
國學院大學電子図書館(LibrariE)図書リスト 令和3年5月現在

No. 資料名 著者名 出版者 出版年月

1 伊勢神宮 式年遷宮のすべて （JTBのMOOK） Kankan 写真 JTBパブリッシング 2014.1

2 地図とデータでよくわかる日本地理 （JTBのMOOK） 若林 芳樹 監修 JTBパブリッシング 2013.12

3 地図で旅する!日本の名城 千田 嘉博 監修 JTBパブリッシング 2020.1

4 出雲大社 （JTBのMOOK） 中野 晴生 写真 JTBパブリッシング 2013.1

5 JR30年の軌跡 （JTBのMOOK） JTBパブリッシング 2017.3

6 神社の古代史 デジタル版 （新人物文庫） 『歴史読本』編集部 編 KADOKAWA 2014.3

7 ここまでわかった!日本書紀と古代天皇の謎 デジタル版 （新人物文庫） 『歴史読本』編集部 編 KADOKAWA 2014.8

8 伊賀・甲賀忍びの謎 デジタル版 （新人物文庫） 『歴史読本』編集部 編 KADOKAWA 2014.11

9 ここまでわかった!新選組の謎 デジタル版 （新人物文庫） 『歴史読本』編集部 編 KADOKAWA 2015.4

10 日本古代史人物事典 デジタル版 （新人物文庫） 『歴史読本』編集部 編 KADOKAWA 2014.2

11 日本の苗字 デジタル版 （新人物文庫） 『歴史読本』編集部 編 KADOKAWA 2015.1

12 消えた古代豪族「蘇我氏」の謎 デジタル版 （中経の文庫） 『歴史読本』編集部 編 KADOKAWA 2016.5

13 日本人なら知っておきたい天皇家の謎 （中経の文庫） 『歴史読本』編集部 編 KADOKAWA 2016.11

14 ここまでわかった!明智光秀の謎 デジタル版 （新人物文庫） 『歴史読本』編集部 編 KADOKAWA 2014.9

15 日本史に出てくる官職と位階のことがわかる本 増補改訂版 デジタル版 『歴史読本』編集部 編 KADOKAWA 2014.7

16 どんな問題も「チーム」で解決するANAの口ぐせ （中経の文庫） ANAビジネスソリューション 編 KADOKAWA 2017.7

17 TEDスピーカーに学ぶ「伝える力」 （角川フォレスタ） BLACK 著 KADOKAWA 2014.3

18 おそ松さん英語で東京案内 デジタル版 KADOKAWA語学書編集部 編 KADOKAWA 2016.8

19 最強のチームをつくるトヨタの上司 （中経の文庫） OJTソリューションズ 編 KADOKAWA 2016.8

20 ジェームズ・アレン全一冊 デジタル版 ジェームズ・アレン 著 KADOKAWA 2015.9

21 誰も書かなかったダンテ『神曲』の謎 デジタル版 （中経の文庫） ダンテの謎研究会 編 KADOKAWA 2013.11

22 英語で答えるニッポンの不思議 デジタル版 デイビッド・セイン 著 KADOKAWA 2015.8

23 外資系社長が出合った　不思議すぎる日本語 デビット　ベネット KADOKAWA 202006

24 トーキョーの謎は今日も深まる マイケル・プロンコ 著 KADOKAWA 2014.1

25 僕、トーキョーの味方です マイケル・プロンコ 著 KADOKAWA 2014.1

26 恋する「小倉百人一首」 （角川e文庫） 阿刀田 高 著 KADOKAWA 2014.2

27 9割は伸ばせるできる人の教え方 デジタル版 （中経の文庫） 安河内 哲也 著 KADOKAWA 2013.12

28 英語で思ったことが書ける本 デジタル版 安河内 哲也 著 KADOKAWA 2015.9

29 誰でも話せる超速★英会話 デジタル版 （中経の文庫） 安河内 哲也 著 KADOKAWA 2014.8

30 商品ストーリーから学ぶ戦略の教科書 デジタル版 安部 徹也 著 KADOKAWA 2015.2

31 春秋左氏伝 （角川ソフィア文庫） 安本 博 著 KADOKAWA 2014.8

32 裁判のしくみが面白いほどわかる本 デジタル版 （知りたいことがすぐわかる） 伊東 良徳 著 KADOKAWA 2015.4

33 世界一おもしろい日本史用語の授業 デジタル版 （中経の文庫） 伊藤 賀一 著 KADOKAWA 2015.3

34 好色五人女 新版 （角川ソフィア文庫） 井原 西鶴 著 KADOKAWA 2013.11

35 日本永代蔵 新版 （角川ソフィア文庫） 井原 西鶴 著 KADOKAWA 2013.12

36 知れば知るほど面白い聖書の“名画” （中経の文庫） 井出 洋一郎 著 KADOKAWA 2016.11

37 ミレーの名画はなぜこんなに面白いのか デジタル版 （中経の文庫） 井出 洋一郎 著 KADOKAWA 2014.5

38 ルネサンスの名画はなぜこんなに面白いのか デジタル版 （中経の文庫） 井出 洋一郎 著 KADOKAWA 2013.11
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39 日本に古代はあったのか （角川選書） 井上 章一 著 KADOKAWA 2014.8

40 妄想かもしれない日本の歴史 （角川選書） 井上 章一 著 KADOKAWA 2014.8

41 江戸の発禁本 （角川選書） 井上 泰至 著 KADOKAWA 2015.2

42 雨月物語の世界 （角川選書） 井上 泰至 著 KADOKAWA 2014.11

43 考証戦国おもしろ史談 デジタル版 （新人物文庫） 稲垣 史生 著 KADOKAWA 2015.9

44 江戸考証読本 1 将軍様と町人編 デジタル版 （新人物文庫） 稲垣 史生 著 KADOKAWA 2015.8

45 江戸考証読本 2 大江戸八百八町編 デジタル版 （新人物文庫） 稲垣 史生 著 KADOKAWA 2015.9

46 高校3年間の英語を10時間で復習する本 （中経の文庫） 稲田 一 著 KADOKAWA 2017.1

47 中学3年間の英語を10時間で復習する本 デジタル版 （中経の文庫） 稲田 一 著 KADOKAWA 2016.5

48 伝わる文章を書く技術 デジタル版 印南 敦史 著 KADOKAWA 2014.11

49 経済学の名著50冊が1冊でざっと学べる 蔭山 克秀 著 KADOKAWA 2018.8

50 報告書・レポート・議事録が面白いほど書ける本 （ポイント図解） 永山 嘉昭 著 KADOKAWA 2017.8

51 プレゼンがうまい人の「図解思考」の技術 デジタル版 永田 豊志 著 KADOKAWA 2015.3

52 ヒットラーの通った道 永峯 清成 著 KADOKAWA 2019.6

53 本の中身が頭に入ってこない人のための読書のルール デジタル版 （中経の文庫） 園 善博 著 KADOKAWA 2015.8

54 今はじめる人のための短歌入門 （角川ソフィア文庫） 岡井 隆 著 KADOKAWA 2013.11

55 孤独の作法 デジタル版 （中経の文庫） 下重 暁子 著 KADOKAWA 2013.12

56 コクヨ式1分間で伝わる話し方 （中経の文庫） 下地 寛也 著 KADOKAWA 2017.1

57 平成から大化まで全元号解説 河野 浩一 著 KADOKAWA 2019.3

58 私の沖縄戦記 （角川ソフィア文庫） 外間 守善 著 KADOKAWA 2012.7

59 ゼロから始める経済学入門 角田 明義 監修 KADOKAWA 2014.11

60 韓流ドラマで朝鮮王朝の謎が面白いほどわかる本 デジタル版 （中経の文庫） 貫井 正之 著 KADOKAWA 2013.11

61 古代史はどうして謎めくのか デジタル版 （新人物文庫） 関 裕二 著 KADOKAWA 2015.5

62 真田一族と家臣団のすべて デジタル版 （新人物文庫） 丸島 和洋 著 KADOKAWA 2016.1

63 スターバックスCEOだった私が社員に贈り続けた31の言葉 デジタル版 （中経の文庫） 岩田 松雄 著 KADOKAWA 2016.5

64 日本100大企業の系譜 1 （メディアファクトリー新書） 菊地 浩之 著 KADOKAWA 2014.4

65 日本100大企業の系譜 2 （メディアファクトリー新書） 菊地 浩之 著 KADOKAWA 2014.6

66 新選組謎解き散歩 デジタル版 （新人物文庫） 菊地 明 著 KADOKAWA 2014.1

67 上野彰義隊と箱館戦争史 デジタル版 菊地 明 著 KADOKAWA 2015.4

68 龍馬「伝説」の誕生 デジタル版 （新人物文庫） 菊地 明 著 KADOKAWA 2014.8

69 龍馬暗殺最後の謎 デジタル版 （新人物文庫） 菊地 明 著 KADOKAWA 2014.8

70 中学3年間の数学をこの1冊でざっと復習する本 （中経の文庫） 吉永 豊文 著 KADOKAWA 2016.12

71 百人一首で読み解く平安時代 （角川選書） 吉海 直人 著 KADOKAWA 2014.8

72 ファラオ デジタル版 （新人物文庫） 吉成 薫 著 KADOKAWA 2013.1

73 文部科学大臣賞を受賞した小学1年生のすごい自由研究「セミをさがしたなつやすみ」 吉川 蒼都 著 KADOKAWA 2019.6

74 世界一面白い古代エジプトの謎 ツタンカーメン/クレオパトラ篇 新王国時代〜ローマ支配時代 デジタル版 （中経の文庫） 吉村 作治 著 KADOKAWA 2014.8

75 世界一面白い古代エジプトの謎 ピラミッド/太陽の船篇 先王朝時代〜第二中間期 デジタル版 （中経の文庫） 吉村 作治 著 KADOKAWA 2014.8

76 新古今和歌集 下 （角川ソフィア文庫） 久保田 淳 訳注 KADOKAWA 2014.4
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77 新古今和歌集 上 （角川ソフィア文庫） 久保田 淳 訳注 KADOKAWA 2014.4

78 メディチ家12の至宝をめぐる旅 （アスキー新書） 宮下 孝晴 著 KADOKAWA 2017.8

79 パワースピーチ入門 （角川新書） 橋爪 大三郎 著 KADOKAWA 2020.7

80 織田信長 デジタル版 （新人物文庫） 桐野 作人 著 KADOKAWA 2014.12

81 老荘思想がよくわかる本 デジタル版 （新人物文庫） 金谷 治 著 KADOKAWA 2014.8

82 金田一秀穂の心地よい日本語 デジタル版 金田一 秀穂 著 KADOKAWA 2016.3

83 九鬼周造「いきの構造」 （角川ソフィア文庫） 九鬼 周造 著 KADOKAWA 2014.1

84 ロンドン丼 （角川e文庫） 玖保 キリコ 著 KADOKAWA 2014.9

85 保元・平治の乱 （角川ソフィア文庫） 元木 泰雄 著 KADOKAWA 2014.2

86 満鉄撫順炭鉱と平頂山事件 デジタル版 （新人物文庫） 原 勢二 著 KADOKAWA 2015.3

87 毎日1分TOEIC TEST英単語600点クリア 改訂版 （中経の文庫） 原田 健作 著 KADOKAWA 2017.1

88 毎日1分TOEIC TEST英単語860点クリア 改訂版 （中経の文庫） 原田 健作 著 KADOKAWA 2017.1

89 中世の村のかたちと暮らし （角川選書） 原田 信男 著 KADOKAWA 2014.12

90 地図とあらすじで歩く『古事記』 デジタル版 （新人物文庫） 古川 順弘 著 KADOKAWA 2015.1

91 図解これからの航空ビジネス早わかり デジタル版 （1時間でわかる） 戸崎 肇 著 KADOKAWA 2013.12

92 日米開戦をスクープした男 デジタル版 （新人物文庫） 後藤 基治 著 KADOKAWA 2013.11

93 使える日本史 デジタル版 （図解） 後藤 武士 著 KADOKAWA 2016.3

94 1分間英語で京都を案内する デジタル版 （中経の文庫） 広瀬 直子 著 KADOKAWA 2014.3

95 明智光秀「誠」という生き方 デジタル版 （新人物文庫） 江宮 隆之 著 KADOKAWA 2015.2

96 知っておきたい日本の皇室 （角川ソフィア文庫） 皇室事典編集委員会 監修 KADOKAWA 2011.5

97 象徴天皇の誕生 （角川e文庫） 高橋 紘 著 KADOKAWA 2015.2

98 図解大学4年間の経営学が10時間でざっと学べる 高橋 伸夫 著 KADOKAWA 2017.6

99 武士の掟 デジタル版 高橋 慎一朗 著 KADOKAWA 2014.12

100 古今和歌集 新版 （角川ソフィア文庫） 高田 祐彦 訳注 KADOKAWA 2014.1

101 江戸図屛風の謎を解く （角川選書） 黒田 日出男 著 KADOKAWA 2014.9

102 豊国祭礼図を読む （角川選書） 黒田 日出男 著 KADOKAWA 2013.12

103 坂本龍馬を斬った男 デジタル版 （新人物文庫） 今井 幸彦 著 KADOKAWA 2015.1

104 ホウレンソウ<報告・連絡・相談>の習慣が面白いほど身につく本 デジタル版 （ポイント図解） 今井 繁之 著 KADOKAWA 2014.2

105 蒙求 （角川ソフィア文庫） 今鷹 眞 著 KADOKAWA 2014.6

106 地名の社会学 （角川選書） 今尾 恵介 著 KADOKAWA 2015.6

107 短歌のための文語文法入門 （角川短歌ライブラリー） 今野 寿美 著 KADOKAWA 2013.1

108 万葉集の<われ> （角川選書） 佐佐木 幸綱 著 KADOKAWA 2014.9

109 建礼門院という悲劇 （角川選書） 佐伯 真一 著 KADOKAWA 2014.1

110 朝鮮王朝運命を切り拓いた王と妃たち （角川ソフィア文庫） 佐野 良一 著 KADOKAWA 2012.7

111 歴史と人物でわかる華麗なる朝鮮王朝 （角川ソフィア文庫） 佐野 良一 著 KADOKAWA 2012.7

112 リーダーが実行する新ホウレンソウの本 新版 デジタル版 細川 馨 著 KADOKAWA 2015.1

113 もう一つの『三国志』異民族との戦い デジタル版 （新人物文庫） 坂口 和澄 著 KADOKAWA 2014.5

114 三国志それからの系譜 デジタル版 （新人物文庫） 坂口 和澄 著 KADOKAWA 2013.1
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115 日本と道教文化 （角川選書） 坂出 祥伸 著 KADOKAWA 2014.1

116 ビッグデータを開拓せよ （角川インターネット講座） 坂内 正夫 監修 KADOKAWA 2015.9

117 日本絵画の見方 （角川選書） 榊原 悟 著 KADOKAWA 2015.1

118 異邦人が覗いたニッポン デジタル版 （中経の文庫） 雑学総研 著 KADOKAWA 2015.6

119 人類なら知っておきたい地球の雑学 （中経の文庫） 雑学総研 編 KADOKAWA 2018.3

120 平城京の家族たち （角川ソフィア文庫） 三浦 佑之 著 KADOKAWA 2014.3

121 HSK・中国語検定最強の学習法 デジタル版 三宅 裕之 著 KADOKAWA 2014.5

122 日露戦争 デジタル版 （新人物文庫） 三野 正洋 著 KADOKAWA 2015.2

123 謎だらけ日本の神さま仏さま デジタル版 （新人物文庫） 山下 昌也 著 KADOKAWA 2013.1

124 争乱の日本古代史 デジタル版 （新人物文庫） 山岸 良二 著 KADOKAWA 2013.11

125 こんなにも面白い日本の古典 （角川ソフィア文庫） 山口 博 著 KADOKAWA 2014.2

126 ココ・シャネルという生き方 新装版 （中経の文庫） 山口 路子 著 KADOKAWA 2017.3

127 長宗我部元親 デジタル版 （新人物文庫） 山本 大 編 KADOKAWA 2014.1

128 日本人の心武士道入門 デジタル版 （中経の文庫） 山本 博文 著 KADOKAWA 2014.1

129 経営分析の初歩が面白いほどわかる本 デジタル版 （知りたいことがすぐわかる） 市川 利夫 著 KADOKAWA 2015.4

130 紫式部日記 （角川ソフィア文庫） 紫式部 著 KADOKAWA 2013.12

131 聖書が面白いほどわかる本 デジタル版 （中経の文庫） 鹿嶋 春平太 著 KADOKAWA 2015.9

132 漫画・うんちく書店 （メディアファクトリー新書） 室井 まさね 著 KADOKAWA 2013.1

133 落窪物語 下 新版 （角川ソフィア文庫） 室城 秀之 訳注 KADOKAWA 2014.8

134 落窪物語 上 新版 （角川ソフィア文庫） 室城 秀之 訳注 KADOKAWA 2014.8

135 誰も書かなかった江戸町奉行所の謎 デジタル版 （中経の文庫） 若桜木 虔 著 KADOKAWA 2013.12

136 右手に「論語」左手に「韓非子」 （角川SSC新書） 守屋 洋 著 KADOKAWA 2014.8

137 首都圏「街」格差 （中経の文庫） 首都圏「街」格差研究会 編 KADOKAWA 2017.2

138 現代語抄訳で楽しむ東海道中膝栗毛と続膝栗毛 十返舎 一九 作 KADOKAWA 2016.9

139 イラストでわかる日本の神話とゆかりの神社 （中経の文庫） 渋谷 申博 監修 KADOKAWA 2019.4

140 進化するプラットフォーム （角川インターネット講座） 出井 伸之 監修 KADOKAWA 2015.7

141 日本人なら知っておきたいあらすじで読む日本の名著 デジタル版 小川 義男 編著 KADOKAWA 2014.2

142 万葉集と日本人 （角川選書） 小川 靖彦 著 KADOKAWA 2014.5

143 万葉集隠された歴史のメッセージ （角川選書） 小川 靖彦 著 KADOKAWA 2014.12

144 数式なしでわかる相対性理論 デジタル版 （中経の文庫） 小谷 太郎 著 KADOKAWA 2014.1

145 皇族に嫁いだ女性たち （角川選書） 小田部 雄次 著 KADOKAWA 2014.1

146 昭和天皇と弟宮 （角川選書） 小田部 雄次 著 KADOKAWA 2014.1

147 天皇と宮家 デジタル版 （新人物文庫） 小田部 雄次 著 KADOKAWA 2014.1

148 関東軍とは何だったのか デジタル版 小林 英夫 著 KADOKAWA 2015.3

149 あらすじで読む日本の古典 デジタル版 （新人物文庫） 小林 保治 編著 KADOKAWA 2015.4

150 詳細図説家康記 デジタル版 小和田 哲男 著 KADOKAWA 2015.3

151 詳細図説秀吉記 デジタル版 小和田 哲男 著 KADOKAWA 2015.3

152 詳細図説信長記 デジタル版 小和田 哲男 著 KADOKAWA 2015.3
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153 何を話せばいいのかわからない人のための雑談のルール デジタル版 （中経の文庫） 松橋 良紀 著 KADOKAWA 2013.11

