがございます。 環境中に薄く広く存在するエネルギー
から、電力を取り出す環境発電（Energy Harvesting）。低環境負荷、配線不要かつ、メンテナンスフリーの電
源として、様々な用途が期待される。環境発電の原理・材料技術から、導入メリットが期待される分野への応
用・実例を詳説。周辺技術・市場動向についても1編研究開発に即役立つ書！ 

  

小形アンテナハンドブック 

出版社 共立出版 

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 9784320086470  

著編者名 藤本 京平 発行年 2017 商品コード 1027441304 
今日の無線システムは携帯電話、WLANやWiFi（相互接続承認）のデータ伝送、スイカなどのRFID（電波による個体
識別）やNFC（至近距離通信）、人体装着機器、ドローン等、小形アンテナの利用が多種多様となり、それぞれの
ニーズに合ったアンテナの設計が要求される。本書は、小形アンテナの基礎的事項から、アンテナの小形化・高機
能化の手法、電磁シミュレーション、特性評価法、最新の各種アンテナ設計技術まで、図例を多く用いて解説した
ハンドッブック。 
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Skype (スカイプ) 完全 (コンプリート)  
大事典 （今すぐ使えるかんたんPLUS） 

出版社 技術評論社 

同時1アクセス(本体) ¥2,310 

同時3アクセス(本体) ¥4,620 

冊子版ISBN 9784774162744  

著編者名 リンクアップ 発行年 2014 商品コード 1022312140 

通話やチャットをユーザー間で無料利用できる通信サービス、Skype。Windows、Mac、iPhone、Androidでの
利用方法をはじめ、有料サービス、活用技、トラブル対策などを紹介する。 

  

制御の事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥59,400 

同時3アクセス(本体) ¥118,800 

冊子版ISBN 9784254231410  

著編者名 野波 健蔵 発行年 2015 商品コード 1021588197 

システム制御の基礎理論・制御系設計論とその実応用に重点を置いた事典。制御系設計にいたる基礎知識、
実システムに対する制御系設計の手順を簡潔明瞭に解説し、多くの産業応用事例とその性能について詳述
する。 

  

HTML5 & CSS3/2.1全事典  
（できるポケット） 

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) ¥5,280 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784844337393  

著編者名 小川 裕子 発行年 2015 商品コード 1018868636 

HTML5とCSS3/2.1で利用できる要素やプロパティについて解説。基本的な記述例がわかる「サンプルコー
ド」、実践的な使い方と+αの知識が身に付く「使用例」なども掲載する。HTML5のW3C正式勧告に対応。 

  

電気工事基礎用語事典 第3版 

出版社 オーム社 

同時1アクセス(本体) ¥8,250 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784274505263  

著編者名 電気と工事編集部 発行年 2014 商品コード 1017738818 

基本的な現場用語を中心とした、電気工事関連の基礎用語約3415語を50音順に収録。初心者の理解を助
ける写真・図版、英文を付す。電気こぼれ話も掲載。 

  

電子回路ハンドブック 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥50,600 

同時3アクセス(本体) ¥101,200 

冊子版ISBN 9784254221473  

著編者名 藤井 信生 発行年 2006 商品コード 1016382658 

アナログ電子回路に関する、きわめて基礎的な部分から高度な回路設計技術までの必要な知識を、第一線
で活躍する研究者や技術者が執筆した総合ハンドブック。初学者から技術者に至るまで、幅広く利用可能な
内容となっている。 

  

図解電気工学事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥39,600 

同時3アクセス(本体) ¥79,200 

冊子版ISBN 9784254220445  

著編者名 岩本 洋 発行年 2006 商品コード 1013955821 

電気基礎、電力技術、電気機器、電力応用、電子技術、情報技術等について、図や表などを多く取り入れ、
一連の流れの中でわかりやすく解説。電気工学に関係する人が、いつでもどこでも利用できる事典の普及版。 
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キャパシタ便覧 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥149,600 

同時3アクセス(本体) ¥224,400 

冊子版ISBN 9784621080429  

著編者名 松田 好晴 発行年 2009 商品コード 1012995665 

キャパシタは、電子機器の高性能化、エネルギー効率化、および環境問題対策のキーテクノロジーとして、幅広い応用が
期待されている。キャパシタについて、研究の礎となる信頼性のあるデータ、知見、資料を豊富に、包括的にまとめた便覧。
周辺領域の技術者・研究者やマネジメントをしている管理職も参照できるよう、理論・バックグラウンドもわかりやすく、簡
潔に解説している。キャパシタに関わる多くの技術、研究にとって座右の書となる便覧である。 

  

図説電気・電子用語事典  新版 

出版社 実教出版 

同時1アクセス(本体) ¥8,250 

同時3アクセス(本体) -  

冊子版ISBN 9784407313192  

著編者名 新井 芳明 発行年 2009 商品コード 1012749695 

約３７００語の電気・電子用語をわかりやすく図解した事典。電気理論、電気機器、発送配電、電気応用、電
気計測、情報技術などの分野を収録。データの入れ替え、新技術に関する用語の導入などを行った新版。 

  

電気工事基礎用語事典  第2版 

出版社 オーム社 

同時1アクセス(本体) ¥8,250 

同時3アクセス(本体) ¥9,900 

冊子版ISBN 9784274503733  

著編者名 電気と工事編集部 発行年 2011 商品コード 1012404371 

電気および電気工事の基礎用語を中心に、基本的な現場用語も収録した事典。豊富なイラスト、英文を付
す。電気事業法や電気設備技術基準・解釈など関連法規および電気用図記号の改正に対応。 

  

画像電子情報ハンドブック 

出版社 東京電機大学出版局 

同時1アクセス(本体) ¥71,610 

同時3アクセス(本体) ¥107,415 

冊子版ISBN 9784501326104  

著編者名 画像電子学会 発行年 2008 商品コード 1011601155 

最新の画像電子情報研究を集大成したハンドブック。今世紀に入ってから新たな動きを見せた新領域を解
説するほか、従来の研究の枠組みである基礎理論や標準化の動向、画像電子の入力・表示・記録・通信・
蓄積装置も解説する。 

  

半導体業界ハンドブック  
（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 9784492071045  