154 現代語訳魏志倭人伝 デジタル版 （新人物文庫） 松尾 光 著 KADOKAWA 2014.6

155 古代史がわかる『万葉集』の読み方 デジタル版 （新人物文庫） 松尾 光 編 KADOKAWA 2014.11

156 おくのほそ道 新版 （角川ソフィア文庫） 松尾 芭蕉 著 KADOKAWA 2014.2

157 人工知能はなぜ未来を変えるのか （中経の文庫） 松尾 豊 著 KADOKAWA 2016.7

158 日本史の快楽 （角川ソフィア文庫） 上横手 雅敬 著 KADOKAWA 2014.2

159 源平争乱と平家物語 （角川選書） 上横手 雅敬 著 KADOKAWA 2014.11

160 春雨物語 （角川ソフィア文庫） 上田 秋成 著 KADOKAWA 2013.12

161 大和路の旅 （角川選書） 上田 正昭 著 KADOKAWA 2014.1

162 はじめて楽しむ万葉集 （角川ソフィア文庫） 上野 誠 著 KADOKAWA 2013.11

163 願いを9割実現するマーフィーの法則 デジタル版 （中経の文庫） 植西 聰 著 KADOKAWA 2014.6

164 ユダヤ大事典 デジタル版 （新人物文庫） 新人物往来社 編 KADOKAWA 2015.3

165 昭和60年国鉄山手線物語 デジタル版 （新人物文庫） 新人物往来社 編 KADOKAWA 2013.12

166 敗者の古代史 （中経の文庫） 森 浩一 著 KADOKAWA 2016.1

167 世界一わかりやすいローマ人の歴史 デジタル版 （新人物文庫） 森 実与子 著 KADOKAWA 2015.5

168 イタリア謎解き散歩 デジタル版 （中経の文庫） 森 実与子 著 KADOKAWA 2014.11

169 図解古事記と日本書紀 デジタル版 森村 宗冬 著 KADOKAWA 2014.11

170 村上水軍全紀行 デジタル版 森本 繁 著 KADOKAWA 2015.1

171 日本を洗濯する坂本龍馬言行ノート デジタル版 （中経の文庫） 森友 幸照 著 KADOKAWA 2014.2

172 女帝の世紀 （角川選書） 仁藤 敦史 著 KADOKAWA 2015.1

173 庶民たちの朝鮮王朝 （角川選書） 水野 俊平 著 KADOKAWA 2014.1

174 使えるミクロ経済学 デジタル版 （図解） 菅原 晃 著 KADOKAWA 2015.1

175 更級日記 （角川ソフィア文庫） 菅原孝標女 著 KADOKAWA 2013.1

176 図解刑法早わかり デジタル版 菅野 雅貴 著 KADOKAWA 2014.12

177 現代語訳日本書紀 デジタル版 （新人物文庫） 菅野 雅雄 著 KADOKAWA 2014.9

178 断言する。情熱で人生は変えられる。 デジタル版 （中経の文庫） 是久 昌信 著 KADOKAWA 2015.3

179 図解クラウゼヴィッツ「戦争論」入門 （中経の文庫） 是本 信義 著 KADOKAWA 2016.12

180 万葉集の恋うた デジタル版 （中経の文庫） 清川 妙 著 KADOKAWA 2014.11

181 実践ロジカルシンキングが身につく入門テキスト デジタル版 西村 克己 著 KADOKAWA 2015.11

182 20代から身につけたい論理的な考え方 （中経の文庫） 西村 克己 著 KADOKAWA 2016.7

183 就職を決める!自己分析ワークシート デジタル版 （中経の文庫） 青柳 宏 著 KADOKAWA 2015.2

184 一度は参拝したい日本の神社55 デジタル版 （中経の文庫） 青柳 和枝 著 KADOKAWA 2014.2

185 魏の武帝曹操 デジタル版 （新人物文庫） 石井 仁 著 KADOKAWA 2013.12

186 いっきに読める日本の歴史 カラー改訂版 デジタル版 石黒 拡親 著 KADOKAWA 2014.2

187 明治の東京写真 丸の内・神田・日本橋 石黒 敬章 著 KADOKAWA 2014.11

188 明治の東京写真 新橋・赤坂・浅草 石黒 敬章 著 KADOKAWA 2014.11

189 幕末明治の肖像写真 石黒 敬章 著 KADOKAWA 2014.11

190 こんな写真があったのか 石黒 敬章 著 KADOKAWA 2014.11
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191 海洋資源大国めざす日本プロジェクト! （角川SSC新書） 石川 憲二 著 KADOKAWA 2013.12

192 伊勢物語 新版 （角川ソフィア文庫） 石田 穣二 訳注 KADOKAWA 2014.9

193 毎日1分ひと言韓国語 デジタル版 石田 美智代 著 KADOKAWA 2015.8

194 ゲーム理論の思考法 （中経の文庫） 川西 諭 著 KADOKAWA 2017.7

195 誰も書かなかった清少納言と平安貴族の謎 デジタル版 （中経の文庫） 川村 裕子 監修 KADOKAWA 2013.11

196 王朝の恋の手紙たち （角川選書） 川村 裕子 著 KADOKAWA 2015.2

197 王朝文学入門 （角川選書） 川村 裕子 著 KADOKAWA 2015.2

198 島原・天草の乱 デジタル版 煎本 増夫 著 KADOKAWA 2015.4

199 口語訳日本国憲法・大日本帝国憲法 デジタル版 （新人物文庫） 倉山 満 著 KADOKAWA 2015.4

200 秩父事件に迫る デジタル版 倉田 次郎 著 KADOKAWA 2015.3

201 カラー版現代語訳春画 デジタル版 （新人物文庫） 早川 聞多 著 KADOKAWA 2014.9

202 歴史が面白くなる東大のディープな日本史 古代・中世編 （中経の文庫） 相澤 理 著 KADOKAWA 2016.7

203 中学生から大人までよくわかる中東の世界史 デジタル版 （新人物文庫） 村山 秀太郎 著 KADOKAWA 2014.8

204 1冊でわかる村上春樹 デジタル版 村上春樹を読み解く会 著 KADOKAWA 2015.9

205 信長公記 デジタル版 （新人物文庫） 太田 牛一 著 KADOKAWA 2013.1

206 満洲帝国史 デジタル版 （新人物ブックス） 太田 尚樹 著 KADOKAWA 2015.5

207 ディベートの基本が面白いほど身につく本 デジタル版 （知りたいことがすぐわかる） 太田 龍樹 著 KADOKAWA 2016.4

208 図解でわかる!スティーブ・ジョブズの思考法 デジタル版 （中経の文庫） 大西 宏 著 KADOKAWA 2013.11

209 お金の流れで読む日本の歴史 （中経の文庫） 大村 大次郎 著 KADOKAWA 2017.4

210 歴史を塗り替えた日本列島発掘史 デジタル版 大塚 初重 著 KADOKAWA 2014.12

211 古代朝鮮神話の実像 デジタル版 大脇 由紀子 著 KADOKAWA 2015.1

212 日本はなぜ日露戦争に勝てたのか デジタル版 （中経の文庫） 瀧澤 中 著 KADOKAWA 2014.2

213 カラー版百人一首 （角川ソフィア文庫） 谷 知子 編 KADOKAWA 2013.12

214 昭和天皇のごはん デジタル版 （新人物ブックス） 谷部 金次郎 著 KADOKAWA 2015.5

215 社会人として必要な世界の宗教のことが3時間でざっと学べる 池上 彰 著 KADOKAWA 2019.6

216 図解池上彰の世界の宗教が面白いほどわかる本 （中経の文庫） 池上 彰 著 KADOKAWA 2013.9

217 <図解>池上彰のニュースが面白いほどわかるシリーズ<経済・政治・宗教> 池上 彰 著 KADOKAWA 2016.8

218 <図解>池上彰のニュースの基本が面白いほどわかる本 （中経の文庫） 池上 彰 著 KADOKAWA 2015.12

219 社会人として必要なニュースの読み方が5時間でざっと学べる 池上 彰 著 KADOKAWA 2020.7

220 日本の決断 （角川oneテーマ21） 池上 彰 著 KADOKAWA 2013.12

221 図解池上彰の政治と選挙のニュースが面白いほどわかる本 （中経の文庫） 池上 彰 著 KADOKAWA 2016.6

222 <図解>池上彰の経済のニュースが面白いほどわかる本 最新版 （中経の文庫） 池上 彰 著 KADOKAWA 2014.9

223 池上彰×津田大介テレビ・新聞・ネットを読む技術 （中経の文庫） 池上 彰 著 KADOKAWA 2016.12

224 十八史略 （角川ソフィア文庫） 竹内 弘行 著 KADOKAWA 2014.8

225 新選組の謎 デジタル版 （中経の文庫） 中見 利男 著 KADOKAWA 2014.2

226 世界史が伝える日本人の評判記 デジタル版 （中経の文庫） 中西 輝政 監修 KADOKAWA 2013.12

227 美女とは何か （角川ソフィア文庫） 張 競 著 KADOKAWA 2014.1

228 デジタル時代の知識創造 （角川インターネット講座） 長尾 真 監修 KADOKAWA 2015.1
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229 鳥山石燕画図百鬼夜行全画集 （角川ソフィア文庫） 鳥山 石燕 著 KADOKAWA 2014.6

230 日本を揺るがせた怪物たち デジタル版 田原 総一朗 著 KADOKAWA 2016.3

231 声に出して覚える英語の詩50選 デジタル版 田中 安行 著 KADOKAWA 2015.4

232 異端の皇女と女房歌人 （角川選書） 田渕 句美子 著 KADOKAWA 2014.3

233 新古今集 後鳥羽院と定家の時代 （角川選書） 田渕 句美子 著 KADOKAWA 2015.2

234 ウィリアム王子とケイト・ミドルトン デジタル版 （新人物文庫） 渡辺 みどり 著 KADOKAWA 2013.1

235 歌舞伎の見方 （角川選書） 渡辺 保 著 KADOKAWA 2014.9

236 おんな領主井伊直虎 （中経の文庫） 渡邊 大門 著 KADOKAWA 2016.9

237 世界の首都204が1冊でわかる本 デジタル版 （中経の文庫） 都市の魅力探究会 編 KADOKAWA 2013.1

238 仮想戦争の終わり （角川インターネット講座） 土屋 大洋 監修 KADOKAWA 2014.12

239 百人一首 新版 （角川ソフィア文庫） 島津 忠夫 訳注 KADOKAWA 2013.11

240 江戸東京怪談文学散歩 （角川選書） 東 雅夫 著 KADOKAWA 2014.1

241 開かれる国家 （角川インターネット講座） 東 浩紀 監修 KADOKAWA 2015.6

242 桃山人夜話 （角川ソフィア文庫） 桃山人 作 KADOKAWA 2014.7

243 ドラッカー思考法大全 （中経の文庫） 藤屋 伸二 著 KADOKAWA 2016.12

244 蜻蛉日記 1 上巻・中巻 新版 （角川ソフィア文庫） 藤原道綱母 作 KADOKAWA 2014.2

245 蜻蛉日記 2 下巻 新版 （角川ソフィア文庫） 藤原道綱母 作 KADOKAWA 2014.2

246 誰も書かなかった西郷隆盛の謎 （中経の文庫） 徳永 和喜 監修 KADOKAWA 2017.9

247 ためらいの倫理学 （角川e文庫） 内田 樹 著 KADOKAWA 2014.8

248 中世尼僧愛の果てに （角川選書） 日下 力 著 KADOKAWA 2014.9

249 イラストでわかる日本のお寺と神社 （中経の文庫） 日本の寺社研究会 著 KADOKAWA 2017.1

250 イラストでわかる日本の仏さま デジタル版 （中経の文庫） 日本の仏研究会 編 KADOKAWA 2014.9

251 日本の恋の歌 貴公子たちの恋 馬場 あき子 著 KADOKAWA 2014.5

252 日本の恋の歌 恋する黒髪 馬場 あき子 著 KADOKAWA 2014.5

253 図解マイナンバー制度早わかり デジタル版 （1時間でわかる） 梅屋 真一郎 著 KADOKAWA 2015.8

254 上手な問題解決の方法が面白いほどわかる本 デジタル版 （知りたいことがすぐわかる） 萩原 正英 編著 KADOKAWA 2015.11

255 プチャーチン デジタル版 （新人物ブックス） 白石 仁章 著 KADOKAWA 2015.5

256 昭和と日本人 失敗の本質 デジタル版 （中経の文庫） 半藤 一利 著 KADOKAWA 2015.11

257 八幡神とはなにか （角川ソフィア文庫） 飯沼 賢司 著 KADOKAWA 2014.4

258 世界一わかりやすい経済の教室 デジタル版 （中経の文庫） 飯田 泰之 著 KADOKAWA 2014.7

259 沸騰!図書館 （角川oneテーマ21） 樋渡 啓祐 著 KADOKAWA 2014.5

260 尾木ママ流凹まない生き方 デジタル版 （中経の文庫） 尾木 直樹 著 KADOKAWA 2016.5

261 尾木ママ流叱らない子育て デジタル版 （中経の文庫） 尾木 直樹 著 KADOKAWA 2015.11

262 たった10分で身につくきれいな字を速く書く技術 デジタル版 （中経の文庫） 富澤 敏彦 著 KADOKAWA 2015.3

263 江戸と幕末 デジタル版 （新人物文庫） 冨成 博 著 KADOKAWA 2014.5

264 誰も知らない幕末薩長連合の真相 デジタル版 （新人物文庫） 冨成 博 著 KADOKAWA 2015.3

265 池田屋事変始末記 デジタル版 （新人物文庫） 冨成 博 著 KADOKAWA 2014.7

266 図解論理学のことが面白いほどわかる本 デジタル版 平尾 始 著 KADOKAWA 2014.4

7 / 42 ページ



國學院大學電子図書館(LibrariE)図書リスト 令和3年5月現在

No. 資料名 著者名 出版者 出版年月

267 平常心を失わない技術 デジタル版 （中経の文庫） 保坂 隆 編著 KADOKAWA 2014.8

268 百万都市江戸の生活 （角川ソフィア文庫） 北原 進 著 KADOKAWA 2014.2

269 現代語訳神皇正統記 デジタル版 （新人物文庫） 北畠 親房 著 KADOKAWA 2015.6

270 人が集まる街、逃げる街 （角川新書） 牧野 知弘 著 KADOKAWA 2020.7

271 自分の考えがうまく伝わる「要約」の技術 デジタル版 （中経の文庫） 本間 正人 著 KADOKAWA 2015.8

272 今さら他人に聞けない大人のカタカナ語事典 デジタル版 （中経の文庫） 本郷 陽二 著 KADOKAWA 2014.2

273 本当に残酷な中国史 （角川SSC新書） 麻生川 静男 著 KADOKAWA 2014.9

274 日本仏教入門 （角川選書） 末木 文美士 著 KADOKAWA 2014.4

275 海民と日本社会 デジタル版 （新人物文庫） 網野 善彦 著 KADOKAWA 2013.1

276 同時通訳者が教える英語雑談の全技術 木内 裕也 著 KADOKAWA 2016.9

277 兵隊三日捕虜三年 デジタル版 （新人物文庫） 門奈 鷹一郎 著 KADOKAWA 2014.8

278 関白秀次の切腹 デジタル版 矢部 健太郎 著 KADOKAWA 2016.3

279 伊勢神宮 （角川選書） 矢野 憲一 著 KADOKAWA 2014.12

280 落語家はなぜ噺を忘れないのか （角川SSC新書） 柳家 花緑 著 KADOKAWA 2014.8

281 留学しないで、英語の達人になる方法 デジタル版 （中経の文庫） 有子山 博美 著 KADOKAWA 2014.3

282 文房具のスゴい技術 デジタル版 （中経の文庫） 涌井 良幸 著 KADOKAWA 2014.5

283 四国遍路とはなにか （角川選書） 頼富 本宏 著 KADOKAWA 2015.1

284 ドラッカーと会計の話をしよう デジタル版 （中経の文庫） 林 總 著 KADOKAWA 2016.6

285 9割受かる!公務員試験「作文・小論文」の勉強法 デジタル版 鈴木 俊士 著 KADOKAWA 2015.5

286 江戸の橋 （角川ソフィア文庫） 鈴木 理生 著 KADOKAWA 2013.11

287 和泉式部日記 （角川ソフィア文庫） 和泉式部 著 KADOKAWA 2013.1

288 できる人の「超」整理術 デジタル版 （中経の文庫） 壺阪 龍哉 著 KADOKAWA 2015.4

289 上手な電話応対が面白いほどできる本 デジタル版 （知りたいことがすぐわかる） 櫻井 弘 著 KADOKAWA 2015.4

290 カラー版「乗り鉄」バイブル デジタル版 （中経の文庫） 櫻田 純 著 KADOKAWA 2014.7

291 大人のための読書の全技術 （中経の文庫） 齋藤 孝 著 KADOKAWA 2016.8

292 古事記 日本書紀 風土記の神々 デジタル版 （歴史読本<電子特別版>） KADOKAWA 2014.2

293 争乱の古代史 デジタル版 （歴史読本<電子特別版>） KADOKAWA 2015.4

294 敗者の古代史 デジタル版 （歴史読本<電子特別版>） KADOKAWA 2014.3

295 ここまでわかった!謎の4世紀 デジタル版 （歴史読本<電子特別版>） KADOKAWA 2013.12

296 古代王権と古墳の謎 デジタル版 （歴史読本<電子特別版>） KADOKAWA 2014.11

297 徳川15代歴代将軍と幕閣 デジタル版 （歴史読本<電子特別版>） KADOKAWA 2014.1

298 大坂の陣と秀頼の実像 デジタル版 （歴史読本<電子特別版>） KADOKAWA 2014.9

299 古写真集成幕末・明治の100人 デジタル版 （歴史読本<電子特別版>） KADOKAWA 2014.3

300 古代最強の豪族蘇我氏 デジタル版 （歴史読本<電子特別版>） KADOKAWA 2014.8

301 皇族と宮家 デジタル版 （歴史読本<電子特別版>） KADOKAWA 2014.6

302 黒田官兵衛をめぐる女たち デジタル版 （歴史読本<電子特別版>） KADOKAWA 2014.3

303 明智光秀の謎 デジタル版 （歴史読本<電子特別版>） KADOKAWA 2014.4

304 龍馬を継いだ男 岩崎弥太郎 （アスキー新書） 安藤 優一郎 著 KADOKAWA/アスキー・メディアワークス 2011.9
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305 ビッグデータがビジネスを変える （アスキー新書） 稲田 修一 著 KADOKAWA/アスキー・メディアワークス 2012.12

306 「農業」という生き方 （アスキー新書） 永峰 英太郎 著 KADOKAWA/アスキー・メディアワークス 2011.8

307 ストラディヴァリウス （アスキー新書） 横山 進一 著 KADOKAWA/アスキー・メディアワークス 2011.8

308 謎解き関ケ原合戦 （アスキー新書） 桐野 作人 著 KADOKAWA/アスキー・メディアワークス 2012.2

309 欠陥「国民投票法」はなぜ危ないのか （アスキー新書） 隅野 隆徳 著 KADOKAWA/アスキー・メディアワークス 2011.8

310 社会起業家に学べ! （アスキー新書） 今 一生 著 KADOKAWA/アスキー・メディアワークス 2011.8

311 くたばれ学校 （アスキー新書） 今村 克彦 著 KADOKAWA/アスキー・メディアワークス 2011.8

312 企業が「帝国化」する （アスキー新書） 松井 博 著 KADOKAWA/アスキー・メディアワークス 2013.2

313 ロシア語られない戦争 （アスキー新書） 常岡 浩介 著 KADOKAWA/アスキー・メディアワークス 2011.8

314 日本人はなぜ足元を見られるのか? （アスキー新書） 杉江 弘 著 KADOKAWA/アスキー・メディアワークス 2012.8

315 40代、職業・ロックミュージシャン （アスキー新書） 大槻 ケンヂ 著 KADOKAWA/アスキー・メディアワークス 2013.4

316 世界を驚かせた日本人の発明力 （アスキー新書） 竹内 一正 著 KADOKAWA/アスキー・メディアワークス 2012.12

317 松下幸之助7つの「修羅場」 （アスキー新書） 竹内 一正 著 KADOKAWA/アスキー・メディアワークス 2011.12

318 村上春樹の秘密 （アスキー新書） 柘植 光彦 著 KADOKAWA/アスキー・メディアワークス 2011.8

319 聴いたら危険!ジャズ入門 （アスキー新書） 田中 啓文 著 KADOKAWA/アスキー・メディアワークス 2012.2

320 最高の親孝行 （アスキー新書） 米山 公啓 著 KADOKAWA/アスキー・メディアワークス 2011.12

321 セクシィ古文 電子書籍版 （メディアファクトリー新書） 田中 貴子 著 KADOKAWA/メディアファクトリー 2011.1

322 サプライズ内定 （角川SSC新書） 才木 弓加 著 KADOKAWA/角川マガジンズ 2012.12

323 大人の国語力がつく漢詩一〇〇選 （角川SSC新書） 守屋 洋 著 KADOKAWA/角川マガジンズ 2013.8

324 方法序説 （角川ソフィア文庫） デカルト 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.7

325 饗宴 （角川ソフィア文庫） プラトン 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.8

326 精神分析入門 下 新版 （角川ソフィア文庫） フロイト 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.7

327 精神分析入門 上 新版 （角川ソフィア文庫） フロイト 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.7

328 岡井隆の短歌塾 入門編 （角川短歌ライブラリー） 岡井 隆 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.9

329 万葉集 （角川ソフィア文庫） 角川書店 編 KADOKAWA/角川学芸出版 2011.1

330 古事記 （角川ソフィア文庫） 角川書店 編 KADOKAWA/角川学芸出版 2011.9

331 竹取物語 （角川ソフィア文庫） 角川書店 編 KADOKAWA/角川学芸出版 2011.9

332 今昔物語集 （角川ソフィア文庫） 角川書店 編 KADOKAWA/角川学芸出版 2011.1

333 平家物語 （角川ソフィア文庫） 角川書店 編 KADOKAWA/角川学芸出版 2011.12

334 土佐日記 （角川ソフィア文庫） 紀 貫之 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2011.1

335 富士山の文学 （角川ソフィア文庫） 久保田 淳 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.8

336 南総里見八犬伝 （角川ソフィア文庫） 曲亭 馬琴 作 KADOKAWA/角川学芸出版 2012.1

337 曾根崎心中 冥途の飛脚 心中天の網島 （角川ソフィア文庫） 近松 門左衛門 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.8

338 梁塵秘抄 （角川ソフィア文庫） 後白河院 撰 KADOKAWA/角川学芸出版 2012.2

339 いのちの器 （角川文庫） 高山 文彦 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.9

340 伊勢物語 （角川ソフィア文庫） 坂口 由美子 編 KADOKAWA/角川学芸出版 2011.1

341 堤中納言物語 （角川ソフィア文庫） 坂口 由美子 編 KADOKAWA/角川学芸出版 2012.2

342 易経 （角川ソフィア文庫） 三浦 國雄 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2012.5
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343 源氏物語 （角川ソフィア文庫） 紫式部 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2011.9

344 紫式部日記 （角川ソフィア文庫） 紫式部 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2011.11

345 天災と日本人 （角川ソフィア文庫） 寺田 寅彦 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.4

346 うつほ物語 （角川ソフィア文庫） 室城 秀之 編 KADOKAWA/角川学芸出版 2011.9

347 竹取物語 新版 （角川ソフィア文庫） 室伏 信助 訳注 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.8

348 氷川清話 （角川ソフィア文庫） 勝 海舟 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.7

349 新古今和歌集 （角川ソフィア文庫） 小林 大輔 編 KADOKAWA/角川学芸出版 2011.12

350 おくのほそ道 （角川ソフィア文庫） 松尾 芭蕉 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2011.9

351 日本神話 新版 （角川ソフィア文庫） 上田 正昭 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.9

352 島人もびっくりオモシロ琉球・沖縄史 （角川ソフィア文庫） 上里 隆史 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.6

353 更級日記 （角川ソフィア文庫） 菅原孝標女 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2011.1

354 風姿花伝・三道 （角川ソフィア文庫） 世阿弥 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.9

355 西行 （角川ソフィア文庫） 西澤 美仁 編 KADOKAWA/角川学芸出版 2012.2

356 百人一首 （角川ソフィア文庫） 谷 知子 編 KADOKAWA/角川学芸出版 2012.4

357 中原中也全詩集 （角川ソフィア文庫） 中原 中也 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.6

358 古今和歌集 （角川ソフィア文庫） 中島 輝賢 編 KADOKAWA/角川学芸出版 2011.12

359 能のドラマツルギー （角川ソフィア文庫） 渡辺 保 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.9

360 歌舞伎手帖 増補版 （角川ソフィア文庫） 渡辺 保 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.1

361 女形とは （角川ソフィア文庫） 渡辺 保 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.1

362 百物語の怪談史 （角川ソフィア文庫） 東 雅夫 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.6

363 蜻蛉日記 （角川ソフィア文庫） 藤原道綱母 作 KADOKAWA/角川学芸出版 2011.12

364 脳はなにを見ているのか （角川ソフィア文庫） 藤田 一郎 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.5

365 白河法皇 （角川ソフィア文庫） 美川 圭 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.5

366 大鏡 （角川ソフィア文庫） 武田 友宏 編 KADOKAWA/角川学芸出版 2011.1

367 史記 （角川ソフィア文庫） 福島 正 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2012.5

368 歴史を動かした哲学者たち （角川ソフィア文庫） 堀川 哲 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.1

369 買い物の日本史 （角川ソフィア文庫） 本郷 恵子 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.8

370 武士とはなにか （角川ソフィア文庫） 本郷 和人 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.6

371 伊勢神宮の衣食住 （角川ソフィア文庫） 矢野 憲一 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2013.7

372 とりかへばや物語 （角川ソフィア文庫） 鈴木 裕子 編 KADOKAWA/角川学芸出版 2012.2

373 和泉式部日記 （角川ソフィア文庫） 和泉式部 著 KADOKAWA/角川学芸出版 2012.1

374 楽しい古事記 （角川e文庫） 阿刀田 高 著 KADOKAWA/角川書店 2006.7

375 全訳源氏物語 1 新装版 （角川e文庫） 紫式部 著 KADOKAWA/角川書店 2011.12

376 全訳源氏物語 2 新装版 （角川e文庫） 紫式部 著 KADOKAWA/角川書店 2011.12

377 全訳源氏物語 3 新装版 （角川e文庫） 紫式部 著 KADOKAWA/角川書店 2011.12

378 全訳源氏物語 4 新装版 （角川e文庫） 紫式部 著 KADOKAWA/角川書店 2011.12

379 全訳源氏物語 5 新装版 （角川e文庫） 紫式部 著 KADOKAWA/角川書店 2011.12

380 闘う皇族 （角川e文庫） 浅見 雅男 著 KADOKAWA/角川書店 2013.8
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381 日本の選択 （角川oneテーマ21） 池上 彰 著 KADOKAWA/角川書店 2013.2

382 子どもがよろこぶオモシロ雑学 （角川e文庫） 本郷 陽二 著 KADOKAWA/角川書店 2013.1

383 頭のいい子に育つなるほど雑学 （角川e文庫） 本郷 陽二 著 KADOKAWA/角川書店 2013.1

384 ドグラ・マグラ 下 （角川e文庫） 夢野 久作 著 KADOKAWA/角川書店 2000.9

385 ドグラ・マグラ 上 （角川e文庫） 夢野 久作 著 KADOKAWA/角川書店 2000.9

386 少女地獄 （角川e文庫） 夢野 久作 著 KADOKAWA/角川書店 2000.9

387 山本覚馬と幕末会津を生きた男たち デジタル版 （新人物文庫） 『歴史読本』編集部 編 KADOKAWA/中経出版 2013.8

388 新島八重と幕末会津を生きた女たち デジタル版 （新人物文庫） 『歴史読本』編集部 編 KADOKAWA/中経出版 2013.5

389 トヨタの口ぐせ デジタル版 （中経の文庫） OJTソリューションズ 編 KADOKAWA/中経出版 2013.6

390 絶対に行きたい!世界の教会101 デジタル版 （中経の文庫） アフロ 編 KADOKAWA/中経出版 2012.8

391 絶対に行きたい!世界遺産101 デジタル版 （中経の文庫） アフロ 編 KADOKAWA/中経出版 2011.12

392 ルーヴルの名画はなぜこんなに面白いのか （中経の文庫） 井出 洋一郎 著 KADOKAWA/中経出版 2013.8

393 ギリシア神話の名画はなぜこんなに面白いのか デジタル版 （中経の文庫） 井出 洋一郎 著 KADOKAWA/中経出版 2013.8

394 印象派の名画はなぜこんなに面白いのか （中経の文庫） 井出 洋一郎 著 KADOKAWA/中経出版 2013.8

395 140字でつぶやく哲学 デジタル版 （中経の文庫） 一条 真也 監修 KADOKAWA/中経出版 2013.8

396 図解でわかる!ブッダの考え方 デジタル版 （中経の文庫） 一条 真也 著 KADOKAWA/中経出版 2013.8

397 図解で身につく!ドラッカーの理論 デジタル版 （中経の文庫） 久恒 啓一 著 KADOKAWA/中経出版 2011.2

398 ヨーロッパ王室の女たち デジタル版 （中経の文庫） 桐生 操 著 KADOKAWA/中経出版 2011.11

399 うつを遠ざける9つの方法 デジタル版 （中経の文庫） 高田 明和 著 KADOKAWA/中経出版 2013.9

400 インド式超速★計算術 デジタル版 （中経の文庫） 佐々木 隆宏 著 KADOKAWA/中経出版 2013.8

401 <最新>上手なコーチングが面白いほど身につく本 デジタル版 （知りたいことがすぐわかる） 山崎 和久 著 KADOKAWA/中経出版 2012.4

402 本質をつかむ思考力 デジタル版 （中経の文庫） 小宮 一慶 著 KADOKAWA/中経出版 2012.4

403 図解でわかる!ディズニー感動のサービス デジタル版 （中経の文庫） 小松田 勝 著 KADOKAWA/中経出版 2013.5

404 人類を変えた科学の大発見 デジタル版 （中経の文庫） 小谷 太郎 著 KADOKAWA/中経出版 2012.3

405 宇宙の謎が手に取るようにわかる本 デジタル版 （中経の文庫） 小谷 太郎 著 KADOKAWA/中経出版 2012.3

406 誰も書かなかった清須会議の謎 デジタル版 （中経の文庫） 小和田 哲男 監修 KADOKAWA/中経出版 2013.9

407 歴史ドラマと時代考証 デジタル版 （中経の文庫） 小和田 哲男 著 KADOKAWA/中経出版 2012.3

408 20代あなたが今やるべきこと デジタル版 （中経の文庫） 清水 克彦 著 KADOKAWA/中経出版 2013.8

409 図解ビッグデータ早わかり デジタル版 （1時間でわかる） 大河原 克行 著 KADOKAWA/中経出版 2013.1

410 <カラー図解>池上彰の政治のニュースが面白いほどわかる本 デジタル版 池上 彰 著 KADOKAWA/中経出版 2013.6

411 カラー図解池上彰の経済のニュースが面白いほどわかる本 デジタル版 池上 彰 著 KADOKAWA/中経出版 2012.11

412 上手なプレゼンが面白いほどできる本 デジタル版 （知りたいことがすぐわかる） 長尾 裕子 著 KADOKAWA/中経出版 2011.11

413 誰も書かなかった黒田官兵衛の謎 デジタル版 （中経の文庫） 渡邊 大門 著 KADOKAWA/中経出版 2013.8

414 図解世界一わかりやすい経済学の授業 デジタル版 藤田 康範 著 KADOKAWA/中経出版 2013.8

415 できる人の話し方 デジタル版 （中経の文庫） 箱田 忠昭 著 KADOKAWA/中経出版 2012.2

416 図解でよくわかるニーチェの哲学 デジタル版 富増 章成 著 KADOKAWA/中経出版 2011.9

417 自分で天気を予報できる本 デジタル版 （中経の文庫） 武田 康男 著 KADOKAWA/中経出版 2013.6

418 今さら他人に聞けない小学校の社会科 デジタル版 （中経の文庫） 平川 陽一 編 KADOKAWA/中経出版 2013.9
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419 日本語でどづぞ デジタル版 （中経の文庫） 柳沢 有紀夫 著 KADOKAWA/中経出版 2013.9

420 超入門『資本論』マルクスという生き方 デジタル版 （新人物文庫） 林 信吾 著 KADOKAWA/中経出版 2013.5

421 伊勢神宮と出雲大社の謎 電子版 （歴史読本<電子特別版>） KADOKAWA/中経出版 2013.6

422 日本書紀と古代天皇 電子版 （歴史読本<電子特別版>） KADOKAWA/中経出版 2013.4

423 満洲国を動かした謎の人脈 電子版 （歴史読本<電子特別版>） KADOKAWA/中経出版 2013.8

424 徹底検証!黒田官兵衛 電子版 （歴史読本<電子特別版>） KADOKAWA/中経出版 2013.5

425 キーワードで読む松下幸之助ハンドブック 電子書籍版 PHP総合研究所研究本部 編 PHP研究所 2011.4

426 心に響く名経営者の言葉 電子書籍版 ビジネス哲学研究会 編著 PHP研究所 2011.2

427 経済学で読み解くこれからの日本と世界 電子書籍版 （PHPビジネス新書） 伊藤 元重 著 PHP研究所 2013.4

428 市民のための裁判入門 井上薫 PHP研究所 200804

429 本田宗一郎 男の幸福論 梶原一明 PHP研究所 198503

430 古代エジプトを掘る 電子書籍版 （PHP文庫） 吉村 作治 著 PHP研究所 2012.8

431 「町工場」の底力 電子書籍版 橋本 久義 著 PHP研究所 2013.1

432 町工場こそ日本の宝 電子書籍版 橋本 久義 著 PHP研究所 2012.5

433 毛利元就と戦国武将たち 古川薫 PHP研究所 199611

434 わが座右の『徒然草』 電子書籍版 江坂 彰 著 PHP研究所 2015.5

435 「おいしい」となぜ食べすぎるのか 電子書籍版 （PHP新書） 山本 隆 著 PHP研究所 2007.3

436 自立型キャリア時代の実践OJT 電子書籍版 寺澤 弘忠 著 PHP研究所 2015.1

437 なぜトヨタは逆風を乗り越えられるのか 電子書籍版 （PHP新書） 若松 義人 著 PHP研究所 2015.5

438 夏目漱石とロンドンを歩く 出口保夫 PHP研究所 199302

439 皇位継承のあり方 電子書籍版 （PHP新書） 所 功 著 PHP研究所 2014.7

440 自動車はなぜ売れなくなったのか 電子書籍版 小宮 和行 著 PHP研究所 2014.11

441 文学の風景をゆく 電子書籍版 （PHPエル新書） 小松 健一 著 PHP研究所 2009.5

442 言葉はなぜ通じないのか 電子書籍版 （PHP新書） 小浜 逸郎 著 PHP研究所 2014.3

443 20代からはじめる社会貢献 電子書籍版 （PHP新書） 小暮 真久 著 PHP研究所 2011.7

444 経営の価値人生の妙味 電子書籍版 松下 幸之助 著 PHP研究所 2007.3

445 松下幸之助発想の軌跡 電子書籍版 松下 幸之助 著 PHP研究所 2011.4

446 松下幸之助 経営語録 松下幸之助 PHP研究所 199306

447 首相が靖国参拝してどこが悪い!! 電子書籍版 新田 均 著 PHP研究所 2011.8

448 この国はなぜ被害者を守らないのか 電子書籍版 （PHP新書） 川田 龍平 著 PHP研究所 2013.7

449 「自分の時代」の自分の見つけ方 電子書籍版 太田 次郎 著 PHP研究所 2015.9

450 20代のうちに知っておきたい100の黄金ルール 電子書籍版 大塚 寿 著 PHP研究所 2014.2

451 ［新訳］武道初心集 - いにしえの教えに学ぶ組織人の心得 大道寺友山／古川薫 PHP研究所 201308

452 人間通になる読書術 実践編 電子書籍版 （PHP新書） 谷沢 永一 著 PHP研究所 2015.4

453 ヒトゲノムのすべて - 遺伝子と生命の謎を解く 中原英臣 PHP研究所 200107

454 大人になって忘れてしまっている大切なこと 電子書籍版 中山 和義 著 PHP研究所 2014.1

455 20代にやっておいてよかったこと 電子書籍版 中谷 彰宏 著 PHP研究所 2013.1

456 若者の「心の病」がわかる本 電子書籍版 （PHP文庫） 町沢 静夫 著 PHP研究所 2014.6
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457 日本人は原発とどうつきあうべきか 電子書籍版 田原 総一朗 著 PHP研究所 2014.8

458 マキャヴェリの経営語録 新装版 電子書籍版 唐津 一 著 PHP研究所 2015.11

459 人生で大切なことはすべて映画で学んだ 電子書籍版 （PHP文庫） 童門 冬二 著 PHP研究所 2011.6

460 ［新装版］宮本武蔵の人生訓 童門冬二 PHP研究所 200906

461 細川幽斎の経営学 - 価値観大転換時代を生き抜く知恵 童門冬二 PHP研究所 200503

462 賤ケ岳 七本槍 - 秀吉を支えた勇将たちの生涯 徳永真一郎 PHP研究所 199206

463 軍師 島左近 浜野卓也 PHP研究所 199812

464 上方学 電子書籍版 （PHP文庫） 福井 栄一 著 PHP研究所 2012.11

465 渋沢栄一巨人の名語録 電子書籍版 （PHPビジネス新書） 本郷 陽二 著 PHP研究所 2012.11

466 20代これだけはやっておきたい50のポイント 電子書籍版 （PHP文庫） 本田 有明 著 PHP研究所 2011.9

467 教師の哲学 電子書籍版 岬 龍一郎 著 PHP研究所 2015.6

468 もっと気楽に生きてみたら! 電子書籍版 頼藤 和寛 著 PHP研究所 2013.12

469 リンボウ先生の閑雅なる休日 電子書籍版 林 望 著 PHP研究所 2015.6

470 「自分の考え」整理法 電子書籍版 （PHP文庫） 鷲田 小彌太 著 PHP研究所 2014.11

471 大人のための議論作法 電子書籍版 （PHP新書） 鷲田 小彌太 著 PHP研究所 2011.3

472 質量とヒッグス粒子 電子版 （サイエンス・アイ新書） 広瀬 立成 著 SBクリエイティブ 2015.5

473 マンガでわかる統計入門 電子版 （サイエンス・アイ新書） 今野 紀雄 著 SBクリエイティブ 2015.1

474 地球・生命-138億年の進化 電子版 （サイエンス・アイ新書） 谷合 稔 著 SBクリエイティブ 2015.1

475 ロケットの科学 電子版 （サイエンス・アイ新書） 谷合 稔 著 SBクリエイティブ 2015.1

476 カラー図解でわかるジェットエンジンの科学 電子版 （サイエンス・アイ新書） 中村 寛治 著 SBクリエイティブ 2014.4

477 殺人ウイルスの謎に迫る! 電子版 （サイエンス・アイ新書） 畑中 正一 著 SBクリエイティブ 2015.1

478 マンガでわかる量子力学 電子版 （サイエンス・アイ新書） 福江 純 著 SBクリエイティブ 2014.8

479 カラー図解でわかるブラックホール宇宙 電子版 （サイエンス・アイ新書） 福江 純 著 SBクリエイティブ 2014.2

480 本当はおもしろい化学反応 電子版 （サイエンス・アイ新書） 齋藤 勝裕 著 SBクリエイティブ 2015.6

481 TOEIC L&Rテスト至高の模試600問 模試1 電子書籍版 ヒロ前田 著 アルク 2017.7

482 TOEIC L&Rテスト至高の模試600問 模試1解答・解説編 電子書籍版 ヒロ前田 著 アルク 2017.7

483 TOEIC L&Rテスト至高の模試600問 模試2 電子書籍版 ヒロ前田 著 アルク 2017.7

484 TOEIC L&Rテスト至高の模試600問 模試2解答・解説編 電子書籍版 ヒロ前田 著 アルク 2017.7

485 TOEIC L&Rテスト至高の模試600問 模試3 電子書籍版 ヒロ前田 著 アルク 2017.7

486 TOEIC L&Rテスト至高の模試600問 模試3解答・解説編 電子書籍版 ヒロ前田 著 アルク 2017.7

487 TOEICテスト新形式問題やり込みドリル 電子書籍版 ヒロ前田 著 アルク 2016.9

488 TOEIC L&Rテスト直前の技術 電子書籍版 ロバート・ヒルキ 共著 アルク 2018.1

489 話す英語 電子書籍版 （実戦力徹底トレーニング） 愛場 吉子 著 アルク 2019.1

490 書く英語 電子書籍版 （実戦力徹底トレーニング） 横川 綾子 著 アルク 2019.3

491 2カ月で攻略TOEIC L&Rテスト730点! 電子書籍版 （残り日数逆算シリーズ） 横本 勝也 共著 アルク 2017.6

492 英語でボランティアガイド 電子書籍版 葛西 朋子 著 アルク 2017.7

493 2カ月で攻略TOEIC L&Rテスト600点! 電子書籍版 （残り日数逆算シリーズ） 溝口 優美子 共著 アルク 2017.5

494 TOEIC TEST英文法出るとこだけ!+TOEIC TEST文法・語彙出るとこだけ!問題集 電子書籍版 小石 裕子 著 アルク 2017.5
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495 読む英語 電子書籍版 （実戦力徹底トレーニング） 中野 達也 著 アルク 2019.1