著編者名 泉谷 渉 発行年 2011 商品コード 1011607112 

自動車、PC、スマートフォンから注目の医療、環境エネルギー分野まで、世界市場25兆円の超巨大産業、半
導体業界の基礎知識や主要企業の最新動向を、わかりやすく解説する。 

  

IPTV用の新標準「LIME」ハンドブック
2010 

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) ¥187,000 

同時3アクセス(本体) ¥374,000 

冊子版ISBN - 

著編者名 川森 雅仁 発行年 2010 商品コード 1011342763 

国際電気通信連合（ITU）で勧告化され、注目を集めている「H.762」（LIME：ライム）の解説書。LIMEが勧告化
（標準化）されるに至った経緯を、既存のBMLと対比しながら、「デジタル放送の規格であるBMLがなぜIPTV
用の勧告の基礎になり得るのか」という点を明確にし、IPTV用の国際標準であるLIMEと、デジタル放送用規
格として普及しているBMLの関係がよりよく理解できるようになっている。 
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ソースコード付き【デジタル放送対応】 
ＢＭＬブラウザ実装ハンドブック 

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) ¥308,000 

同時3アクセス(本体) ¥616,000 

冊子版ISBN - 

著編者名 テレビ朝日メディアプレックス 発行年 2009 商品コード 1011342787 

既刊の『BMLコンテンツ開発ハンドブック』（地上デジタル／衛星デジタル／ワンセグ放送編）シリーズの続編
で、より実践的な内容となっている。ソースコードに基づいてBMLブラウザの内部実装を詳しく解説。BMLコン
テンツ作成者は、ブラウザの内部実装を知ることでARIB規格に対する理解をより深めることができ、さらにブ
ラウザの動きを予想することで、より効率の良いBMLコンテンツを作成できるようになる。 

電気工学 

2冊揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

￥13,808 ￥20,714 

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 

直流回路・電気磁気・基本交流回路 新版（上） 2019 9784501118006 ¥6,904  ¥10,357  1030550316 

交流回路・基本電気計測 新版（下） 2019 9784501118105 ¥6,904  ¥10,357  1030550317 

東京電機大学 著編 

電気基礎 上・下 
新版  

25年ぶりの 
改訂 !  
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■絵で見る工匠事典 
 全12巻セット （分売不可） 

出版社 建築資料研究社 

同時1アクセス
(本体) 

¥147,400 

同時3アクセス
(本体) 

¥221,100 

冊子版ISBN - 

著編者名 建築資料研究社 発行年 - 商品コード 1013187018 

＜第１巻＞さしがね(１) ＜第２巻＞さしがね(２) ＜第３巻＞さしがね(３) ＜第４巻＞和風
建築(１) ＜第５巻＞和風建築(２〈住宅１〉) ＜第６巻＞和風建築(３〈住宅２〉)  
＜第７巻＞実用木工事(１) ＜第８巻＞実用木工事(２) ＜第９巻＞実用木工事(３)  
＜第１０巻＞平家建入母屋化粧造・起り破風 ＜第１１巻＞二階建入母屋化粧造・起り破
風、平家建入母屋化粧造・千鳥破風 ＜第１２巻＞平屋建入母屋二段化粧屋根、資料編、
平面・立面・小屋伏図集  

  

■絵で見る建設図解事典 
 全11巻セット 

出版社 建築資料研究社 

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 - 

著編者名 建築資料研究社 発行年 - 商品コード 1013118581 

建設現場で一般に用いられている材料・工法などの名称をすべて図解で解説。新建築技
術工法にもカバーしており、建設実務者にとって必携の書。 
 ※各巻分売可。詳細はお問合せください。 
＜第1巻＞測量・調査・基礎工事 ＜第2巻＞鉄筋コンクリート工事 ＜第3巻＞ALC、PC工事 
＜第4巻＞木工事 ＜第5巻＞屋根・板金・左官工事 ＜第6巻＞建具・硝子工事   
＜第7巻＞塗装・内外装工事 ＜第8巻＞雑工事（家具・階段） ＜第9巻＞給排水・空調・
設備工事 ＜第10巻＞社寺・数寄屋 ＜第11巻＞庭園工事  

  

建築大辞典  第2版, 普及版 

出版社 彰国社 

同時1アクセス
(本体) 

¥35,200 

同時3アクセス
(本体) 

¥52,800 

冊子版ISBN 9784395100156  

著編者名 彰国社 発行年 1993 商品コード 1012938067 

初版が出版されたのは1974年。その後の著しい科学技術の進歩･発展、また建築領域の
深化･拡大を踏まえ、第一線の研究者･技術者による新しい編集･執筆陣によって大規模な
改訂を施したのがこの第2版である。豊富な収録語彙数と相俟って、わが国で唯一の本格
的な建築辞典。単なる建築用語の解説ではなく、建築に関連ある近隣分野の用語も積極
的に収録。語彙数35000余語に加え、図版･写真版を豊富（3000枚以上）に挿入している。 
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The Architect's Handbook of 
Professional Practice 15th 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) ¥65,000 

同時3アクセス(本体) ¥97,500 

冊子版ISBN 9781118308820  

著編者名 American Institute of Architects, 発行年 2014 商品コード 1028973312 

  

  

BIM Handbook ―A Guide to Building 
Information Modeling for Owners, Managers, 
Designers, Engineers and Contractors―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) ¥35,100 

同時3アクセス(本体) ¥52,700 

冊子版ISBN 9780470541371  

著編者名 Eastman Chuck 発行年 2011 商品コード 1028973399 

  

  

A Visual Dictionary of Architecture 
 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) ¥21,500 

同時3アクセス(本体) ¥32,200 

冊子版ISBN 9780470648858  

著編者名 Ching Francis D. K. 発行年 2011 商品コード 1028973417 

  

  

コンクリートなんでも小事典 ―固まるしくみ
から、強さの秘密まで―【スマホ・読上】 
（ブルーバックス B-1624） （※） 

出版社 講談社 

同時1アクセス(本体) ¥3,500 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784062576246  

著編者名 土木学会関西支部 発行年 2008 商品コード 1027984104 

適切に維持管理すれば、構造物を１００年もたせることも可能なコンクリート。その期限、材料やその仕組み、
建設現場のさまざまな不思議、未来のコンクリートなど、基本的知識と最新の技術を網羅する。 