496 聞く英語 電子書籍版 （実戦力徹底トレーニング） 内田 富男 著 アルク 2019.1

497 ニーチェ道をひらく言葉 電子書籍版 フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェ 著 イースト・プレス 2011.7

498 孤独の愉しみ方 電子版 （智恵の贈り物） ヘンリー・ディヴィッド・ソロー 著 イースト・プレス 2012.2

499 30分でわかる尖閣と竹島 電子書籍版 井野 誠一 監修 イースト・プレス 2013.8

500 ケネディ家の呪い （イースト新書） 越智 道雄 著 イースト・プレス 2014.1

501 日本経済はどこで間違えたか （イースト新書） 菊池 哲郎 著 イースト・プレス 2014.4

502 イスラム潮流と日本 （イースト新書） 宮田 律 著 イースト・プレス 2015.3

503 天才と死 （イースト新書） 荒木 経惟 著 イースト・プレス 2014.1

504 戦後七〇年「右傾化」批判の正体 （イースト新書） 酒井 亨 著 イースト・プレス 2015.7

505 アジア反日と親日の正体 （イースト新書） 酒井 亨 著 イースト・プレス 2015.5

506 こんなに楽しい源氏物語 電子書籍版 渋谷 栄一 監修 イースト・プレス 2012.3

507 合理的避戦論 （イースト新書） 小島 英俊 著 イースト・プレス 2015.1

508 普通に働け （イースト新書） 常見 陽平 著 イースト・プレス 2015.4

509 中国を捨てよ （イースト新書） 石 平 著 イースト・プレス 2014.6

510 こんなに楽しい平家物語 電子書籍版 千明 守 監修 イースト・プレス 2012.2

511 田中角栄秘録 （イースト新書） 大下 英治 著 イースト・プレス 2013.12

512 内閣官房長官秘録 （イースト新書） 大下 英治 著 イースト・プレス 2015.5

513 日本共産党の深層 （イースト新書） 大下 英治 著 イースト・プレス 2015.4

514 田中角栄権力の源泉 （イースト新書） 大下 英治 著 イースト・プレス 2015.6

515 メディアミックス化する日本 （イースト新書） 大塚 英志 著 イースト・プレス 2014.11

516 あらすじとイラストでわかる孫子の兵法 電子書籍版 知的発見!探検隊 監修 イースト・プレス 2012.1

517 極限状態の心理学 電子版 知的発見!探検隊 著 イースト・プレス 2011.4

518 あらすじとイラストでわかる哲学 電子書籍版 知的発見!探検隊 編著 イースト・プレス 2012.3

519 あらすじとイラストでわかる資本論 電子書籍版 知的発見!探検隊 編著 イースト・プレス 2012.3

520 あらすじとイラストでわかる相対性理論 電子書籍版 知的発見!探検隊 編著 イースト・プレス 2012.2

521 ダメ人間の心理学 （イースト雑学シリーズ） 中嶋 真澄 監修 イースト・プレス 2013.11

522 人はなぜ突然怒りだすのか? （イースト新書） 北川 貴英 著 イースト・プレス 2015.4

523 鈴木成一装丁を語る。 電子書籍版 鈴木 成一 著 イースト・プレス 2013.2

524 英会話の本は読むな！〜中学レベルからネイティブになるため本当にすべきこと〜 夢野美鈴 いるかネットブックス

525 ケルト妖精民話集 （現代教養文庫ライブラリー） J.ジェイコブス 編 インタープレイ 2012.3

526 王子クレオマデスの冒険 （現代教養文庫ライブラリー） アドネ・ル・ロワ 原作 インタープレイ 2012.4

527 幸福論 （現代教養文庫ライブラリー） アラン 著 インタープレイ 2012.5

528 ドイツ中世英雄物語 1 ニーベルンゲン （現代教養文庫ライブラリー） アルベルト・リヒター 原訳著 インタープレイ 2012.2

529 ドイツ中世英雄物語 2下 グードルーン 下 （現代教養文庫ライブラリー） アルベルト・リヒター 原訳著 インタープレイ 2012.7

530 ドイツ中世英雄物語 2上 グードルーン 上 （現代教養文庫ライブラリー） アルベルト・リヒター 原訳著 インタープレイ 2012.7

531 ドイツ中世英雄物語 3下 ディートリヒ・フォン・ベルン 下 （現代教養文庫ライブラリー） アルベルト・リヒター 原訳著 インタープレイ 2012.7

532 ドイツ中世英雄物語 3上 ディートリヒ・フォン・ベルン 上 （現代教養文庫ライブラリー） アルベルト・リヒター 原訳著 インタープレイ 2012.7
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533 妖精メリュジーヌ伝説 （現代教養文庫ライブラリー） クードレット 作 インタープレイ 2012.3

534 ファウスト物語 （現代教養文庫ライブラリー） ゲーテ 原作 インタープレイ 2012.2

535 神曲物語 下 （現代教養文庫ライブラリー） ダンテ 著 インタープレイ 2012.1

536 神曲物語 上 （現代教養文庫ライブラリー） ダンテ 著 インタープレイ 2012.1

537 吸血女の恋 （現代教養文庫ライブラリー） テオフィル・ゴーチェ 著 インタープレイ 2012.1

538 変化 （現代教養文庫ライブラリー） テオフィル・ゴーチェ 著 インタープレイ 2012.3

539 魔眼 （現代教養文庫ライブラリー） テオフィル・ゴーチェ 著 インタープレイ 2012.4

540 妖精の誕生 （現代教養文庫ライブラリー） トマス・カイトリー 著 インタープレイ 2012.5

541 シャルルマーニュ伝説 下 （現代教養文庫ライブラリー） トマス・ブルフィンチ 著 インタープレイ 2012.8

542 シャルルマーニュ伝説 上 （現代教養文庫ライブラリー） トマス・ブルフィンチ 著 インタープレイ 2012.8

543 ツァラトゥストラ （現代教養文庫ライブラリー） ニーチェ 著 インタープレイ 2012.1

544 ヘロドトス「歴史」物語 （現代教養文庫ライブラリー） ヘロドトス 著 インタープレイ 2012.2

545 デカメロン物語 （現代教養文庫ライブラリー） ボッカチオ 著 インタープレイ 2012.6

546 東方見聞録 （現代教養文庫ライブラリー） マルコ・ポーロ 著 インタープレイ 2012.2

547 随想録 （現代教養文庫ライブラリー） モンテーニュ 著 インタープレイ 2012.4

548 青春は築地小劇場からはじまった （現代教養文庫ライブラリー） 阿木 翁助 著 インタープレイ 2012.7

549 中国の故事・ことわざ （現代教養文庫ライブラリー） 芦田 孝昭 訳編 インタープレイ 2012.5

550 明治富豪史 （現代教養文庫ライブラリー） 横山 源之助 著 インタープレイ 2012.4

551 下層社会探訪集 （現代教養文庫ライブラリー） 横山 源之助 著 インタープレイ 2012.8

552 芭蕉名句 （現代教養文庫ライブラリー） 荻原 井泉水 著 インタープレイ 2011.11

553 一茶名句 （現代教養文庫ライブラリー） 荻原 井泉水 著 インタープレイ 2012.4

554 学生に与う 新版 （現代教養文庫ライブラリー） 河合 栄治郎 著 インタープレイ 2012.7

555 明治四十三年の転轍 （現代教養文庫ライブラリー） 河田 宏 著 インタープレイ 2012.1

556 漢文入門 （現代教養文庫ライブラリー） 魚返 善雄 著 インタープレイ 2012.1

557 物語水滸伝 （現代教養文庫ライブラリー） 魚返 善雄 訳 インタープレイ 2011.11

558 近松名作物語 （現代教養文庫ライブラリー） 近松 門左衛門 原著 インタープレイ 2012.1

559 日本のことわざ 正 （現代教養文庫ライブラリー） 金子 武雄 著 インタープレイ 2012.5

560 日本のことわざ 続 （現代教養文庫ライブラリー） 金子 武雄 著 インタープレイ 2011.11

561 物語西遊記 （現代教養文庫ライブラリー） 呉 承恩 著 インタープレイ 2012.2

562 ギリシア悲劇 （現代教養文庫ライブラリー） 呉 茂一 著 インタープレイ 2012.2

563 異国漂流物語 （現代教養文庫ライブラリー） 荒川 秀俊 著 インタープレイ 2012.2

564 弊風一斑蓄妾の実例 （現代教養文庫ライブラリー） 黒岩 涙香 著 インタープレイ 2012.8

565 小野小町論 （現代教養文庫ライブラリー） 黒岩 涙香 著 インタープレイ 2012.4

566 日本怪談集 幽霊篇 （現代教養文庫ライブラリー） 今野 圓輔 編著 インタープレイ 2012.5

567 日本怪談集 妖怪篇 （現代教養文庫ライブラリー） 今野 圓輔 編著 インタープレイ 2012.5

568 魯迅に学ぶ批判と抵抗 （現代教養文庫ライブラリー） 佐高 信 著 インタープレイ 2012.4

569 禅語百話 （現代教養文庫ライブラリー） 佐藤 俊明 著 インタープレイ 2012.4

570 囲碁名言集 新版 （現代教養文庫ライブラリー） 榊山 潤 著 インタープレイ 2012.8
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571 聖書物語 （現代教養文庫ライブラリー） 山室 静 著 インタープレイ 2011.11

572 サガとエッダの世界 （現代教養文庫ライブラリー） 山室 静 著 インタープレイ 2012.3

573 新編世界むかし話集 1 イギリス編 （現代教養文庫ライブラリー） 山室 静 編著 インタープレイ 2011.11

574 新編世界むかし話集 10 アメリカ・オセアニア編 （現代教養文庫ライブラリー） 山室 静 編著 インタープレイ 2012.5

575 新編世界むかし話集 2 ドイツ・スイス編 （現代教養文庫ライブラリー） 山室 静 編著 インタープレイ 2012.1

576 新編世界むかし話集 3 北欧・バルト編 （現代教養文庫ライブラリー） 山室 静 編著 インタープレイ 2011.11

577 新編世界むかし話集 4 フランス・南欧編 （現代教養文庫ライブラリー） 山室 静 編著 インタープレイ 2011.1

578 新編世界むかし話集 5 東欧・古代編 （現代教養文庫ライブラリー） 山室 静 編著 インタープレイ 2012.5

579 新編世界むかし話集 6下 ロシア・西スラブ編 下 （現代教養文庫ライブラリー） 山室 静 編著 インタープレイ 2012.5

580 新編世界むかし話集 6上 ロシア・西スラブ編 上 （現代教養文庫ライブラリー） 山室 静 編著 インタープレイ 2012.5

581 新編世界むかし話集 7 インド・中近東編 （現代教養文庫ライブラリー） 山室 静 編著 インタープレイ 2011.11

582 新編世界むかし話集 8 中国・東アジア編 （現代教養文庫ライブラリー） 山室 静 編著 インタープレイ 2012.5

583 新編世界むかし話集 9 アフリカ編 （現代教養文庫ライブラリー） 山室 静 編著 インタープレイ 2012.5

584 現代金権史 （現代教養文庫ライブラリー） 山路 愛山 著 インタープレイ 2012.8

585 物語史記 下 （現代教養文庫ライブラリー） 司馬 遷 著 インタープレイ 2012.9

586 物語史記 上 （現代教養文庫ライブラリー） 司馬 遷 著 インタープレイ 2012.9

587 江戸川柳で知る故事・伝説 （現代教養文庫ライブラリー） 室山 源三郎 著 インタープレイ 2012.5

588 ケルト幻想民話集 （現代教養文庫ライブラリー） 小辻 梅子 訳編 インタープレイ 2012.4

589 世界の奇跡 （現代教養文庫ライブラリー） 庄司 浅水 著 インタープレイ 2012.3

590 秘められた世界史 （現代教養文庫ライブラリー） 庄司 浅水 著 インタープレイ 2012.2

591 海の奇談 （現代教養文庫ライブラリー） 庄司 浅水 著 インタープレイ 2012.1

592 奇談千夜一夜 （現代教養文庫ライブラリー） 庄司 浅水 編著 インタープレイ 2012.2

593 雨月物語 春雨物語 （現代教養文庫ライブラリー） 上田 秋成 原作 インタープレイ 2012.4

594 フランス怪奇民話集 （現代教養文庫ライブラリー） 植田 祐次 訳編 インタープレイ 2012.3

595 フランス幻想民話集 （現代教養文庫ライブラリー） 植田 祐次 訳編 インタープレイ 2012.3

596 フランス妖精民話集 （現代教養文庫ライブラリー） 植田 祐次 訳編 インタープレイ 2012.3

597 モンゴル国ものがたり （現代教養文庫ライブラリー） 森田 雄蔵 著 インタープレイ 2012.3

598 バビロニアの幽閉塔 （現代教養文庫ライブラリー） 森本 英夫 訳 インタープレイ 2012.3

599 日本人漂流記 下 （現代教養文庫ライブラリー） 川合 彦充 著 インタープレイ 2012.7

600 日本人漂流記 上 （現代教養文庫ライブラリー） 川合 彦充 著 インタープレイ 2012.6

601 日本すみずみ紀行 （現代教養文庫ライブラリー） 川本 三郎 著 インタープレイ 2012.2

602 ニッポン奇人伝 （現代教養文庫ライブラリー） 前坂 俊之 著 インタープレイ 2012.4

603 星の神話伝説集 （現代教養文庫ライブラリー） 草下 英明 著 インタープレイ 2012.1

604 中国笑話集 （現代教養文庫ライブラリー） 村山 吉廣 訳編 インタープレイ 2012.4

605 内なるシベリヤ抑留体験 （現代教養文庫ライブラリー） 多田 茂治 著 インタープレイ 2012.5

606 歎異抄入門 （現代教養文庫ライブラリー） 歎異抄研究会 著 インタープレイ 2012.1

607 源氏物語入門 新版 （現代教養文庫ライブラリー） 池田 亀鑑 著 インタープレイ 2012.1

608 平家物語 （現代教養文庫ライブラリー） 長野 甞一 訳著 インタープレイ 2012.7
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609 東京近郊一日の行楽 （現代教養文庫ライブラリー） 田山 花袋 著 インタープレイ 2012.6

610 東京震災記 （現代教養文庫ライブラリー） 田山 花袋 著 インタープレイ 2012.8

611 食う。 （現代教養文庫ライブラリー） 田中 佳宏 著 インタープレイ 2011.11

612 万葉名歌 （現代教養文庫ライブラリー） 土屋 文明 著 インタープレイ 2012.1

613 満州、少国民の戦記 下 （現代教養文庫ライブラリー） 藤原 作弥 著 インタープレイ 2012.8

614 満州、少国民の戦記 上 （現代教養文庫ライブラリー） 藤原 作弥 著 インタープレイ 2012.8

615 非命の譜 下 （現代教養文庫ライブラリー） 日向 康 著 インタープレイ 2012.8

616 非命の譜 上 （現代教養文庫ライブラリー） 日向 康 著 インタープレイ 2012.8

617 明治の東京 （現代教養文庫ライブラリー） 馬場 孤蝶 著 インタープレイ 2012.4

618 日本伝説集 （現代教養文庫ライブラリー） 武田 静澄 著 インタープレイ 2011.11

619 日本笑話集 正 （現代教養文庫ライブラリー） 武田 明 編著 インタープレイ 2012.6

620 日本笑話集 続 （現代教養文庫ライブラリー） 武田 明 編著 インタープレイ 2012.7

621 学問のすゝめ （現代教養文庫ライブラリー） 福沢 諭吉 著 インタープレイ 2012.5

622 吉原はこんな所でございました （現代教養文庫ライブラリー） 福田 利子 著 インタープレイ 2012.4

623 文章を書く技術 新版 （現代教養文庫ライブラリー） 平井 昌夫 著 インタープレイ 2012.9

624 格言の花束 （現代教養文庫ライブラリー） 堀 秀彦 編 インタープレイ 2011.11

625 バスク奇聞集 （現代教養文庫ライブラリー） 堀田 郷弘 訳編 インタープレイ 2011.11

626 花岡事件の人たち （現代教養文庫ライブラリー） 野添 憲治 著 インタープレイ 2012.6

627 物語三国志 （現代教養文庫ライブラリー） 羅 貫中 著 インタープレイ 2012.4

628 中国怪異集 （現代教養文庫ライブラリー） 鈴木 了三 訳編 インタープレイ 2012.4

629 ぶきっちょ先生のかわいい学校イラスト かつまた ひろこ 著 インプレス 2015.2

630 人工知能と社会 AIX 監修 オーム社 2018.2

631 プログラマのための論理パズル Dennis E.Shasha 著 オーム社 2009.3

632 ゲームAIと深層学習 伊庭 斉志 著 オーム社 2018.8

633 入門統計学 栗原 伸一 著 オーム社 2011.7

634 プログラミングR 高階 知巳 著 オーム社 2008.11

635 Rによるやさしい統計学 山田剛史／杉澤武俊／村井潤一郎 オーム社

636 経済データの統計学 松原望／森崎初男 オーム社

637 Rによる統計解析 青木繁伸 オーム社

638 宇宙エレベーター 石川 憲二 著 オーム社 2010.2

639 統計を知らない人のためのSAS入門 大橋渉 オーム社

640 Excelで学ぶゲーム理論 中野明 オーム社

641 天気と気象100 饒村 曜 著 オーム社 2014.8

642 テーバイを攻める七将 アイスキュロス 著 グーテンベルク21 2017.2

643 ラーマーヤナ 下 ヴァールミーキ 編著 グーテンベルク21 2016.8

644 ラーマーヤナ 上 ヴァールミーキ 編著 グーテンベルク21 2016.8

645 タウリケのイピゲネイア エウリピデス 著 グーテンベルク21 2017.2

646 バッコスの狂信女たち エウリピデス 著 グーテンベルク21 2017.2
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647 ヒッポリュトス エウリピデス 著 グーテンベルク21 2017.2

648 メデイア エウリピデス 著 グーテンベルク21 2017.2

649 オペラ座の怪人 ガストン・ルルー 著 グーテンベルク21 2016.11

650 コロノスのオイディプス ソポクレス 著 グーテンベルク21 2017.2

651 マゼラン ツヴァイク 著 グーテンベルク21 2016.8

652 伝奇集/エル・アレフ ボルヘス 著 グーテンベルク21 2017.5

653 トリストラム・シャンディ 下 ロレンス・スターン 著 グーテンベルク21 2017.5

654 トリストラム・シャンディ 上 ロレンス・スターン 著 グーテンベルク21 2017.5

655 マネジメントの流儀 （伝説の講義） 松本 健太郎 著 ごきげんビジネス事務局 201‐

656 成果のあげ方 （伝説の講義） 松本 健太郎 著 ごきげんビジネス事務局 201‐

657 大人の教養 （伝説の講義） 松本 健太郎 著 ごきげんビジネス事務局 201‐

658 歌川広重　東海道五十三次 クールジャパン研究部 ゴマブックス

659 葛飾北斎　富嶽百景 クールジャパン研究部 ゴマブックス

660 葛飾北斎　冨嶽三十六景 クールジャパン研究部 ゴマブックス

661 広重　英泉　木曽街道六拾九次 クールジャパン研究部 ゴマブックス

662 広重　名所江戸百景 クールジャパン研究部 ゴマブックス

663 江戸の美を彩る風神雷神図屏風　俵屋宗達 クールジャパン研究部 ゴマブックス

664 狩野派　美の系譜１ クールジャパン研究部 ゴマブックス

665 狩野派　美の系譜2 クールジャパン研究部 ゴマブックス

666 日本の浮世絵 クールジャパン研究部 ゴマブックス

667 狩野派 美の系譜 クールジャパン研究部 著 ゴマブックス 2014.1

668 図解資本論 マルクス 原著 ゴマブックス 2014.1

669 政治家の品格、有権者の品格 金美齢 ゴマブックス

670 ルーヴル美術館 フランス絵画1 （絶対に行きたい、世界の美術館、博物館） 国際芸術研究会 著 ゴマブックス 2014.4

671 ルーヴル美術館 フランス絵画2 （絶対に行きたい、世界の美術館、博物館） 国際芸術研究会 著 ゴマブックス 2014.5

672 大英博物館 1 エジプト編 （絶対に行きたい、世界の美術館、博物館） 国際芸術研究会 著 ゴマブックス 2014.4

673 大英博物館 2 ギリシャ編 （絶対に行きたい、世界の美術館、博物館） 国際芸術研究会 著 ゴマブックス 2014.4

674 大英博物館 4 メソポタミア編 （絶対に行きたい、世界の美術館、博物館） 国際芸術研究会 著 ゴマブックス 2014.5

675 ボストン美術館 （絶対に行きたい、世界の美術館、博物館） 国際芸術研究会 著 ゴマブックス 2014.8

676 Steve Jobs speech 2　「残りの人生も砂糖水を売ることに費やしたいですか？」　人生を変えるスティーブ・ジョブズの言葉　〜そのとき、彼は何を語ったか？〜 国際情勢研究会 ゴマブックス

677 Steve Jobs speech 3　「Think Different！決して固定観念に囚われるな！」　人生を変えるスティーブ・ジョブズの言葉〜 国際情勢研究会 ゴマブックス

678 アマゾン・ドット・コム創始者　ジェフ・ベゾスの名言 国際情勢研究会 ゴマブックス

679 アマゾンの企業理念　地球上で最もお客様を大切にする企業　〜Amazon.com創業20周年〜 国際情勢研究会 ゴマブックス

680 アメリカ経済から読む日本の財政セット 国際情勢研究会 ゴマブックス

681 日本人なら知っておきたい 安倍首相 ダボス会議基調講演全文 国際情勢研究会 ゴマブックス

682 日本人なら知っておきたい「原爆投下は神の懲罰」報道 国際情勢研究会 ゴマブックス

683 スティーブ・ジョブズ スピーチ 国際情勢研究会 著 ゴマブックス 2013.9

684 Steve Jobs SPEECHES　人生を変えるスティーブ・ジョブズ スピーチ　〜人生の教訓はすべてここにある〜 国際文化研究室 ゴマブックス
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685 スティーブ・ジョブズの言葉 国際文化研究室 編 ゴマブックス 2015.11

686 坂本龍馬全著作集 1 政治・思想編 電子版 坂本 龍馬 著 ゴマブックス 2013.6

687 坂本龍馬全著作集 2 手紙・和歌編 坂本 龍馬 著 ゴマブックス 2013.6

688 フクシマ3・11の真実 植田 正太郎 著 ゴマブックス 2011.6

689 翁の発生 折口 信夫 著 ゴマブックス 2016.11

690 日本人なら知っておきたい TPP 環太平洋戦略的経済連携協定 日本人なら知っておきたいTPP編集部 ゴマブックス

691 日本人なら知っておきたいネット選挙法-改正公選法全文- 日本人なら知っておきたいネット選挙法編集部 ゴマブックス

692 日本人なら知っておきたい日中共同声明 日本人なら知っておきたい日中共同声明編集部 ゴマブックス

693 日本人なら知っておきたい 日中平和友好条約 日本人なら知っておきたい日中平和友好条約編集部 ゴマブックス

694 日本人なら知っておきたい 日米安全保障条約 日本人なら知っておきたい日米安全保障条約編集部 ゴマブックス

695 日本人なら知っておきたい 日米地位協定 日本人なら知っておきたい日米地位協定編集部 ゴマブックス

696 熊野古道伊勢路を歩く 電子版 伊藤 文彦 著 サンライズ出版 2018.3

697 近江の昔ものがたり （淡海文庫） 瀬川 欣一 著 サンライズ出版 201‐

698 井伊直弼と黒船物語 豊島 昭彦 著 サンライズ出版 201‐

699 「ビジネス数字」基本の入門書 （90分スピード&コンパクト理解!） 山口 一茂 著 すばる舎 2010.2

700 「マーケティング」基本の入門書 （90分スピード&コンパクト理解!） 山本 和実 著 すばる舎 2009.2

701 3年後のあなたを変える働き方 富永 由加里 著 すばる舎 2015.2

702 「経済」のしくみ基本の入門書 （90分スピード&コンパクト理解!） 林 雅巳 監修 すばる舎 2009.7

703 「金融」のしくみ基本の入門書 （90分スピード&コンパクト理解!） 林 雅巳 監修 すばる舎 2009.5

704 もしも、アインシュタインが間違っていたら? ブライアン・クレッグ 編集 すばる舎リンケージ 2015.3

705 知っておきたい自然エネルギーの基礎知識 電子版 （サイエンス・アイ新書） 細川 博昭 著 ソフトバンククリエイティブ 2013.8

706 天才の発想力 電子版 （サイエンス・アイ新書） 新戸 雅章 著 ソフトバンククリエイティブ 2013.8

707 ビックリするほどiPS細胞がわかる本 電子版 （サイエンス・アイ新書） 北條 元治 著 ソフトバンククリエイティブ 2013.8

708 マンガでわかる確率入門 電子版 （サイエンス・アイ新書） 野口 哲典 著 ソフトバンククリエイティブ 2012.7

709 AI時代に輝く経営の教科書 電子版 吉村 慎吾 著 ダイヤモンド・ビジネス企画 2018.8

710 Excelで数字力を鍛える! 電子版 （週刊ダイヤモンド特集BOOKS） 小島 健志 著 ダイヤモンド社 2017.12

711 18歳選挙権で政治は変わるのか 電子書籍版 （ディスカヴァー携書） 21世紀の政治を考える政策秘書有志の会 編 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2016.6

712 ヘッセ人生の言葉 エッセンシャル版 電子書籍版 ヘルマン・ヘッセ 著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2016.9

713 透明マントを求めて 電子書籍版 （DISCOVER SCIENCE） 雨宮 智宏 著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2014.6

714 西暦536年の謎の大噴火と地球寒冷期の到来 電子書籍版 （DISCOVER SCIENCE） 河合 潤 著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2014.1

715 できる大人の「見た目」と「話し方」 電子書籍版 佐藤 綾子 著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2016.7

716 日本は再生可能エネルギー大国になりうるか 電子書籍版 （DISCOVER SCIENCE） 北澤 宏一 著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2012.6

717 問題は「タコつぼ」ではなく「タコ」だった!? 電子書籍版 友成 真一 著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2017.6

718 アット・オウム EPUB3版 古賀 義章 著 ポット出版

719 電子書籍と出版 EPUB3版 高島 利行 著 ポット出版

720 まるわかり幼稚園ライフ EPUB版 西東 桂子 著 ポット出版

721 デジタル時代の出版メディア 湯浅 俊彦 著 ポット出版 2000.8

722 アーカイブ立国宣言 EPUB3版 福井 健策 監修 ポット出版
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723 新世紀書店 北尾 トロ 編著 ポット出版 2006.4

724 学校に行きたくない君へ 正 全国不登校新聞社 編 ポプラ社 2020.6

725 くそじじいとくそばばあの日本史 （ポプラ新書） 大塚 ひかり 著 ポプラ社 2020.1

726 コロナ時代の経済危機 （ポプラ新書） 池上 彰 著 ポプラ社 2020.7

727 毒親 中野 信子 著 ポプラ社 2020.3

728 コンピュータープログラミング入門以前 岩永 信之 著 マイナビ 2011.7

729 筋力トレーニングの時間短縮プログラム 石井 直方 著 マイナビ 2014.3

730 嫌われる覚悟 電子書籍版 （マイナビ新書） 川島 達史 著 マイナビ c2012

731 図解&事例で学ぶイノベーションの教科書 池本 正純 監修 マイナビ 2015.3

732 エクセル・パワーポイント・ワードビジネス活用の大原則 電子版 木村 幸子 著 マイナビ 2015.4

733 図解&事例で学ぶ「売れる」営業の教科書 電子版 花田 敬 監修 マイナビ出版 2016.3

734 脳・神経のしくみ 電子版 （運動・からだ図解） 石浦 章一 監修 マイナビ出版 2016.4

735 キー入力がみるみる速くなるタイピング上達の法則 電子版 朝岳 健二 著 マイナビ出版 2016.3

736 栄養学の基本 （運動・からだ図解） 渡邊 昌 監修 マイナビ出版 2016.3

737 あなたの頭がもっと冴える!8つの脳タイプ 加藤 俊徳 著 マガジンハウス 2016.4

738 漫画君たちはどう生きるか 吉野 源三郎 原作 マガジンハウス 2017.8

739 ことばのことばっかし 金田一 秀穂 著 マガジンハウス 2013.2

740 3.11クライシス! 佐藤 優 著 マガジンハウス 2013.2

741 運動嫌いを直せば、子供の自信やる気持続力はグングン伸びる 石井 丈博 著 マガジンハウス 2013.2

742 TOEIC L&Rテスト超即効スコアUPテクニック114 塚田 幸光 著 マガジンハウス 2017.8

743 自衛隊員が撮った東日本大震災 防衛省 協力 マガジンハウス 2013.2

744 脳を鍛える読書のしかた。 茂木 健一郎 著 マガジンハウス 2009.11

745 僕の会社にもっと来なさい。 鷲見 貴彦 著 マガジンハウス 2016.12

746 英語学習以前に読む本。あなたは本当に英語が必要か？10分で読めるシリーズ ＭＢビジネス研究班 まんがびと

747 京都歴史地図 （「わかる!」本 「知っている…」が「わかる!」になる） 「京都歴史地図」編集室 著 メイツユニバーサルコンテンツ 2020.6

748 九州聖地巡礼ガイド 「旅ムック」編集部 著 メイツユニバーサルコンテンツ 2019.11

749 埼玉ぶらり歴史探訪ルートガイド 埼玉歴史散策の会 著 メイツユニバーサルコンテンツ 2019.11

750 古文書を楽しく読む!よくわかる「くずし字」見分け方のポイント 新版 （コツがわかる本） 山本 明 著 メイツユニバーサルコンテンツ 2019.11

751 畿内古墳探訪ガイド 改訂版 松本 弥 著 メイツユニバーサルコンテンツ 2019.11

752 楽しく学ぼう!日本と世界の歴史年表 改訂新版 （まなぶっく） 歴史学習研究会 著 メイツユニバーサルコンテンツ 2019.11

753 古地図で歩く　江戸・東京　歴史探訪ガイド　決定版 「江戸楽」編集部 メイツ出版

754 日本歴史地図 （「わかる!」本 「知っている…」が「わかる!」になる） カルチャーランド 著 メイツ出版 2012.2

755 お寺の仏像イラスト図鑑 さとう 有作 イラスト メイツ出版 2018.4

756 古地図のひみつ 安藤 優一郎 監修 メイツ出版 2018.12

757 歴史と文化を愉しむ日本庭園鑑賞のポイント55 （コツがわかる本） 宮元 健次 著 メイツ出版 2010.6

758 九州古墳・古代遺跡探訪ベストガイド 九州遺跡研究会 著 メイツ出版 2018.7

759 古地図で歩く福岡歴史探訪ガイド 決定版 月刊はかた編集室 著 メイツ出版 2018.6

760 関東古墳探訪ベストガイド 改訂版 古代浪漫探究会 著 メイツ出版 2019.8
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761 西日本　名城紀行 小林祐一 メイツ出版

762 日本の城 （「わかる!」本 「知っている…」が「わかる!」になる） 城郭歴史研究会 著 メイツ出版 2011.1

763 日本の梟 真木広造／真木広造 メイツ出版

764 10分で読める一流の人の名言100 新版 （まなぶっく） 西沢 泰生 著 メイツ出版 2019.8

765 宮城　ぶらり歴史探訪ルートガイド 仙台歴史探検倶楽部 メイツ出版

766 千葉　ぶらり歴史探訪ルートガイド 千葉歴史散策の会 メイツ出版

767 アスリートを勝利に導く!食事と栄養究極のポイント50 （コツがわかる本） 川端 理香 監修 メイツ出版 2012.1

768 日本で見られる印象派の名画美術館ガイドブック 大友 義博 監修 メイツ出版 2011.12

769 歌舞伎キャラクター絵図 新版 （コツがわかる本） 辻村 章宏 イラスト・解説 メイツ出版 2019.9

770 イラストガイド　京都・奈良のお寺で仏像に会いましょう　改訂版 福岡秀樹 メイツ出版

771 兵庫ぶらり歴史探訪ルートガイド 兵庫五国探訪の会 著 メイツ出版 2018.1

772 北海道ぶらり歴史探訪ルートガイド 北海道の歴史を見て歩く会 著 メイツ出版 2019.3

773 ビジュアル日本のお金の歴史 飛鳥時代〜戦国時代 井上 正夫 著 ゆまに書房 2015.11

774 ビジュアル日本のお金の歴史 江戸時代 岩橋 勝 著 ゆまに書房 2015.1

775 ビジュアル日本のお金の歴史 明治時代〜現代 草野 正裕 著 ゆまに書房 2016.1

776 歴史の定説100の噓と誤解 （扶桑社新書） 八幡 和郎 著 育鵬社 2020.3

777 日弁連という病 北村 晴男 著 育鵬社 2019.11

778 大学生活マネジメント・ブック 電子書籍版 （大学生活+2選書） 旺文社 編 旺文社 2015.5

779 大学生のための失敗しない大人のマナー 電子書籍版 （大学生活+2選書） 旺文社 編 旺文社 2015.5

780 1フレーズで2コ覚えるTOEFLテスト英単語ワードコネクト 電子書籍版 内田 諭 監修 旺文社 2017.7

781 1フレーズで2コ覚えるTOEICテスト英単語ワードコネクト 電子書籍版 内田 諭 監修 旺文社 2017.7

782 大学入試合格のためのTEAP技能別問題集ライティング/スピーキング 電子書籍版 旺文社 2017.8

783 TOEFL ITPテストリーディング問題攻略 電子書籍版 （TOEFLテスト大戦略シリーズ） 旺文社 2017.8

784 TOEFL ITPテストリスニング問題攻略 電子書籍版 （TOEFLテスト大戦略シリーズ） 旺文社 2017.8

785 でる順パス単英検1級 電子書籍版 （旺文社英検書） 旺文社 2016.5

786 でる順パス単英検2級 電子書籍版 （旺文社英検書） 旺文社 2016.8

787 でる順パス単英検準1級 電子書籍版 （旺文社英検書） 旺文社 2016.5

788 でる順パス単英検準2級 電子書籍版 （旺文社英検書） 旺文社 2016.8

789 英検2級でる順合格問題集 新試験対応版 電子書籍版 （旺文社英検書） 旺文社 2017.9

790 英検準1級でる順合格問題集 新試験対応版 電子書籍版 （旺文社英検書） 旺文社 2017.9

791 英検準2級でる順合格問題集 新試験対応版 電子書籍版 （旺文社英検書） 旺文社 2017.9

792 読者はどこにいるのか （河出ブックス） 石原 千秋 著 河出書房新社 2015.3

793 ペンギンが教えてくれた物理のはなし （河出ブックス） 渡辺 佑基 著 河出書房新社 2015.3

794 ジュリアン・アサンジ自伝 電子版 ジュリアン・アサンジ 著 学研パブリッシング 2012.1

795 仏教の名言100 電子版 （学研新書） 綾瀬 凛太郎 著 学研パブリッシング 2011.5

796 三種の神器 電子版 （学研新書） 稲田 智宏 著 学研パブリッシング 2011.6

797 山手線29駅ぶらり路地裏散歩 電子版 舘野 允彦 著 学研パブリッシング 2011.6

798 吉松隆の図解らくがきクラシック音楽大事典 電子版 吉松 隆 イラスト・文 学研パブリッシング 2015.9
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799 図解スティーブ・ジョブズ全仕事 電子版 桑原 晃弥 著 学研パブリッシング 2012.2