  

図解木造建築伝統技法事典 

出版社 彰国社 

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 9784395100262  

著編者名 深谷 基弘 発行年 2001 商品コード 1025641973 

わが国の木造建築は、軸組技法の＜仕口＞に際立った特徴を示す。これまでは、木造建築の担い手である棟梁たちの使われ方
をそのまま踏襲して記述されることが多く、そこでは棟梁たちがもっている豊富なワザの知識が混沌とした姿で述べられていた。 
本書は、＜仕口＞を構成している要素が、基本要素、附帯要素、差口の三つからなることに着目する。３部構成の考え方を基本と
する分析によって、はじめて棟梁たちの豊かなワザの知識を秩序立てて理解することが可能となり、木造建築の伝統技法につい
ての全体像を明らかにした。 

  

コンクリート技術用語辞典 

出版社 彰国社 

同時1アクセス(本体) ¥26,400 

同時3アクセス(本体) ¥39,600 

冊子版ISBN 9784395100415  

著編者名 依田 彰彦 発行年 2007 商品コード 1025641974 

本書は長年にわたってコンクリートの研究、生産現場での実践に携わってきた著者による、実務の用語から
学術的な用語まで収録したコンクリートに関する総合辞典。 基礎的な用語・知識はもとより、試験法、実験法、
設計法、施工法に関する用語やトラブル、問題点となる用語までをも収録し、図表を豊富に用いながら詳しく
解説した。建築技術者、コンクリート技術者、建築材料研究者必携の辞典。収録項目3300語。英語索引付き。 
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数寄屋図解事典 

出版社 彰国社 

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 9784395000418  

著編者名 北尾 春道 発行年 1959 商品コード 1025183796 

数寄屋建築についてのあらゆる事項を50音順に収録した大辞典。構造・材料・様式から築造物・文献にいた
る22種類から成り立つ。 

  

図解実務者のためのコンクリート診断
用語事典 増補版 

出版社 近代科学社 

同時1アクセス(本体) ¥11,220 

同時3アクセス(本体) ¥22,440 

冊子版ISBN 9784764904477  

著編者名 小野 定 発行年 2013 商品コード 1024523344 

戦後から高度経済成長期に構築されたコンクリート構造物には，老朽化が進んでいるものが多い。このため
コンクリート関連の資格でも，既存構造物の劣化程度の診断や維持管理の提案など「いかにもたせるか」と
いう点に関わるものが重視されるようになってきた。本書は，現場実務者を対象とした「コンクリートのメンテ
ナンス」に特化した用語事典である。左頁に用語，右頁に用語該当の図表などを掲載し，見開きで構成した。 

  

木材加工用語辞典 

出版社 海青社 

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 9784860992293  

著編者名 日本木材学会機械加工研究会 発行年 2013 商品コード 1022366153 

木材の切削加工に関する分野を主に、関連する木質材料・機械・建築・計測・生産・安全などの一般用語を
含め4700超の用語を収録。用語を理解するために必要な解説を付す。 

  

住宅建築なんでも小事典 ―木造戸建
から、RC造共同住宅まで― 
（ブルーバックス B-1679） 

出版社 講談社 

同時1アクセス(本体) ¥2,600 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784062576796  

著編者名 大野 隆司 発行年 2010 商品コード 1021802304 

住宅の基礎、床、窓、壁、天井、屋根などには、さまざまな工夫がこらされており、その構造は複雑。木造戸
建とＲＣ造共同住宅を中心に、その仕組みを豊富な図版で解説する。 

  

図説世界の木工具事典 

出版社 海青社 

同時1アクセス(本体) ¥5,907 

同時3アクセス(本体) ¥8,860 

冊子版ISBN 9784860992309  

著編者名 世界の木工具研究会 発行年 2015 商品コード 1018934527 

本書は、日本と世界各国で使われている大工道具、木工用手工具を使用目的ごとに対比させ紹介したもの
である。さらにその使い方や製造法にも触れた。最終章では伝統的な木製工芸品の製作工程で使用する道
具や技法を紹介した。 

  

近代日本土木人物事典 
 ―国土を築いた人々― 

出版社 鹿島出版会 

同時1アクセス(本体) ¥11,000 

同時3アクセス(本体) ¥33,000 

冊子版ISBN 9784306094291  

著編者名 高橋 裕 発行年 2013 商品コード 1016218235 

明治以降の土木人脈などを知ることができる。土木史は、渦中にいて時代をリードした人物を切り離しては
論じられない。前半では、明治以降に輩出した土木人の生きざまを年代を追って随想風に紹介。後半の人
物事典では、土木分野別に個々の業績情報を客観的に紹介。 
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測量用語辞典 

出版社 共立出版 

同時1アクセス(本体) ¥52,800 

同時3アクセス(本体) ¥79,200 

冊子版ISBN 9784320073661  

著編者名 松井 啓之輔 発行年 1994 商品コード 1015111174 

基礎的な一般測量から鉄道，河川，空港，港湾，森林，農地，天文などの応用測量に至る広い領域を包含
し，気象，潮汐，地球，宇宙などの観測に関する用語まで収録。用語の解説は図を多用して平易に，また，
その用語が該当する測量分野，対応する外国語を併記した。 

  

建築英語事典 

出版社 彰国社 

同時1アクセス(本体) ¥12,815 

同時3アクセス(本体) ¥19,222 

冊子版ISBN 9784395100033  

著編者名 星野 和弘 発行年 1978 商品コード 1015253596 

建築の専門用語は特殊で、英語・米語の違い、慣習の違いもあり、わかりにくい。本書は、企画・設計から契
約・工事のすべての段階にわたる英語の建築用語とその用法の解説書。豊富な図解入り。 

  

和英建築用語表現辞典 

出版社 彰国社 

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 9784395100071  

著編者名 星野 和弘 発行年 1988 商品コード 1015253597 

建築用語の英語での表現を、和英形式で連語辞典式にまとめ、建築関連の英文を書く際に役立つよう編集
したほか、作業段階、特定のテーマの元の建築用語などの、知りたい英語表現別に絞り込みがしやすいよう
工夫。 

  

健康な住まいづくりハンドブック 
 ―ひと・環境計画― 

出版社 建築資料研究社 

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 9784874607398  

著編者名 石原 知久 発行年 2001 商品コード 1013118564 

住環境の健康問題は地球温暖化や地球環境の破壊・汚染同様、早急に解決すべき課題。安全な建材の選
択に悩んでいる人、環境にやさしい家づくりを考えている人向けの、人や環境に配慮した住まいづくりのため
のハンドブック。 

  

暖炉づくりハンドブック 
 ―その働きと詳細― 

出版社 建築資料研究社 

同時1アクセス(本体) ¥9,460 

同時3アクセス(本体) ¥14,190 

冊子版ISBN 9784874603277  

著編者名 奥村 昭雄 発行年 1991 商品コード 1013118624 

よく燃える暖炉とはどういう暖炉か、温かい暖炉はどういう暖炉かという点を明快に解説。また、多くの参考
事例も紹介。 暖炉づくりを手掛けるすべての設計者、技術者にとって待望の実務ハンドブック。 

  

図説土木用語事典 新版 

出版社 実教出版 

同時1アクセス(本体) ¥7,700 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784407309485  

著編者名 土木出版企画委員会 発行年 2006 商品コード 1012749697 

土木に関する現場用語、土木・建築・機械・電気などの関連用語、また広範囲な分野に渡る実務的な基本用
語を図によって簡潔にまとめました。 
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自然保護ハンドブック 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥63,800 

同時3アクセス(本体) ¥127,600 

冊子版ISBN 9784254101492  

著編者名 沼田 真 発行年 1998 商品コード 1011798895 

概念・用語から問題点とその対策まで、自然保護についてのすべてを盛り込んだ総合的なハンドブック。豊
富なデータを収載し、あらゆる場面に対応できるように編集。自然保護・環境保全活動に役立つ一冊。 

  

廃棄物安全処理・リサイクルハンド 
ブック 

出版社 丸善出版 

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 9784621082737  

著編者名 藤吉 秀昭 発行年 2010 商品コード 1009767739 

廃棄物の処理工程、安全管理、資源化等、廃棄物全般における安全についてまとめたレファレンスブックで
す。廃棄物管理者や廃棄物処理設備設計技術者、廃棄物行政担当者が日々の業務に活かし、少しでも事
故を未然に防げるよう、また事故の拡大を防げるよう、処理工程や管理の安全について貴重な事故事例を
もとに科学的に解説します。 

  

まちづくりの百科事典 

出版社 丸善出版 

同時1アクセス(本体) ¥35,200 

同時3アクセス(本体) ¥52,800 

冊子版ISBN 9784621080047  

著編者名 似田貝 香門 発行年 2008 商品コード 1009767741 

「まちづくり」は近年とみに関心が高まってきている。まちづくり活動を、まずは歴史的経過として論じ、そこか
らさまざまな影響をうけてつながってきた現状における「まちづくり」の多様な様相を俯瞰する。そしてこれら
の様相が、将来の住民生活の身近な生活環境改善の維持のあり方にどのような方向付けを与えていくこと
になるかを見通す書。 

  

人工環境デザインハンドブック 

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 9784621079218  

著編者名 人工環境デザインハンドブック編集委員会 発行年 2007 商品コード 1008954407 

人工環境の各種環境因子、複合環境および実環境について「生理的評価」「心理的評価」「デザイン展開」お
よび「基準値・標準値」を記載。幼児、高齢者、障がい者にも配慮した人工環境のデザイン指針を提示する。 

  

建築家ヴォーリズの「夢」 
 ―戦後民主主義・大学・キャンパス― 

出版社 勉誠出版 

同時1アクセス(本体) ¥12,100 

同時3アクセス(本体) ¥16,500 

冊子版ISBN 9784585230656  

著編者名 高沢 紀恵 発行年 2019 商品コード 1029728078 

大学を「建築」する―。戦後日本の大学建築を牽引した建築家ウィリアム・メレル・ヴォーリズ（1880～1964）。キリスト教伝道と英
語教育のために来日したヴォーリズは、メンソレータムで名高い近江兄弟社を拠点に、建築事務所を開設し、教会、個人住宅、病
院など数多くの西洋建築の設計を行った。なかでも大学建築に代表的な建築が多く、関西学院大学、神戸女学院、同志社今出川
キャンパス、明治学院などが彼の手になった。国際基督教大学（ICU）もそのひとつである。戦後日本、戦後民主主義の展開のな
かで、建築家ヴォーリズはどのような大学キャンパスをつくり、どのように学問の空間をつくりあげようとしたのか。 

  

図説世界の木工具事典 第2版 

出版社 海青社 

同時1アクセス(本体) ¥5,907 

同時3アクセス(本体) ¥8,860 

冊子版ISBN 9784860993191  

著編者名 世界の木工具研究会 発行年 2015 商品コード 1031547632 

日本と世界各国で使われている大工道具、木工用手工具を使用目的ごとに対比させその使い方や製造法
も紹介。最終章では伝統的な木製工芸品の製作工程で使用する道具や技法を紹介した。第2版。 
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食品微生物学ハンドブック 

出版社 技報堂出版 

同時1アクセス(本体) ¥30,800 

同時3アクセス(本体) ¥46,200 

冊子版ISBN 9784765500258  

著編者名 好井 久雄 発行年 1995 商品コード 1017890988 

製造や保存、加工など、あらゆる場面で食品に介在してくる微生物を、基礎から実用的な応用理論や技術ま
で体系的にまとめた書。 

  

醸造・発酵食品の事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥67,100 

同時3アクセス(本体) ¥134,200 

冊子版ISBN 9784254430707  

著編者名 吉沢 淑 発行年 2002 商品コード 1016906742 

醸造・醸造物・発酵食品について、基礎から実用面までを総合的に解説。多くの醸造・発酵食品を取り上げ、
原料と処理、微生物、醸造工程、香味、成分などについて食品間の比較を行い、それぞれの特徴を明瞭に
示す。 

  