800 図説旧約・新約聖書 決定版 電子版 月本 昭男 監修 学研パブリッシング 2013.4

801 図説聖書の世界 完全版 電子版 月本 昭男 監修 学研パブリッシング 2011.1

802 図解確率がわかる本 電子版 山本 誠志 著 学研パブリッシング 2015.4

803 関ケ原合戦公式本 電子版 小和田 泰経 著 学研パブリッシング 2014.7

804 論理的な考え方が身につくコツ39 電子版 西村 克己 著 学研パブリッシング 2012.5

805 論理的な考え方の「基本」が身につく本 電子版 西村 克己 著 学研パブリッシング 2013.8

806 論理的な話し方の基本とコツ 電子版 （「ビジネスの基本とコツ」シリーズ） 西村 克己 著 学研パブリッシング 2012.2

807 論理的な文章を書く基本とコツ 電子版 （「ビジネスの基本とコツ」シリーズ） 西村 克己 著 学研パブリッシング 2012.2

808 古事記 増補新版 電子版 （学研M文庫） 太 安万呂 撰 学研パブリッシング 2012.8

809 平城京全史解読 電子版 （学研新書） 大角 修 著 学研パブリッシング 2011.6

810 『古事記』謎と真相 （学研M文庫） 中江 克己 著 学研パブリッシング 2012.3

811 図解30分でスッキリわかる経済用語100 電子版 中野 明 著 学研パブリッシング 2013.2

812 古事記外伝 電子版 （Esoterica Selection） 藤巻 一保 著 学研パブリッシング 2011.9

813 日本剣豪100人伝 電子版 歴史群像編集部 編 学研パブリッシング 2011.8

814 天皇家の謎 完全版 電子版 歴史雑学探究倶楽部 編 学研パブリッシング 2011.7

815 幕末のすべて 電子版 脇坂 昌宏 著 学研パブリッシング 2010.11

816 上手な話し方の基本とコツ 電子版 （「ビジネスの基本とコツ」シリーズ） 櫻井 弘 著 学研パブリッシング 2012.2

817 世界の古代遺跡 電子版 学研パブリッシング 2013.7

818 定理と法則101 電子版 （大人の「科学」と「学習」） 白鳥 敬 著 学研プラス 2015.12

819 定理と法則105 電子版 （人に話したくなる教養雑学シリーズ） 白鳥 敬 編 学研プラス 2016.3

820 保育に生かせる!年中行事・園行事ことばかけの本 電子版 （Gakken保育Books） 横山 洋子 著 学研教育出版 2014.5

821 平家物語 電子版 水上 勉 訳著 学研教育出版 2012.9

822 算数&数学ビジュアル図鑑 電子版 （学研のスタディ図鑑） 中村 享史 監修 学研教育出版 2015.4

823 食べ方のマナーとコツ 電子版 （暮らしの絵本） 渡邊 忠司 監修 学研教育出版 2010.11

824 少しかしこくなれる栄養素の話 上杉宰世 笠倉出版社

825 復興まちづくりの時代 （造景双書） 佐藤 滋 編著 建築資料研究社 2006.9

826 日本の都市環境デザイン 1 北海道・東北・関東編 （造景双書） 都市環境デザイン会議 編著 建築資料研究社 2003.11

827 日本の都市環境デザイン 2 北陸・中部・関西編 （造景双書） 都市環境デザイン会議 編著 建築資料研究社 2002.11

828 日本の都市環境デザイン 3 中国・四国・九州・沖縄編 （造景双書） 都市環境デザイン会議 編著 建築資料研究社 2003.6

829 五重塔のはなし 浜島 正士 監修 建築資料研究社 2010.8

830 「場所」の復権 （造景双書） 平良 敬一 編著 建築資料研究社 2005.12

831 中国民居の空間を探る 茂木 計一郎 著 建築資料研究社 1991.4

832 おりおりの庭園論 龍居 竹之介 著 建築資料研究社 1991.5

833 茶室 （和風建築シリーズ） 和風建築社 編 建築資料研究社 1998.8

834 和の建築図案集 （design book） 建築資料研究社 2010.1

835 ミットフォード日本日記 A.B.ミットフォード 著 講談社 2015.12

836 江戸幕末滞在記 E.スエンソン 著 講談社 2015.11
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837 福島第一原発事故7つの謎 （講談社現代新書） NHKスペシャル『メルトダウン』取材班 編 講談社 2015.3

838 ピアノの名曲 （講談社現代新書） イリーナ・メジューエワ 著 講談社 2017.1

839 重力波で見える宇宙のはじまり （ブルーバックス） ピエール・ビネトリュイ 著 講談社 2017.9

840 これなら通じる日本人のための英単語200 レッドベター・マーク 著 講談社 2003.4

841 食をめぐるほんとうの話 （講談社現代新書） 阿部 尚樹 著 講談社 2015.12

842 幕臣たちの明治維新 （講談社現代新書） 安藤 優一郎 著 講談社 2017.3

843 吉田茂と昭和史 （講談社現代新書） 井上 寿一 著 講談社 2014.8

844 機密費外交 （講談社現代新書） 井上 寿一 著 講談社 2018.12

845 古代朝鮮 井上 秀雄 著 講談社 2015.11

846 努力は天才に勝る! （講談社現代新書） 井上 真吾 著 講談社 2016.1

847 四色問題 （ブルーバックス） 一松 信 著 講談社 2016.6

848 私・今・そして神 （講談社現代新書） 永井 均 著 講談社 2013.4

849 中国が読んだ現代思想 （講談社選書メチエ） 王 前 著 講談社 2015.9

850 絵でわかるネットワーク （絵でわかるシリーズ） 岡嶋 裕史 著 講談社 2020.4

851 スポーツ・運動栄養学 第3版 （栄養科学シリーズNEXT） 加藤 秀夫 編 講談社 2015.9

852 刀の日本史 （講談社現代新書） 加来 耕三 著 講談社 2016.8

853 人物で読む平城京の歴史 河合 敦 著 講談社 2017.1

854 人体の構造と機能　解剖生理学　第３版 河田光博／三木健寿／鷹股亮 講談社

855 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち　栄養解剖生理学 河田光博／小澤一史／上田陽一 講談社

856 明日、機械がヒトになる （講談社現代新書） 海猫沢 めろん 著 講談社 2016.6

857 ビッグデータの覇者たち （講談社現代新書） 海部 美知 著 講談社 2013.5

858 脳内不安物質 （ブルーバックス） 貝谷 久宣 著 講談社 2014.12

859 ふしぎなイギリス （講談社現代新書） 笠原 敏彦 著 講談社 2015.6

860 地学ノススメ （ブルーバックス） 鎌田 浩毅 著 講談社 2017.3

861 欲ばり過ぎるニッポンの教育 （講談社現代新書） 苅谷 剛彦 著 講談社 2013.4

862 脳・心・人工知能 （ブルーバックス） 甘利 俊一 著 講談社 2016.6

863 儒教・仏教・道教 （講談社選書メチエ） 菊地 章太 著 講談社 2013.4

864 イスラーム教「異端」と「正統」の思想史 （講談社選書メチエ） 菊地 達也 著 講談社 2013.8

865 傭兵の二千年史 （講談社現代新書） 菊池 良生 著 講談社 2013.4

866 ガラパゴス化する日本 （講談社現代新書） 吉川 尚宏 著 講談社 2013.4

867 宇宙に「終わり」はあるのか （ブルーバックス） 吉田 伸夫 著 講談社 2017.3

868 万葉集入門 （講談社現代新書） 久松 潜一 著 講談社 2003.1

869 ジャポニスム （講談社現代新書） 宮崎 克己 著 講談社 2019.1

870 新書アフリカ史 改訂新版 （講談社現代新書） 宮本 正興 編 講談社 2018.12

871 正しい本の読み方 （講談社現代新書） 橋爪 大三郎 著 講談社 2017.1

872 はじめての構造主義 （講談社現代新書） 橋爪 大三郎 著 講談社 2014.2

873 橋本治の古事記 （シリーズ・古典） 橋本 治 訳 講談社 2009.7

874 世界の野菜を旅する （講談社現代新書） 玉村 豊男 著 講談社 2017.3
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875 走る意味 （講談社現代新書） 金 哲彦 著 講談社 2012.7

876 統計的学習理論 （機械学習プロフェッショナルシリーズ） 金森 敬文 著 講談社 2015.8

877 日本語に主語はいらない （講談社選書メチエ） 金谷 武洋 著 講談社 2013.1

878 <出雲>という思想 原 武史 著 講談社 2015.11

879 空気を読みすぎる子どもたち （こころライブラリー） 古荘 純一 監修 講談社 2020.6

880 他界からのまなざし （講談社選書メチエ） 古東 哲明 編 講談社 2015.7

881 学問の発見 （ブルーバックス） 広中 平祐 著 講談社 2018.8

882 落語文庫 1 松の巻 （講談社電子文庫） 講談社 編 講談社 2007.9

883 落語文庫 10 福の巻 （講談社電子文庫） 講談社 編 講談社 2008.6

884 落語文庫 11 禄の巻 （講談社電子文庫） 講談社 編 講談社 2008.7

885 落語文庫 12 寿の巻 （講談社電子文庫） 講談社 編 講談社 2008.8

886 落語文庫 13 天の巻 （講談社電子文庫） 講談社 編 講談社 2008.9

887 落語文庫 15 人の巻 （講談社電子文庫） 講談社 編 講談社 2008.11

888 落語文庫 17 水の巻 （講談社電子文庫） 講談社 編 講談社 2009.1

889 落語文庫 18 雲の巻 （講談社電子文庫） 講談社 編 講談社 2009.2

890 落語文庫 2 竹の巻 （講談社電子文庫） 講談社 編 講談社 2007.1

891 落語文庫 3 梅の巻 （講談社電子文庫） 講談社 編 講談社 2007.11

892 落語文庫 4 雪の巻 （講談社電子文庫） 講談社 編 講談社 2007.12

893 落語文庫 7 鶴の巻 （講談社電子文庫） 講談社 編 講談社 2008.3

894 落語文庫 8 亀の巻 （講談社電子文庫） 講談社 編 講談社 2008.4

895 落語文庫 9 鳳の巻 （講談社電子文庫） 講談社 編 講談社 2008.5

896 チューリングの計算理論入門 （ブルーバックス） 高岡 詠子 著 講談社 2015.4

897 感性の限界 （講談社現代新書） 高橋 昌一郎 著 講談社 2013.2

898 知性の限界 （講談社現代新書） 高橋 昌一郎 著 講談社 2012.5

899 理性の限界 （講談社現代新書） 高橋 昌一郎 著 講談社 2012.5

900 ゲーデルの哲学 （講談社現代新書） 高橋 昌一郎 著 講談社 2012.12

901 創造の方法学 （講談社現代新書） 高根 正昭 著 講談社 2012.12

902 海の向こうから見た倭国 （講談社現代新書） 高田 貫太 著 講談社 2017.3

903 漢字と日本語 （講談社現代新書） 高島 俊男 著 講談社 2016.5

904 漢字雑談 （講談社現代新書） 高島 俊男 著 講談社 2016.6

905 客家 （講談社現代新書） 高木 桂蔵 著 講談社 2012.12

906 ハイデガー『存在と時間』入門 （講談社現代新書） 轟 孝夫 著 講談社 2017.8

907 世界の言語入門 （講談社現代新書） 黒田 龍之助 著 講談社 2013.4

908 冤罪と裁判 （講談社現代新書） 今村 核 著 講談社 2014.8

909 地方議員の逆襲 （講談社現代新書） 佐々木 信夫 著 講談社 2016.4

910 ニッポンの思想 （講談社現代新書） 佐々木 敦 著 講談社 2012.5

911 ニッポンの音楽 （講談社現代新書） 佐々木 敦 著 講談社 2015.6

912 ニッポンの文学 （講談社現代新書） 佐々木 敦 著 講談社 2016.3

24 / 42 ページ



國學院大學電子図書館(LibrariE)図書リスト 令和3年5月現在

No. 資料名 著者名 出版者 出版年月

913 英国ユダヤ人 （講談社選書メチエ） 佐藤 唯行 著 講談社 2015.7

914 「女装と男装」の文化史 （講談社選書メチエ） 佐伯 順子 著 講談社 2012.4

915 枢密院議長の日記 （講談社現代新書） 佐野 眞一 著 講談社 2012.3

916 フッサール起源への哲学 （講談社選書メチエ） 斎藤 慶典 著 講談社 2013.7

917 前頭葉は脳の社長さん? （ブルーバックス） 坂井 克之 著 講談社 2015.1

918 カント 坂部 恵 著 講談社 2015.12

919 ジムに通う前に読む本 （ブルーバックス） 桜井 静香 著 講談社 2013.4

920 フーコー （講談社選書メチエ） 桜井 哲夫 著 講談社 2013.6

921 <海賊>の大英帝国 （講談社選書メチエ） 薩摩 真介 著 講談社 2018.12

922 弁証法はどういう科学か （講談社現代新書） 三浦 つとむ 著 講談社 2012.12

923 系統樹思考の世界 （講談社現代新書） 三中 信宏 著 講談社 2013.4

924 インド人の「力」 （講談社現代新書） 山下 博司 著 講談社 2016.3

925 カラー図解新しい人体の教科書 （ブルーバックス） 山科 正平 著 講談社 2017.12

926 視覚世界の謎に迫る （ブルーバックス） 山口 真美 著 講談社 2014.4

927 発達障害の素顔 （ブルーバックス） 山口 真美 著 講談社 2016.3

928 大江戸商い白書 （講談社選書メチエ） 山室 恭子 著 講談社 2015.8

929 ヒトはなぜことばを使えるか （講談社現代新書） 山鳥 重 著 講談社 2012.12

930 ポル・ポト<革命>史 （講談社選書メチエ） 山田 寛 著 講談社 2015.7

931 核兵器のしくみ （講談社現代新書） 山田 克哉 著 講談社 2015.4

932 原子爆弾 （ブルーバックス） 山田 克哉 著 講談社 2013.4

933 生物の超技術 （ブルーバックス） 志村 史夫 著 講談社 2014.3

934 養生の智慧と気の思想 （講談社選書メチエ） 謝 心範 著 講談社 2018.12

935 国際宇宙ステーションとはなにか （ブルーバックス） 若田 光一 著 講談社 2014.12

936 トヨタの強さの秘密 （講談社現代新書） 酒井 崇男 著 講談社 2016.4

937 村松友視の東海道中膝栗毛 （シリーズ・古典） 十返舎 一九 作 講談社 2009.5

938 大学生のためのレポート・論文術 最新版 （講談社現代新書） 小笠原 喜康 著 講談社 2018.1

939 アメリカを動かす思想 （講談社現代新書） 小川 仁志 著 講談社 2012.12

940 デジタルは人間を奪うのか （講談社現代新書） 小川 和也 著 講談社 2014.1

941 冤罪はこうして作られる （講談社現代新書） 小田中 聰樹 著 講談社 2012.12

942 <シェイクスピアの>遊びの流儀 小田島 雄志 著 講談社 2017.6

943 AIの衝撃 （講談社現代新書） 小林 雅一 著 講談社 2015.4

944 ニッポンの奇祭 （講談社現代新書） 小林 紀晴 著 講談社 2017.9

945 図解アクティブラーニングがよくわかる本 （健康ライブラリー） 小林 昭文 監修 講談社 2017.3

946 図解実践!アクティブラーニングができる本 （健康ライブラリー） 小林 昭文 監修 講談社 2017.3

947 世の中の真実がわかる「確率」入門 （ブルーバックス） 小林 道正 著 講談社 2016.5

948 傑作!数学パズル50 （ブルーバックス） 小泓 正直 著 講談社 2014.5

949 はやぶさ2の真実 （講談社現代新書） 松浦 晋也 著 講談社 2015.1

950 ケインズとハイエク （講談社現代新書） 松原 隆一郎 著 講談社 2017.3
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951 キング牧師とマルコムX （講談社現代新書） 上坂 昇 著 講談社 2013.2

952 七三一部隊 （講談社現代新書） 常石 敬一 著 講談社 2012.12

953 ナショナリズム入門 （講談社現代新書） 植村 和秀 著 講談社 2014.7

954 中国語はおもしろい （講談社現代新書） 新井 一二三 著 講談社 2017.6

955 氏神さまと鎮守さま （講談社選書メチエ） 新谷 尚紀 著 講談社 2017.4

956 伊勢神宮と三種の神器 （講談社選書メチエ） 新谷 尚紀 著 講談社 2014.1

957 細胞の中の分子生物学 （ブルーバックス） 森 和俊 著 講談社 2016.6

958 解剖生理学実習 （栄養科学シリーズNEXT） 森田 規之 編 講談社 2015.9

959 ウソを見破る統計学 （ブルーバックス） 神永 正博 著 講談社 2018.12

960 図解・カメラの歴史 （ブルーバックス） 神立 尚紀 著 講談社 2014.4

961 発表の技法 （ブルーバックス） 諏訪 邦夫 著 講談社 2013.4

962 神経とシナプスの科学 （ブルーバックス） 杉 晴夫 著 講談社 2015.12

963 筋肉はふしぎ （ブルーバックス） 杉 晴夫 著 講談社 2013.4

964 驚異の小器官 耳の科学 （ブルーバックス） 杉浦 彩子 著 講談社 2015.7

965 発達障害の子どもたち （講談社現代新書） 杉山 登志郎 著 講談社 2011.7

966 発達障害のいま （講談社現代新書） 杉山 登志郎 著 講談社 2011.9

967 縄文の思想 （講談社現代新書） 瀬川 拓郎 著 講談社 2017.12

968 ニッポンの裁判 （講談社現代新書） 瀬木 比呂志 著 講談社 2015.2

969 理系のための論理が伝わる文章術 （ブルーバックス） 成清 弘和 著 講談社 2016.5

970 本はどう読むか （講談社現代新書） 清水 幾太郎 著 講談社 2012.3

971 大人のための文章教室 （講談社現代新書） 清水 義範 著 講談社 2013.4

972 ビゴーが見た日本人 清水 勲 著 講談社 2015.11

973 AI原論 （講談社選書メチエ） 西垣 通 著 講談社 2018.5

974 ゾロアスター教 （講談社選書メチエ） 青木 健 著 講談社 2013.3

975 飛行機事故はなぜなくならないのか （ブルーバックス） 青木 謙知 著 講談社 2015.5

976 図解プログラミング教育がよくわかる本 （健康ライブラリー） 石戸 奈々子 監修 講談社 2017.8

977 キリスト教英語の常識 （講談社現代新書） 石黒 マリーローズ 著 講談社 2014.1

978 キリスト教文化の常識 （講談社現代新書） 石黒 マリーローズ 著 講談社 2014.1

979 ロボットとは何か （講談社現代新書） 石黒 浩 著 講談社 2012.3

980 日本論 （講談社選書メチエ） 石川 九楊 著 講談社 2017.12

981 琉球王国 （講談社選書メチエ） 赤嶺 守 著 講談社 2015.1

982 はじめてのゲーム理論 （ブルーバックス） 川越 敏司 著 講談社 2018.12

983 桃源郷 （講談社選書メチエ） 川合 康三 著 講談社 2013.11

984 ロシアのユーモア （講談社選書メチエ） 川崎 浹 著 講談社 2015.7

985 栄養薬学・薬理学入門　第２版 川添禎浩／古賀信幸 講談社

986 図解・新世代鉄道の技術 （ブルーバックス） 川辺 謙一 著 講談社 2012.1

987 22歳からの国語力 （講談社現代新書） 川辺 秀美 著 講談社 2013.3

988 浮世絵細見 （講談社選書メチエ） 浅野 秀剛 著 講談社 2017.9
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989 決算書はここだけ読め! （講談社現代新書） 前川 修満 著 講談社 2013.2