澱粉科学の事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥67,100 

同時3アクセス(本体) ¥134,200 

冊子版ISBN 9784254431131  

著編者名 不破 英次 発行年 2010 商品コード 1013955842 

澱粉の構造、物性と生合成をはじめ、澱粉関連酵素の構造と作用特性、各種澱粉・糖質の製造法やその特
性・利用・応用などを、第一線の研究者が詳しく解説した事典。 

  

食品保蔵・流通技術ハンドブック 

出版社 建帛社 

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 9784767961040  

著編者名 日本食品保蔵科学会 発行年 2006 商品コード 1013381995 

「食」の安全性・機能性は、現代社会において大きな関心事となっている。安全・衛生・栄養性、嗜好・加工・
流通性などを踏まえた「食」の品質保持技術について、保蔵科学を中心に幅広く新しい知見・情報を取りまと
める。 

  

機能性食品の作用と安全性百科 

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 9784621085523  

著編者名 上野川 修一 発行年 2012 商品コード 1011227121 

機能性食品、保健機能食品、機能性成分の作用機構と、機能性食品の臓器間ネットワークを介した栄養代
謝について解説。また、人間の生体調節系に作用する食品成分の作用機構や成分の有効・無効にも説明
する。 

  

食品添加物事典 新訂第2版 

出版社 食品化学新聞社 

同時1アクセス(本体) ¥22,000 

同時3アクセス(本体) ¥38,500 

冊子版ISBN 9784916143365  

著編者名 樋口 彰 発行年 2019  商品コード 1030893462 

食品添加物がより正しく理解され、さらに有効に活用するために、日本で使用できる食品添加物・約900品目の基本的情
報をまとめた「食品添加物事典」。第9版食品添加物公定書の内容を反映した最新版。この10年の新規追加食品添加物
の情報も合わせ、食品添加物全品目をもれなく収載した業界関係者必携の1冊です。 
収載内容：主な用途、表示方法、使用基準、国際的評価と使用可否、成分規格、用語解説など 
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信長のおもてなし 
 ―中世食べもの百科― 
（歴史文化ライブラリー 240） 

出版社 吉川弘文館 

同時1アクセス(本体) ¥5,610 

同時3アクセス(本体) ¥8,415 

冊子版ISBN 9784642756402  

著編者名 江後 迪子 発行年 2007 商品コード 1028112666 

※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。 織田信長が、安土城で徳川家康をもて
なしたメニュー、権力者が贈りあった高級食品…。日本料理の基礎は、中世に生まれた。失われた幻の食材
から、身近な食べ物まで、現代人もおどろく中世の豊かな食文化をほりおこす。 

  

味のなんでも小事典 ―甘いものはなぜ
別腹?―【スマホ・読上】 
（ブルーバックス B-1439） （※） 

出版社 講談社 

同時1アクセス(本体) ¥3,500 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784062574396  

著編者名 日本味と匂学会 発行年 2004 商品コード 1027984053 

「プリン＋醤油＝ウニ」は本当だった！ こんなにあった！「味」にまつわる身近な疑問や謎。なぜおしるこに
塩をひとつまみ入れると甘味が増す？ ワサビは辛いのに、なぜ食べても汗が出ない？ なぜコーヒーや
ビールのような苦いものをおいしく感じる？ 毎日の生活の中から出てくる疑問ばかり全84項目をとりあげ、
舌と脳で感じる「味」のふしぎをやさしく解き明かす。 

  

A dictionary of Japanese food 
―ingredients and culture― 

出版社 チャールズ・イー・タトル出版 

同時1アクセス(本体) ¥3,520 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784805313350  

著編者名 Richard Hosking 発行年 1996 商品コード 1025431635 

外国人のための日本料理辞典。牛丼、ラーメン、土瓶蒸し、秋刀魚、みりん、おろしがねから、「旬」の食材、
調理法、急須などの道具や日本の食文化まで、食にまつわるさまざまな項目を網羅。だしのとり方や、精進
料理の起源など、日本の食文化についての解説も収録されています。日英、英日の両引きで調べられます。
和英には項目ごとに簡潔な解説が付いています。 

  

47都道府県・乾物/干物百科 

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 9784621300473  

著編者名 星名 桂治 発行年 2017 商品コード 1024589635 

乾物の種類、作り方から食べ方まで一挙紹介。小豆、米粉、干物、パン粉等、日本食の乾物・干物について
その違いや作り方までを解説。 

  

ゆかたの着つけハンドブック ―基本からお手
入れまでふだんづかいの楽しみ方 : 英語訳
付き―（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 9784416715390  

著編者名 安田 多賀子 発行年 2015 商品コード 1023959594 

ゆかたを“きちんときれいに”着るコツから、いろいろな帯結び、立ち居振る舞いとマナー、着崩れの直し方、
洗う・たたむ・しまう方法まで、ていねいに優しく解説する。男ゆかたの着方も収録する。 

  

むきものハンドブック ―日本料理 : 四季折々
の料理を彩る野菜の飾り切り : 英語訳付き―
（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 9784416715307  

著編者名 島谷 宗宏 発行年 2015 商品コード 1023959595 

日本料理をより魅力的に、より華やかに彩る「むきもの」。基本を中心にした50点を料理例とともに紹介し、
初心者にも分かりやすいよう、多くの手順写真でその技術を丁寧に解説する。英語訳付き。 
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和食の英語表現事典 

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 9784621300664  

著編者名 亀田 尚己 発行年 2016 商品コード 1023846031 

世界でますます人気上昇中の和食。日本の伝統的な食文化に言及しながら、和食全般について、相手に正
しく伝わる英語表現を紹介。英語説明は日本語説明の後に併記する。シーン別・和食のマナーQ&A、料理方
法の種類等も収録。 

  

47都道府県・和菓子/郷土菓子百科 

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 9784621089750  

著編者名 亀井 千歩子 発行年 2016 商品コード 1020598988 

歴史的ゆかりのあるハレの和菓子から昔懐かしい郷土菓子、さらには地元にちなんだお菓子までを、エピ
ソードとともに都道府県別に紹介します。かりんとうやカステラなどの唐菓子、南蛮菓子も掲載。 

  

和食の常識Q&A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 9784621300060  

著編者名 堀 知佐子 発行年 2015 商品コード 1020083616 

ユネスコ無形文化遺産に登録され、今や世界中で注目をあびる和食。伝統・歴史、調理科学から健康効果
まで、「知られているようで実はよく知られていない、よく誤解されがちな話題」を中心に、和食の基本をQ&A
形式で解説。 

  

ぐんぐん健康になる食事・運動・医学の
事典 ―性格・健康ランク別 : ステップ
アップ式― 

出版社 法研 

同時1アクセス(本体) ¥4,180 

同時3アクセス(本体) ¥12,540 

冊子版ISBN 9784879547354  

著編者名 島田 和幸 発行年 2009 商品コード 1018933913 

検診や人間ドックの検査数値から、個人の健康状態を３段階に分類し、各々の「健康ランク」をさらにステッ
プアップさせるメニューを紹介。２８１の病気解説、９１の食事療法、８７のエクササイズを収録。 

  

らくらく育児百科 
 ―子育てはらくに楽しく!― 

出版社 法研 

同時1アクセス(本体) ¥3,520 

同時3アクセス(本体) ¥10,560 

冊子版ISBN 9784865130102  

著編者名 細谷 亮太 発行年 2014 商品コード 1018937169 

明るく、楽しく、のびのびと、そしてらくらくに! クリエイティブな育児のアドバイスを満載した、ママとパパを応援
する育児百科。3歳児までの育て方のコツや離乳食のポイント、病気やけがの対処などをビジュアルに解説。 

  

47都道府県・汁物百科 

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 9784621089477  

著編者名 野崎 洋光 発行年 2015 商品コード 1019315049 

和食にとって欠かすことのできない汁物。その基礎知識を解説し、地域的なバリエーションの豊富な汁物を、
都道府県別に切り分け、食文化と地産地消の視点も盛り込んで紹介する。都道府県別・おすすめ汁物レシ
ピ集も掲載。 
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服飾がわかる事典 ―これだけは知って
おきたい : 素材デザイン縫製― 

出版社 アルリオーネ 

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 9784534043733  

著編者名 熊崎 高道 発行年 2008 商品コード 1018853646 

服飾・ソーイングの基礎知識を、素材、デザイン、縫製という、実際の工程に沿って解説。服飾を理解する上
で知っておかなければならない知識と、実践的なテクニックが身につく書。 

  

47都道府県・肉食文化百科 

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 9784621088265  

著編者名 成瀬 宇平 発行年 2015 商品コード 1019023651 

古代から現代に至るまで脈々と続く日本人の肉食文化。スーパーに並ぶ全国の銘柄肉や、馬肉、熊肉、鹿
肉、猪肉などご当地ならではの特色溢れるお肉、そして地元料理を紹介します。都道府県別の銘柄牛・銘柄
豚一覧も掲載。 

  

おいしさの科学事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥34,100 

同時3アクセス(本体) ¥68,200 

冊子版ISBN 9784254430837  

著編者名 山野 善正 発行年 2003 商品コード 1013955841 

「食」への志向の高まりと相まって、「おいしさ」への関心も強くなりより専門的な知識が求められている。おい
しさの心理・生理から知覚、香り、味、色など学際的アプローチで解説する。 

  

47都道府県・伝統調味料百科 

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 9784621086810  

著編者名 成瀬 宇平 発行年 2013 商品コード 1014156242 

各地の故郷の味はどう違うのか。塩・味噌・しょうゆ・酢・砂糖の五大調味料から油、みりん、香辛料（ゆずや
唐辛子など）まで、各地の特徴ある調味料と、その傾向や按配を伝統料理とともに紹介します。それぞれの
調味料の使われ方などから各地の傾向や時代の変化もわかります。 なぜ地方によって味が異なるかを地
域色も織り交ぜて解説。塩の分布や万能調味料リストなど巻末の付録も充実。 

  

調理科学実験ハンドブック 

出版社 建帛社 

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 9784767960388  

著編者名 宮川 金二郎 発行年 1986 商品コード 1013381984 

調理科学分野の研究に際して，問題が生じたとき，いつでも役立つことを目的として編集。 

  

47都道府県・伝統食百科 

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 9784621080658  

著編者名 成瀬 宇平 発行年 2009 商品コード 1012708622 

２００５年に食育基本法が制定され伝統食について記述されるなど、注目が高まっています。３分クッキング
アドバイザーの著者と（株）紀文食品のデータの強力タッグ。４７都道府県を網羅しており、ご当地モノの１冊
としてもお勧めです。 
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47都道府県・魚食文化百科 

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 9784621084069  

著編者名 成瀬 宇平 発行年 2011 商品コード 1012708624 

各地の旬の魚料理だけではなく、練り物や押し寿司などの加工食品、祭や物語、街道など、魚にまつわる諸
文化を都道府県別に紹介。巻末にかまぼこマップをはじめ、加工食品の一覧など資料を収録する。 

  

47都道府県・こなもの食文化百科 

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 9784621085530  

著編者名 成瀬 宇平 発行年 2012 商品コード 1011492082 

おやつに、お茶請けに、非常食に…うどん・そば・お好み焼き・まんじゅうなど、さまざまな食べられ方で親し
まれてきた「こなもの」を一挙紹介。 

  

The Chefs Companion: A Culinary 
Dictionary, 3rd 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) ¥9,740 

同時3アクセス(本体) ¥14,600 

冊子版ISBN 9780471398424  

著編者名 Riely Elizabeth 発行年 2003 商品コード 1031099886 

  

  

Seafood Handbook: The Comprehensive 
Guide to Sourcing, Buying and 
Preparation, 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) ¥27,680 

同時3アクセス(本体) ¥41,510 

冊子版ISBN 9780470404164  

著編者名 The Editors of Seafood Business, 発行年 2009 商品コード 1031099901 

  

家政学 

  

家政学事典  新版 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥79,200 

同時3アクセス
(本体) 

¥158,400 

冊子版ISBN 9784254600193  

著編者名 日本家政学会 発行年 2004 商品コード 1011798904 

「家政学事典」を、急激な学問の進展・変化を反映させて全面的に改訂。「家政学原論」
「家族関係」「家庭経営」「食物」「被服」「住居」「児童」等あらゆる角度から現象をとらえ総
合的な解決方法を追究した、９０年刊の新版。 
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植物ウイルス大事典 （※） 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス
(本体) 