990 民俗と民藝 （講談社選書メチエ） 前田 英樹 著 講談社 2015.8

991 論理が伝わる世界標準の「書く技術」 （ブルーバックス） 倉島 保美 著 講談社 2014.3

992 論理が伝わる世界標準の「議論の技術」 （ブルーバックス） 倉島 保美 著 講談社 2015.6

993 戦争の日本古代史 （講談社現代新書） 倉本 一宏 著 講談社 2017.6

994 はじめての中国語 （講談社現代新書） 相原 茂 著 講談社 2017.12

995 相原先生の謎かけ中国語講座 相原 茂 著 講談社 2017.8

996 笑う中国語 相原 茂 著 講談社 2017.8

997 中国語空耳ワールド 相原 茂 著 講談社 2017.8

998 千利休 村井 康彦 著 講談社 2015.11

999 イルカが知りたい （講談社選書メチエ） 村山 司 著 講談社 2015.7

1000 海に還った哺乳類イルカのふしぎ （ブルーバックス） 村山 司 著 講談社 2014.8

1001 サッカー上達の科学 （ブルーバックス） 村松 尚登 著 講談社 2016.5

1002 脳からみた自閉症 （ブルーバックス） 大隅 典子 著 講談社 2016.5

1003 小論文 書き方と考え方 （講談社選書メチエ） 大堀 精一 著 講談社 2018.6

1004 アメリカ音楽史 （講談社選書メチエ） 大和田 俊之 著 講談社 2015.9

1005 明治国家をつくった人びと （講談社現代新書） 瀧井 一博 著 講談社 2017.11

1006 珈琲の世界史 （講談社現代新書） 旦部 幸博 著 講談社 2017.11

1007 学び続ける力 （講談社現代新書） 池上 彰 著 講談社 2013.1

1008 集合とはなにか 新装版 （ブルーバックス） 竹内 外史 著 講談社 2013.4

1009 99.996%はスルー （ブルーバックス） 竹内 薫 著 講談社 2015.3

1010 『ネイチャー』を英語で読みこなす （ブルーバックス） 竹内 薫 著 講談社 2012.1

1011 ウイルスは生きている （講談社現代新書） 中屋敷 均 著 講談社 2016.4

1012 ビートルズの謎 （講談社現代新書） 中山 康樹 著 講談社 2013.4

1013 ロックの歴史 （講談社現代新書） 中山 康樹 著 講談社 2014.9

1014 人類と気候の10万年史 （ブルーバックス） 中川 毅 著 講談社 2017.3

1015 間違いさがしパズル傑作選 （ブルーバックス） 中村 義作 著 講談社 2016.4

1016 世界に呼びかける東洋 （講談社現代新書） 中村 元 著 講談社 2003.11

1017 ベルクソン=時間と空間の哲学 （講談社選書メチエ） 中村 昇 著 講談社 2014.3

1018 信頼学の教室 （講談社現代新書） 中谷内 一也 著 講談社 2016.1

1019 なぜフランスでは子どもが増えるのか （講談社現代新書） 中島 さおり 著 講談社 2012.3

1020 非社交的社交性 （講談社現代新書） 中島 義道 著 講談社 2013.7

1021 「時間」を哲学する （講談社現代新書） 中島 義道 著 講談社 2012.12

1022 いまを生きるための思想キーワード （講談社現代新書） 仲正 昌樹 著 講談社 2012.1

1023 マックス・ウェーバーを読む （講談社現代新書） 仲正 昌樹 著 講談社 2014.1

1024 算数パズル「出しっこ問題」傑作選 （ブルーバックス） 仲田 紀夫 著 講談社 2013.4

1025 聖なる王権ブルボン家 （講談社選書メチエ） 長谷川 輝夫 著 講談社 2015.8

1026 新しいヘーゲル （講談社現代新書） 長谷川 宏 著 講談社 2012.12
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1027 丸山眞男をどう読むか （講談社現代新書） 長谷川 宏 著 講談社 2013.3

1028 研究者としてうまくやっていくには （ブルーバックス） 長谷川 修司 著 講談社 2016.1

1029 話すための英語力 （講談社現代新書） 鳥飼 玖美子 著 講談社 2017.3

1030 芸術脳の科学 （ブルーバックス） 塚田 稔 著 講談社 2015.12

1031 怪物的思考 （講談社選書メチエ） 田口 卓臣 著 講談社 2016.4

1032 ブッダの人生哲学 （講談社選書メチエ） 田上 太秀 著 講談社 2015.7

1033 交響曲入門 （講談社選書メチエ） 田村 和紀夫 著 講談社 2015.8

1034 好きになる生理学 田中 越郎 著 講談社 2013.11

1035 好きになる生理学ミニノート 田中 越郎 著 講談社 2014.1

1036 読む哲学事典 （講談社現代新書） 田島 正樹 著 講談社 2017.3

1037 古代ギリシアの精神 （講談社選書メチエ） 田島 正樹 著 講談社 2013.7

1038 知的生活の方法 正 （講談社現代新書） 渡部 昇一 著 講談社 2012.12

1039 奪われた「三種の神器」 （講談社現代新書） 渡邊 大門 著 講談社 2012.3

1040 地球はなぜ「水の惑星」なのか （ブルーバックス） 唐戸 俊一郎 著 講談社 2017.4

1041 敦煌三大石窟 （講談社選書メチエ） 東山 健吾 著 講談社 2015.7

1042 弥生時代の歴史 （講談社現代新書） 藤尾 慎一郎 著 講談社 2015.9

1043 「脳疲労」社会 （講談社現代新書） 徳永 雄一郎 著 講談社 2016.2

1044 教育の力 （講談社現代新書） 苫野 一徳 著 講談社 2014.11

1045 乱歩と正史 （講談社選書メチエ） 内田 隆三 著 講談社 2017.9

1046 つながる読書術 （講談社現代新書） 日垣 隆 著 講談社 2012.2

1047 味のなんでも小事典 （ブルーバックス） 日本味と匂学会 編 講談社 2016.5

1048 戦国の陣形 （講談社現代新書） 乃至 政彦 著 講談社 2016.2

1049 城の科学 （ブルーバックス） 萩原 さちこ 著 講談社 2017.12

1050 エネルギー代謝を活かしたスポーツトレーニング 八田 秀雄 著 講談社 2004.3

1051 乳酸 （からだワンテーマシリーズ） 八田 秀雄 著 講談社 2013.4

1052 乳酸を活かしたスポーツトレーニング 新版 八田 秀雄 著 講談社 2016.6

1053 分析哲学入門 （講談社選書メチエ） 八木沢 敬 著 講談社 2015.3

1054 認知症を知る （講談社現代新書） 飯島 裕一 著 講談社 2014.8

1055 伊達政宗 新装版 （講談社火の鳥伝記文庫） 浜野 卓也 文 講談社 2018.4

1056 「進撃の巨人」と解剖学 （ブルーバックス） 布施 英利 著 講談社 2014.12

1057 生物はウイルスが進化させた （ブルーバックス） 武村 政春 著 講談社 2017.5

1058 演劇入門 （講談社現代新書） 平田 オリザ 著 講談社 2013.4

1059 演技と演出 （講談社現代新書） 平田 オリザ 著 講談社 2012.12

1060 栄養教育論実習 第2版 （栄養科学シリーズNEXT） 片井 加奈子 編 講談社 2015.9

1061 数学版これを英語で言えますか? （ブルーバックス） 保江 邦夫 著 講談社 2013.4

1062 日本の原子力施設全データ 完全改訂版 （ブルーバックス） 北村 行孝 著 講談社 2014.4

1063 <在日>という生き方 （講談社選書メチエ） 朴 一 著 講談社 2015.7

1064 愛と狂瀾のメリークリスマス （講談社現代新書） 堀井 憲一郎 著 講談社 2017.11
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1065 巨大ブラックホールの謎 （ブルーバックス） 本間 希樹 著 講談社 2017.5

1066 商店街はいま必要なのか （講談社現代新書） 満薗 勇 著 講談社 2015.8

1067 朱子学 （講談社選書メチエ） 木下 鉄矢 著 講談社 2013.9

1068 応用栄養学 第4版 （栄養科学シリーズNEXT） 木戸 康博 編 講談社 2015.9

1069 基礎栄養学 第3版 （栄養科学シリーズNEXT） 木戸 康博 編 講談社 2015.1

1070 基礎栄養学　第４版 木戸康博／桑波田雅士／原田永勝 講談社

1071 応用栄養学　第６版 木戸康博／小倉嘉夫／眞鍋祐之／青井渉 講談社

1072 日本経済入門 （講談社現代新書） 野口 悠紀雄 著 講談社 2017.4

1073 「P≠NP」問題 （ブルーバックス） 野崎 昭弘 著 講談社 2015.1

1074 離散数学「数え上げ理論」 （ブルーバックス） 野崎 昭弘 著 講談社 2015.7

1075 哲学の謎 （講談社現代新書） 野矢 茂樹 著 講談社 2012.12

1076 無限論の教室 （講談社現代新書） 野矢 茂樹 著 講談社 2012.12

1077 文化大革命 （講談社現代新書） 矢吹 晋 著 講談社 2013.4

1078 数学質問箱 （ブルーバックス） 矢野 健太郎 著 講談社 2013.4

1079 公衆栄養学概論　第２版 友竹浩之／郡俊之 講談社

1080 臨床栄養学概論　第２版 友竹浩之／塚原丘美 講談社

1081 マップ式中国語単語記憶術 林 松涛 著 講談社 2017.1

1082 <自己愛>の構造 （講談社選書メチエ） 和田 秀樹 著 講談社 2015.7

1083 声のなんでも小事典 （ブルーバックス） 和田 美代子 著 講談社 2015.7

1084 死ぬ力 （講談社現代新書） 鷲田 小彌太 著 講談社 2016.3

1085 じぶん・この不思議な存在 （講談社現代新書） 鷲田 清一 著 講談社 2018.1

1086 睡眠の科学 改訂新版 （ブルーバックス） 櫻井 武 著 講談社 2017.9

1087 ジャズ・アンバサダーズ （講談社選書メチエ） 齋藤 嘉臣 著 講談社 2017.6

1088 誰も教えてくれない人を動かす文章術 （講談社現代新書） 齋藤 孝 著 講談社 2016.9

1089 八幡神と神仏習合 （講談社現代新書） 逵 日出典 著 講談社 2017.3

1090 テクノリテラシーとは何か （講談社選書メチエ） 齊藤 了文 著 講談社 2015.8

1091 イラストでよくわかる日本のしきたり ミニマル 著 彩図社 2013.5

1092 金子みすゞ名詩集 金子 みすゞ 著 彩図社 c2011

1093 使えないと恥ずかしい敬語200 敬語の基本研究会 編纂 彩図社 2005.12

1094 古事記99の謎 古代ミステリー研究会 編 彩図社 2015

1095 日本全国変わり種食紀行 桜井 友里 著 彩図社 2010.2

1096 解けないと恥ずかしい数学 数学の基本研究会 編纂 彩図社 2006.1

1097 図解いちばんやさしい哲学の本 沢辺 有司 著 彩図社 2015

1098 図解いちばんやさしい地政学の本 沢辺 有司 著 彩図社 c2017

1099 知らないと恥ずかしい現代用語 知っておきたい現代用語研究会 編纂 彩図社 2006.6

1100 すらすら読めるドストエフスキー 桃井 富範 著 彩図社 2009.7

1101 知らないと恥ずかしい日本語の常識 日本語の常識研究会 編纂 彩図社 2005.5

1102 正しい日本語どっち?500 日本語力検定委員会 編 彩図社 2016.5
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1103 図解表示のカラクリ 改訂版 表示の謎研究会 編纂 彩図社 2009.3

1104 まるわかり著作権ガイド 編集部 編 彩図社 2006.9

1105 真説フリーメイソン大百科 下 有澤 玲 著 彩図社 c2011

1106 真説フリーメイソン大百科 上 有澤 玲 著 彩図社 c2011

1107 韓国人が書いた韓国で行われている「反日教育」の実態 崔 碩栄 著 彩図社 c2014

1108 日本は外国人にどう見られていたか 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 「ニッポン再発見」倶楽部 著 三笠書房 2014.1

1109 近代化遺産と「すごい」日本人 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 「ニッポン再発見」倶楽部 著 三笠書房 2016.1

1110 《図説》真田幸村がよくわかる本 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 「大人のための歴史」研究会 著 三笠書房 2015.1

1111 書き替えられた日本史 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 「歴史ミステリー」倶楽部 著 三笠書房 2014.2

1112 地図で読む日本の古代史 （知的生きかた文庫） 「歴史ミステリー」倶楽部 著 三笠書房 2013.1

1113 地図で読む幕末・維新 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 「歴史ミステリー」倶楽部 著 三笠書房 2014.11

1114 図解!江戸時代 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 「歴史ミステリー」倶楽部 著 三笠書房 2015.11

1115 図解「日本の平均」なんでも事典 電子書籍版 （知的生きかた文庫） インタービジョン21 著 三笠書房 2017.11

1116 「起こること」にはすべて意味がある 電子書籍版 （王様文庫） ジェームズ・アレン 著 三笠書房 2015.11

1117 図解企業ライバル地図 （知的生きかた文庫） ビジネスリサーチ・ジャパン 著 三笠書房 2011.2

1118 マーフィー幸せを呼ぶ処方箋 （知的生きかた文庫） マーフィー“無限の力”研究会 著 三笠書房 2008.7

1119 知っておきたいイスラムのすべて 電子書籍版 （知的生きかた文庫） ライフサイエンス 著 三笠書房 2016.1

1120 ニュースがわかる!「世界紛争地図」の読み方 電子書籍版 （知的生きかた文庫） ライフサイエンス 著 三笠書房 2013.9

1121 世界がわかるアメリカ・ジョーク集 （知的生きかた文庫） 烏賀陽 正弘 著 三笠書房 2010.11

1122 「大相撲」知ったら面白すぎる７０の話 下角陽子 三笠書房

1123 心が強い人少し弱い人 電子書籍版 加藤 諦三 著 三笠書房 2015.11

1124 “迷わない心”をつくる論語100選 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 境野 勝悟 著 三笠書房 2013.5

1125 「考える力」をつける読書術 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 轡田 隆史 著 三笠書房 2015.6

1126 眩しく輝く私になる方法 電子書籍版 高橋 ナナ 著 三笠書房 2015.5

1127 すぐに書ける!「頭のいい文章」ちょっとしたコツ 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 高橋 俊一 著 三笠書房 2017.3

1128 三菱・三井・住友「三大財閥」がわかる本 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 財閥研究会 著 三笠書房 2016.11

1129 孫子の兵法 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 守屋 洋 著 三笠書房 1984.1

1130 日本の古寺を知る事典 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 渋谷 申博 著 三笠書房 2013.12

1131 ウォルト・ディズニーが贈る夢をかなえる言葉 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 小松田 勝 著 三笠書房 2013.5

1132 知れば知るほど面白い宇宙の謎 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 小谷 太郎 著 三笠書房 2014.11

1133 図解早わかり!空海と真言宗 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 小峰 彌彦 監修 三笠書房 2013.1

1134 ほめる人ほど、なぜ出世が早い? 電子書籍版 松本 秀男 著 三笠書房 2015.1

1135 要点解説世界の歴史 <アジアの歴史><現代の歴史>編 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 水村 光男 著 三笠書房 2016.5

1136 要点解説世界の歴史 <人類の誕生と歴史の始まり><ヨーロッパ・アメリカの歴史>編 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 水村 光男 著 三笠書房 2016.5

1137 日本にいながら、面白いほど英語力が上がる法 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 杉山 一志 著 三笠書房 2014.7

1138 本は10冊同時に読め! （知的生きかた文庫） 成毛 眞 著 三笠書房 2009.4

1139 風刺画で読み解く近代史 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 清水 勲 著 三笠書房 2015.8

1140 人事の超プロが明かす評価基準 電子書籍版 西尾 太 著 三笠書房 2015.11
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1141 音読だけでこんなに話せる英会話! （知的生きかた文庫） 千田 潤一 著 三笠書房 2013.1

1142 仕事が速い人の「手帳・メモ・ノート」超活用術 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 中島 孝志 著 三笠書房 2014.11

1143 図解早わかり!道元と曹洞宗 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 中野 東禅 監修 三笠書房 2014.5

1144 思わず夢中になる宇宙おもしろ雑学 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 鳥海 光弘 著 三笠書房 2015.7

1145 戦国武将の本当にあった怖い話 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 楠戸 義昭 著 三笠書房 2013.12

1146 吉田松陰「人を動かす天才」の言葉 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 楠戸 義昭 著 三笠書房 2014.11

1147 坂本龍馬の手紙 歴史を変えた「この一行」 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 楠戸 義昭 著 三笠書房 2016.2

1148 古書店のオヤジが教える絶対面白い世界の名著70冊 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 日比野 敦 著 三笠書房 2016.9

1149 美しい「大和言葉」の言いまわし 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 日本の「言葉」倶楽部 著 三笠書房 2015.11

1150 「強く生きる」哲学 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 白取 春彦 著 三笠書房 2014.2

1151 この一冊で「聖書」がわかる! 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 白取 春彦 著 三笠書房 2015.8

1152 ざっくりわかる日本史の授業 電子書籍版 （王様文庫） 富増 章成 著 三笠書房 2014.1

1153 世界史がわかる重大事件100 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 綿引 弘 著 三笠書房 2013.3