¥105,600 

同時3アクセス
(本体) 

¥211,200 

冊子版ISBN 9784254420401  

著編者名 日比 忠明 発行年 2015 商品コード 1021588201 

※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。  現時点での植物ウイ
ルスの正式な分類体系ならびに日本に発生するほぼすべての植物ウイルス・ウイロイド
(ウイルス349種、ウイロイド22種、サテライト12種、計383種)の最新の情報を集大成した
書。用語集も収録する。 

  

47都道府県・花風景百科 

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 9784621303795  

著編者名 西田 正憲 発行年 2019 商品コード 1030682575 

本書は、土地に根ざす野外の花風景に着目し、その歴史と文化の物語を掘り起こすことを最大のねらいとした。大きく次
の4分野において、全国各地の花風景約350事例を選定。1.花見、観梅、菊花展、アジサイの名所など名所・祝祭の花風
景、2.フラワーパーク、公園、ヒマワリ畑などの観光・観賞の花風景、3.リンゴ、ジャガイモ、ソバ、柑橘などの農のなりわい
の花風景、4.里地里山、海浜、湿原、高山、亜熱帯などの自然地域の花風景。 

  

「原色」木材加工面がわかる樹種事典 
増補改訂 

出版社 誠文堂新光社 

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 9784416519301  

著編者名 河村 寿昌 発行年 2019 商品コード 1030534324 

289種の木材を加工曲面の写真と共に紹介する、木材樹種事典の決定版。木材見本写真は、木工家・河村
寿昌が木工ロクロで挽いて作った小箱を使用。硬さ、木目、色、匂い、加工性などを樹種ごとにわかりやすく
解説。※本書は、2014年5月発行の『原色 木材加工面がわかる樹種事典』(誠文堂新光社刊)に紹介樹種を
54種増やして増補改訂したものです。 

  

ハッピーわんこのお名前占い事典 
 ―おとだま名前占い575のわんこの名 
 : 名付け相性画数数秘― 

出版社 三和書籍 

同時1アクセス(本体) ¥4,125 

同時3アクセス(本体) ¥6,182 

冊子版ISBN 9784862512086  

著編者名 しーちゃんM. ローズマリー 発行年 2017 商品コード 1028515444 

ありそうでなかったペットの名前占い‼数年前に好評を博した「おとだま名前占い」を犬の名前にも適応させて展開し
たものです。本書の特徴は、わんこの名前を「音」を中心にみていることです。この音をもつわんこはどんな性格に
なるか、この音をつかうとどんな性格になるか、また人間家族とわんこ、わんこ同士の相性判断もできます。名付け
る際はもちろん、人間との相性や犬同士の相性を判断する場合にも参考になります。 

  

茶の事典 

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 9784254431209  

著編者名 大森 正司 発行年 2017 商品コード 1028063248 

中国では4000年、日本では800年といわれる茶の歴史。茶は米とともに日本人の身体・健康を育み、かつ茶の文化も
創造し、生活に必需の飲料となった。茶の歴史から、世界的な流通・消費、文化、茶の生産技術、科学と医学・健康、
茶の審査・評価・おいしい淹れ方、茶の料理への利用や生活への応用まで幅広くとりあげる。読者はお茶の製造から
流通にかかわる実務者から、インストラクター、農学・家政学の学生・研究者、茶に興味のある一般読者まで。 
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47都道府県・米/雑穀百科 

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 9784621301821  

著編者名 井上 繁 発行年 2017 商品コード 1026634692 

南北に長い日本列島では、各地の気候や風土に合わせた、コメや麦、雑穀が生産されており、コメは全国で
700銘柄以上あります。本書は、コメ、麦、雑穀を選ぶ際の基礎知識や最新情報を都道府県ごとにまとめて
おり、第1部の米／雑穀の基礎知識、第2部では都道府県別米／雑穀とその特色を解説、紹介しています。
巻末には品種・銘柄索引があるため、特定の品種や銘柄を調べる際に役立ちます。 

  

47都道府県・公園/庭園百科 

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 9784621301807  

著編者名 西田 正憲 発行年 2017 商品コード 1025881783 

公園と庭園は、誰もがその「土地そのもの」を楽しむことができる、とても身近な地域観光資源といえます。本
書では、全国各地にある公園・庭園のうち約340事例を厳選し、地域固有の自然・風景・歴史・文化とのふれ
あい方、楽しみ方を紹介しています。 付録には、便利な「全国自然公園一覧」「全国の庭園一覧」も収録して
います。 

  

原色庭石大事典 ―産地、原石の種類、 
造園での使用例などがひと目でわかる!― 

出版社 誠文堂新光社 

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 9784416715123  

著編者名 庭石大事典制作委員会 発行年 2016 商品コード 1025246438 

飛石、敷砂利、積み石など造園・石材・建築業で用いる庭石・日本石を産地別&事典形式でわかりやすく紹
介した決定版です。 

  

47都道府県・くだもの百科 

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 9784621301678  

著編者名 井上 繁 発行年 2017 商品コード 1025193942 

本書はリンゴやミカン、イチゴはもちろん、パッションフルーツやシークワーサーなど、北海道から沖縄県に至
る47都道府県で生産されている果物を取り上げ、地域独自の品種やその栽培面積、収穫高の全国順位、出
荷時期などを解説しています。 また、産地が提案するおいしい食べ方や加工品とともに、果物の普及に向け
た各地のさまざまな取り組みも紹介しています。 

  

愛犬の繁殖と育児百科 ―繁殖の手続き 
から交配、妊娠中の管理、出産、育児、 
登録まで―最新版 

出版社 誠文堂新光社 

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 9784416713884  

著編者名 愛犬の友編集部 発行年 2013 商品コード 1023959611 

犬の繁殖に関して、ホルモン検査による交配適期の判定や、輸入精液を使っての人工授精といった科学的
な最新事情から、経験豊富なブリーダーによる助産方法や子犬の育児のコツ、改正された法律の内容まで
幅広くまとめる。 

  

愛犬の病気百科 ―気になる初期症状
から最新医療までがわかる―最新版 

出版社 誠文堂新光社 

同時1アクセス(本体) ¥5,500 

同時3アクセス(本体) ¥8,250 

冊子版ISBN 9784416614648  

著編者名 愛犬の友編集部 発行年 2014 商品コード 1023959612 

子犬の先天性疾患から、成犬や老犬の病気まで、すべてのライフステージにおける主な病気を取り上げ、最
先端の治療法も含めて解説する。補完代替医療、応急処置の方法、高度医療施設に関する情報なども多
数紹介。 
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植物学の百科事典 

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 9784621300381  

著編者名 日本植物学会 発行年 2016 商品コード 1022698667 

植物学のあらゆる分野を包括した百科事典。植物学の基礎から、最先端研究テクノロジー、分類・系統学、
生態学、生理学などの各研究分野、農業や社会との関わりにおける植物学の重要項目までを取り上げる。 

  

木材なんでも小事典 
 ―秘密に迫る新知識76― 
（ブルーバックス B-1350） 

出版社 講談社 

同時1アクセス(本体) ¥2,600 

同時3アクセス(本体) - 

冊子版ISBN 9784062573504  

著編者名 木質科学研究所木悠会 発行年 2001 商品コード 1021734690 

快適さの秘密から、先端材料としての木材まで誰もが知っている、木の匂い、手触り、ぬくもり……誕生の瞬
間から人間を支え、そしていま人類の未来を救う唯一の可能性を秘める木材。生体材料としての木材の秘
密から、文化、歴史、さらには最先端利用技術まで、木にかかわる最新知識76。 

  

造園ハンドブック = Handbook of 
landscape architecture 

出版社 技報堂出版 

同時1アクセス(本体) ¥49,500 

同時3アクセス(本体) ¥66,000 

冊子版ISBN 9784765520027  

著編者名 日本造園学会 発行年 1978 商品コード 1017890989 

造園の全領域について理論と技術を体系的にまとめた、造園学会が総力を挙げて編集した出版物。 

  

根の事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥50,600 

同時3アクセス(本体) ¥101,200 

冊子版ISBN 9784254420210  

著編者名 根の事典編集委員会 発行年 1998 商品コード 1016906741 

根と根をとりまく環境に関する網羅的な事典。主要作物である穀類・豆類、園芸作物、果樹、材木など広い
範囲をカバーし、組織の微細構造などミクロの話から、フィールドにおける根系の分布といったマクロな問題
まで幅広く扱う。 

  

水産大百科事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥89,100 

同時3アクセス(本体) ¥178,200 

冊子版ISBN 9784254480009  

著編者名 水産総合研究センター 発行年 2006 商品コード 1016906743 

水圏環境から水産生物、漁業生産、養殖、水産資源・増殖、環境保全・生産基盤、遊漁、水産化学、水産物
の利用加工、品質保持、水産加工、品質表示基準、水産法規・経済等まで、水産に関するすべてを網羅した
事典。 

  

造園用語辞典  第3版 

出版社 彰国社 

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 9784395100477  

著編者名 東京農業大学造園科学科 発行年 2011 商品コード 1016467335 

造園に関する学術・技術用語、実務用語、法律・行政に関する用語、さらには他分野への広がりを考慮した
用語など約2800語を収録。巻末に「一般用語」「庭園・公園・風景地」「人名」「その他」の4項目別索引付き。 
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47都道府県・地鶏百科 

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 9784621088012  

著編者名 成瀬 宇平 発行年 2014 商品コード 1016124044 

47都道府県の在来種・地鶏・銘柄鶏・地卵について、総務省の「家計調査」をもとに、その特性や食べ方など
を紹介。主な在来種の特徴や焼き鳥の部位の特徴なども掲載する。 

  

木竹酢液ハンドブック 
 ―特性と利用の科学― 

出版社 海青社 

同時1アクセス(本体) ¥5,720 

同時3アクセス(本体) ¥8,580 

冊子版ISBN 9784860992842  

著編者名 谷田貝 光克 発行年 2013 商品コード 1013998378 

天然の化成品であり、利用価値の高い木酢液・竹酢液を適切に効率よく利用するためのハンドブック。抗菌・
抗ウィルス作用、植物の成長への影響、土壌環境改善などについて、科学データに基づいた実証例を紹介
する。 

  

花粉学事典 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥50,600 

同時3アクセス(本体) ¥101,200 

冊子版ISBN 9784254171389  

著編者名 日本花粉学会 発行年 2008 商品コード 1013955816 

花粉分析、形態・分類、細胞・生理、遺伝・育種、花粉症・空中花粉、養蜂・食品その他といった、花粉学に関
する６分野の用語を網羅。巻末に花粉分析関係資料なども収録。 

  

木材科学ハンドブック 

出版社 朝倉書店 

同時1アクセス(本体) ¥45,100 

同時3アクセス(本体) ¥90,200 

冊子版ISBN 9784254470390  

著編者名 岡野 健 発行年 2006 商品コード 1013955846 

木材の種類、組織構造、性状、加工、保存、利用から再利用まで網羅的に解説。森林認証や地球環境問題
などの話題についても取り上げる。木材の科学や利用などに携わる研究者・技術者・学生の必携書。 

  

47都道府県・地野菜/伝統野菜百科 

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 9784621082041  

著編者名 成瀬 宇平 発行年 2009 商品コード 1012708623 

低カロリーで有効成分を多く含むという栄養面や、愛らしい形や色や味のバリエーション、地野菜・伝統野菜
の復活で、一般人の野菜に対する興味は増大している。食育推進の流れのなかで、食育の核をなす地産地
消にも通じる地野菜・伝統野菜について、都道府県別にその地特有の野菜の特色・歴史から食べ方までを
コンパクトにまとめたユニーク百科！ 

  

畜産食品の事典 

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 9784254430790  

著編者名 細野 明義 発行年 2002 商品コード 1011798977 

総論では畜産食品と食文化・経済流通・環境問題・安全性などを詳しく述べ、各論では乳・肉・卵および微生
物に関連する重要項目約１３０を２～４頁くらいで簡潔に解説した事典。 
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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。 

 
 

2020/4 

62 

今後も継続的に 
配信予定です! 
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