1154 頭が10倍よく見える文章の書き方 電子書籍版 （知的生きかた文庫） 木山 泰嗣 著 三笠書房 2013.7

1155 眠れないほど面白い『雨月物語』妖美怪奇な9つの話 電子書籍版 （王様文庫） 由良 弥生 著 三笠書房 2015.1

1156 成功者はみな、怒りを秘めている 電子書籍版 里中 李生 著 三笠書房 2015.11

1157 武士道と修養 新渡戸 稲造 著 実業之日本社 2013.8

1158 運命を拓きゆく者へ 新渡戸 稲造 著 実業之日本社 2013.8

1159 逆境を越えてゆく者へ 新渡戸 稲造 著 実業之日本社 2013.8

1160 萬葉集釋注 1 巻第一 巻第二 伊藤 博 著 集英社 1995.11

1161 萬葉集釋注 10 巻第十九 巻第二十 伊藤 博 著 集英社 1998.12

1162 萬葉集釋注 11 別巻 伊藤 博 著 集英社 1999.3

1163 萬葉集釋注 2 巻第三 巻第四 伊藤 博 著 集英社 1996.2

1164 萬葉集釋注 3 巻第五 巻第六 伊藤 博 著 集英社 1996.5

1165 萬葉集釋注 4 巻第七 巻第八 伊藤 博 著 集英社 1996.8

1166 萬葉集釋注 5 巻第九 巻第十 伊藤 博 著 集英社 1996.11

1167 萬葉集釋注 6 巻第十一 巻第十二 伊藤 博 著 集英社 1997.5

1168 萬葉集釋注 7 巻第十三 巻第十四 伊藤 博 著 集英社 1997.9

1169 萬葉集釋注 8 巻第十五 巻第十六 伊藤 博 著 集英社 1998.1

1170 萬葉集釋注 9 巻第十七 巻第十八 伊藤 博 著 集英社 1998.5

1171 萬葉集釋注 各句人名索引篇 伊藤 博 著 集英社 2000.5

1172 萬葉集釋注 原文篇 伊藤 博 著 集英社 2000.5

1173 日本の不思議!全国飛び地と境界線地図 （新人物文庫） インパクト 著 新人物往来社 2012

1174 新撰組顚末記 デジタル版 （新人物文庫） 永倉 新八 著 新人物往来社 2010.4

1175 ハプスブルク家の食卓 （新人物文庫） 関田 淳子 著 新人物往来社 2012

1176 新選組一番組長沖田総司の生涯 （新人物文庫） 菊地 明 著 新人物往来社 2013

1177 新選組三番組長斎藤一の生涯 デジタル版 （新人物文庫） 菊地 明 編著 新人物往来社 2012.7

1178 ハプスブルク家の人々 （新人物文庫） 菊池 良生 著 新人物往来社 2012

31 / 42 ページ



國學院大學電子図書館(LibrariE)図書リスト 令和3年5月現在

No. 資料名 著者名 出版者 出版年月

1179 オードリー・ヘップバーンという生き方 （新人物文庫） 山口 路子 著 新人物往来社 2012

1180 マリリン・モンローという生き方 （新人物文庫） 山口 路子 著 新人物往来社 2012

1181 サガンという生き方 （新人物文庫） 山口 路子 著 新人物往来社 2010.1

1182 ローマ帝国愚帝物語 （新人物文庫） 新保 良明 著 新人物往来社 2012

1183 あなたが知らない太平洋戦争の裏話 デジタル版 （新人物文庫） 新名 丈夫 著 新人物往来社 2011.4

1184 図解中国・韓国・北朝鮮・ロシアのことがよくわかる本 デジタル版 （新人物文庫） 野口 孝行 著 新人物往来社 2011.4

1185 日本の神社・神さま入門 デジタル版 （歴史読本<電子特別版>） 新人物往来社 2012.2

1186 知っておきたい旧暦の楽しみ方 電子版 （歴史読本<電子特別版>） 新人物往来社 2012.1

1187 古事記の見方・楽しみ方 デジタル版 （歴史読本<電子特別版>） 新人物往来社 2012.4

1188 特集古代女帝即位の謎 デジタル版 （歴史読本<電子特別版>） 新人物往来社 2012.7

1189 特集源氏対平氏 デジタル版 （歴史読本<電子特別版>） 新人物往来社 2012.5

1190 新選組京都15大事件の謎 電子版 （歴史読本<電子特別版>） 新人物往来社 2012.9

1191 幕末戊辰戦争全史 電子版 （歴史読本<電子特別版>） 新人物往来社 2013.3

1192 特集三百藩藩主列伝 デジタル版 （歴史読本<電子特別版>） 新人物往来社 2012.3

1193 徳川15代将軍職継承の謎 電子版 （歴史読本<電子特別版>） 新人物往来社 2013.1

1194 特集徹底解析!信長・秀吉・家康の城 デジタル版 （歴史読本<電子特別版>） 新人物往来社 2012.6

1195 日本の都市伝説大事典 朝里 樹 監修 新星出版社 2020.7

1196 雑草の呼び名事典 散歩編 電子版 亀田 龍吉 写真・文 世界文化社 2014.8

1197 木の実の呼び名事典 電子版 亀田 龍吉 写真・文 世界文化社 2014.8

1198 街路樹の呼び名事典 電子版 亀田 龍吉 写真・文 世界文化社 2014.8

1199 落ち葉の呼び名事典　散歩で見かける 亀田龍吉 世界文化社

1200 どんぐりの呼び名事典　拾って楽しむ 宮國晋一 世界文化社

1201 虫の呼び名事典 電子版 森上 信夫 写真・文 世界文化社 2014.8

1202 藤森照信現代住宅探訪記 電子版 藤森 照信 著 世界文化社 2019.12

1203 列車で行こう! 電子版 櫻井 寛 写真・文 世界文化社 2017.9

1204 3・4・5歳児の行事&季節の製作アイデア 電子版 （PriPriブックス） 世界文化社 2016.3

1205 花色見本帖 新版 電子版 世界文化社 2017.8

1206 テーマ別ではじめる天体観察 電子書籍版 えびな みつる 著 誠文堂新光社 2017.3

1207 生死を分ける、山の遭難回避術 電子書籍版 羽根田 治 著 誠文堂新光社 2017.9

1208 おもしろ植物図鑑 電子書籍版 花福こざる 著 誠文堂新光社 2017.1

1209 土壌づくりのサイエンス 電子書籍版 久保 幹 著 誠文堂新光社 2017.9

1210 星のきほん 電子書籍版 駒井 仁南子 著 誠文堂新光社 2017.7

1211 本当に正しい鳥獣害対策Q&A 電子書籍版 江口 祐輔 著 誠文堂新光社 2017.6

1212 タヌキ学入門 電子書籍版 高槻 成紀 著 誠文堂新光社 2017.1

1213 スズメの謎 電子書籍版 三上 修 著 誠文堂新光社 2017.3

1214 フィールドで出会う哺乳動物観察ガイド 電子書籍版 山口 喜盛 著 誠文堂新光社 2017.3

1215 池波正太郎を“江戸地図”で歩く 電子書籍版 壬生 篤 著 誠文堂新光社 2016.12

1216 スウガクって、なんの役に立ちますか? 電子書籍版 杉原 厚吉 著 誠文堂新光社 2017.2
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1217 地層の見方がわかるフィールド図鑑 増補改訂版 電子書籍版 青木 正博 著 誠文堂新光社 2017.7

1218 昆虫のすごい瞬間図鑑 電子書籍版 石井 誠 著 誠文堂新光社 2017.3

1219 タイムラプス動画撮影テクニック 電子書籍版 竹本 宗一郎 著 誠文堂新光社 2017.1

1220 ヘビ大図鑑 ボア・ニシキヘビ編：分類ほか改良品種と生態・飼育・繁殖を解説 中井穂瑞領／川添宣広 誠文堂新光社

1221 ルーツを追って 電子書籍版 長尾 衣里子 著 誠文堂新光社 2017.4

1222 世界の奇虫図鑑 電子書籍版 田邊 拓哉 著 誠文堂新光社 2017.8

1223 ビートルズ語辞典 電子書籍版 藤本 国彦 著 誠文堂新光社 2018.4

1224 手作りロケット入門 新版 電子書籍版 日本モデルロケット協会 編 誠文堂新光社 2017.2

1225 バレエ語辞典 電子書籍版 富永 明子 著 誠文堂新光社 2018.4

1226 ドイツ修道院のハーブ料理 電子書籍版 野田 浩資 著 誠文堂新光社 2017.9

1227 落語家直伝うまい!授業のつくりかた 電子書籍版 立川 談慶 著 誠文堂新光社 2017.3

1228 山登り語辞典 電子書籍版 鈴木 みき 著 誠文堂新光社 2017.9

1229 ブックデザイナー鈴木一誌の生活と意見 電子書籍版 鈴木 一誌 著 誠文堂新光社 2017.9

1230 知られざる縄文ライフ 電子書籍版 譽田 亜紀子 著 誠文堂新光社 2017.8

1231 増補 聖別された肉体: オカルト人種論とナチズム 横山茂雄 創元社 202008

1232 最悪の事故が起こるまで人は何をしていたのか 電子版 （草思社文庫） ジェームズ・R.チャイルズ 著 草思社 2017.9

1233 伊四〇〇型潜水艦最後の航跡 下巻 電子版 （草思社文庫） ジョン・J.ゲヘーガン 著 草思社 2018.12

1234 伊四〇〇型潜水艦最後の航跡 上巻 電子版 （草思社文庫） ジョン・J.ゲヘーガン 著 草思社 2018.12

1235 トウガラシ大全：どこから来て、どう広まり、どこへ行くのか スチュアート・ウォルトン／秋山勝 草思社

1236 ルーズベルトの開戦責任 電子版 （草思社文庫） ハミルトン・フィッシュ 著 草思社 2017.7

1237 ロケットボーイズ 下巻 電子版 （草思社文庫） ホーマー・ヒッカム・ジュニア 著 草思社 2017.1

1238 ロケットボーイズ 上巻 電子版 （草思社文庫） ホーマー・ヒッカム・ジュニア 著 草思社 2017.1

1239 タイムマシンのつくりかた 電子版 （草思社文庫） ポール・デイヴィス 著 草思社 2017.1

1240 都市で進化する生物たち 電子版 メノ・スヒルトハウゼン 著 草思社 2020.9

1241 「野球」の誕生 電子版 （草思社文庫） 小関 順二 著 草思社 2017.9

1242 脱原発の罠 電子版 （草思社文庫） 川口マーン惠美 著 草思社 2018.8

1243 技術者たちの敗戦 電子版 （草思社文庫） 前間 孝則 著 草思社 2016.9

1244 戦艦大和誕生 下巻 「生産大国日本」の源流 電子版 （草思社文庫） 前間 孝則 著 草思社 2017.8

1245 戦艦大和誕生 上巻 西島技術大佐の未公開記録 電子版 （草思社文庫） 前間 孝則 著 草思社 2017.8

1246 吉本興業の正体 （草思社文庫） 増田 晶文 著 草思社 2017.6

1247 稀代の本屋 蔦屋重三郎 電子版 増田 晶文 著 草思社 2017.3

1248 雲のカタログ 村井 昭夫 文と写真 草思社 2011.5

1249 百姓たちの幕末維新 電子版 （草思社文庫） 渡辺 尚志 著 草思社 2017.7

1250 日本開国 （草思社文庫） 渡辺 惣樹 著 草思社 2016.12

1251 日米衝突の根源 電子版 （草思社文庫） 渡辺 惣樹 著 草思社 2018.7

1252 日本人が知らない軍事学の常識 電子版 （草思社文庫） 兵頭 二十八 著 草思社 2016.9

1253 データの見えざる手 電子版 （草思社文庫） 矢野 和男 著 草思社 2018.6

1254 声に出して読みたい日本語 1 電子版 （草思社文庫） 齋藤 孝 著 草思社 2016.11
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1255 声に出して読みたい日本語 2 電子版 （草思社文庫） 齋藤 孝 著 草思社 2016.11

1256 声に出して読みたい日本語 3 電子版 （草思社文庫） 齋藤 孝 著 草思社 2016.11

1257 牛のようにずんずん進め 電子版 齋藤 孝 著 草思社 2017.1

1258 声に出して読みたい古事記 電子版 齋藤 孝 著 草思社 2016.11

1259 アメリカ政治史の基本 （ACADEMIA SOCIETY） 向井 洋子 著 大学教育出版 2011.9

1260 ヒップホップの政治学 （ACADEMIA SOCIETY） 川村 亜樹 著 大学教育出版 2012

1261 人生が変わる55のジャズ名盤入門 電子書籍版 （竹書房新書） 鈴木 良雄 著 竹書房 2016.4

1262 くらべる東西 おかべ たかし 文 東京書籍 2016.6

1263 目でみる漢字 おかべ たかし 文 東京書籍 2015.9

1264 首相列伝 宇治 敏彦 編 東京書籍 2015.9

1265 1日で読める平家物語 吉野 敬介 著 東京書籍 2019.11

1266 1日で読める徒然草 吉野 敬介 著 東京書籍 2019.11

1267 セクハラの誕生 電子版 原山 擁平 著 東京書籍 2013.12

1268 あなたの脳を鍛える速読・速考・速発信の技術 斎藤 英治 著 東京書籍 2015.9

1269 皮膚という「脳」 電子版 山口 創 著 東京書籍 2013.12

1270 図解国会の楽しい見方 新訂版 時事通信社政治部 監修 東京書籍 2018.7

1271 日曜日のハローワーク 小田 豊二 著 東京書籍 2015.11

1272 万葉手帳 上野 誠 著 東京書籍 2016.2

1273 もう悩まないヒケツ 植西 聰 著 東京書籍 2015.1

1274 後ろ向きにならないヒケツ 植西 聰 著 東京書籍 2015.12

1275 図解女と男のからだ学 生田 哲 著 東京書籍 2015.7

1276 孤高 電子版 川村 二郎 著 東京書籍 2013.12

1277 経済学は役に立ちますか? 竹中 平蔵 著 東京書籍 2018.3

1278 時代を変えた科学者の名言 電子版 藤嶋 昭 編著 東京書籍 2013.12

1279 聖地巡礼Returns 内田 樹 著 東京書籍 2016.12

1280 白澤&三浦式エキセントリック・トレーニング 白澤 卓二 監修 東京書籍 2012.9

1281 学級・学校文化を創る特別活動 中学校編 文部科学省国立教育政策研究所教育課程研究センター 著 東京書籍 2016.4

1282 剣豪という生き方 電子版 本山 賢司 文・絵 東京書籍 2013.12

1283 図説風水学 目崎 茂和 著 東京書籍 2015.4

1284 教科書要点ズバっ!新編新しい社会公民 東京書籍 c2016

1285 ルービンシュタイン ゲーム理論の力 電子版 アリエル・ルービンシュタイン 著 東洋経済新報社 2016.9

1286 ジム・ロジャーズ　大予測 - 激変する世界の見方 ジム・ロジャーズ 東洋経済新報社 202005

1287 図解　ＡＳＥＡＮの実力を読み解く - ＡＳＥＡＮを理解するのに役立つ４６のテーマ みずほ総合研究所 東洋経済新報社 201312

1288 誰も知らないカルロス・ゴーンの真実 レジス・アルノー／ヤン・ルソー 東洋経済新報社 202005

1289 新版　ディズニーリゾートの経済学 粟田　房穂 東洋経済新報社 201303

1290 図解　９０分でわかる！　日本で一番やさしい「アベノミクス」超入門 永濱　利廣 東洋経済新報社 201304

1291 日本史で学ぶ経済学 電子版 横山 和輝 著 東洋経済新報社 2018.1

1292 スーパーの裏側 電子版 河岸 宏和 著 東洋経済新報社 2012.9
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1293 なぜ7割のエントリーシートは、読まずに捨てられるのか? 電子版 海老原 嗣生 著 東洋経済新報社 2015.1

1294 経済学入門 第3版 電子版 金子 昭彦 著 東洋経済新報社 2015.4

1295 コカ・コーラに学ぶビッグ・ウォレット戦略 電子版 古谷 文太 著 東洋経済新報社 2012.1

1296 計量経済学 電子版 （サピエンティア） 黒住 英司 著 東洋経済新報社 2016.3

1297 外資系コンサルのスライド作成術 - 図解表現２３のテクニック 山口　周 東洋経済新報社 201210

1298 戦略の創造学 電子版 山脇 秀樹 著 東洋経済新報社 2020.5

1299 企業変革のためのIT戦略 電子版 室井 雅博 著 東洋経済新報社 2015.12

1300 経済学者たちの闘い（増補版） - 脱デフレをめぐる論争の歴史 若田部　昌澄 東洋経済新報社 201304

1301 クスリの罠・医療の闇 - 週刊東洋経済ｅビジネス新書Ｎo.343 週刊東洋経済編集部 東洋経済新報社 202010

1302 強い理系大学 - 週刊東洋経済ｅビジネス新書Ｎo.337 週刊東洋経済編集部 東洋経済新報社 202007

1303 船・港　海の経済学 - 週刊東洋経済ｅビジネス新書Ｎo.344 週刊東洋経済編集部 東洋経済新報社 202010

1304 図解ひとめでわかる内部統制 第3版 電子版 仁木 一彦 著 東洋経済新報社 2014.5

1305 ラストキャリア - ５０代からの地方創生に貢献する新しい選択肢 谷川　史郎 東洋経済新報社 201601

1306 大相撲の経済学 中島　隆信 東洋経済新報社 200309

1307 行動経済学入門 電子版 筒井 義郎 著 東洋経済新報社 2017.5

1308 入門テキスト金融の基礎 電子版 藤木 裕 著 東洋経済新報社 2016.4

1309 日本経済と資本市場 電子版 日興リサーチセンター株式会社 編 東洋経済新報社 2016.3

1310 経済数学 電子版 （サピエンティア） 入谷 純 著 東洋経済新報社 2016.5

1311 決定版AI人工知能 電子版 樋口 晋也 著 東洋経済新報社 2017.4

1312 小論文これだけ! 模範解答超基礎編 電子版 樋口 裕一 著 東洋経済新報社 2017.1

1313 図解新会社法のしくみ 第3版 電子版 浜辺 陽一郎 著 東洋経済新報社 2015.4

1314 図解コンプライアンス経営 第4版 電子版 浜辺 陽一郎 著 東洋経済新報社 2016.7

1315 戦後経済史 電子版 野口 悠紀雄 著 東洋経済新報社 2015.6

1316 世界の知で創る - 日産のグローバル共創戦略 野中　郁次郎 東洋経済新報社 200903

1317 入門　実践する統計学 藪　友良 東洋経済新報社 201209

1318 AIの破壊力 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2016.4

1319 知と思考を鍛えるための読書術 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2014.4

1320 プロが推薦!今読むべき75冊 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2016.2

1321 古典を読む! 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2014.1

1322 新聞・テレビは生き残れるか 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2017.3

1323 北朝鮮のリアル 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2017.1

1324 なるほど!中東講義 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2016.6

1325 欧州激動 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2015.8

1326 2050年超未来予測 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2013.9

1327 20年後ニッポンの難題 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2018.8

1328 日本礼賛ブームのなぞ 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2015.3

1329 霞が関 悩める官僚 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2018.1

1330 民法大改正&個人情報保護法 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2017.12
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1331 追悼孤高の大経済学者・宇沢弘文 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2014.11

1332 トマ・ピケティ『21世紀の資本論』を30分で理解する! 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2014.9

1333 ピケティ完全理解 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2015.4

1334 アベノミクスと景気 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2013.5

1335 バブル全史 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2017.1

1336 松下幸之助40の言葉 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2017.1

1337 地方の名門企業 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2018.2

1338 はじめてのデータ分析 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2017.1

1339 遠くて近い親日国ブラジル 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2014.6

1340 絶望の非正規 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2016.1

1341 就活最前線 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2015.2

1342 ルポ外国人労働 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2014.9

1343 女子の貧困 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2015.7

1344 連鎖する貧困 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2018.8

1345 AI時代に勝つ子・負ける子 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2018.8

1346 「教育」の経済学 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2016.1

1347 学校が危ない 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2015.1

1348 学校が壊れる 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2018.1

1349 大学が壊れる 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2018.5

1350 自衛隊は戦えるのか 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2017.7

1351 「脳」を知る 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2017.2

1352 ニッポン企業の底力!すごい現場、すごい場所 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2014.9

1353 ニッポンの工場見学 マニア聖地編 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2015.5

1354 ニッポンの工場見学 食品編 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2015.6

1355 ニッポンの工場見学 身近なモノ編 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2015.7

1356 日本のスゴい工場 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2014.8

1357 ゼネコン絶頂の裏側 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2018.6

1358 世界で戦うニッポンの鉄道 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2015.5

1359 トヨタ生存の条件 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2018.7

1360 ホンダ非常事態 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2015.4

1361 自動車成長神話の危機 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2016.11

1362 原発最後の選択 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2017.8

1363 パナソニック100年目の試練 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2018.4

1364 東芝解体 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2017.4

1365 電力の大問題 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2018.5

1366 怒涛の半導体&電池 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2018.1

1367 ロボット兵器が変える戦争 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2015.1

1368 中国語の基礎の基礎 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2014.8
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1369 グローバルビジネスは中学英語でイケル! 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2014.3

1370 最強の英語力 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2015.3

1371 フランチャイズ天国と地獄 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2017.7

1372 流通新大陸の覇者ZOZOTOWN 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2018.1

1373 終わらない物流危機 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2018.12

1374 物流が壊れる 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2017.5

1375 新幹線最前線 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2017.11

1376 BABYMETALという戦略 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2016.8

1377 新TOEIC完全対策 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2016.4

1378 速効英語 電子版 （週刊東洋経済eビジネス新書） 東洋経済新報社 2017.5

1379 日中印トライアングルの展望と可能性 （読売クオータリー選集） ペマ・ギャルポ 著 読売新聞東京本社 2013.11

1380 2大政党制と小選挙区制の行方 （読売クオータリー選集） 伊藤 俊行 著 読売新聞東京本社 2015.2

1381 同盟管理の要諦 （読売クオータリー選集） 伊藤 俊行 著 読売新聞東京本社 2014.6

1382 親密さ増すドイツと中国 （読売クオータリー選集） 三好 範英 著 読売新聞東京本社 2014.9

1383 日光の社寺 （Yomiuri Digital Shinsho） 山田 博文 著 読売新聞東京本社 2013.1

1384 「昭和天皇実録」は語る 昭和天皇実録取材班 著 読売新聞東京本社 2014.1

1385 長崎のキリシタン文化 （Yomiuri Digital Shinsho） 松下 宗之 著 読売新聞東京本社 2013.11

1386 シリア危機と国際協調 （読売クオータリー選集） 水口 章 著 読売新聞東京本社 2013.12

1387 シベリア抑留 （Yomiuri Digital Shinsho） 川上 大介 著 読売新聞東京本社 2015.1

1388 慢心できない国際学力調査の好成績 （読売クオータリー選集） 中西 茂 著 読売新聞東京本社 2014.4

1389 急増する教職大学院 （読売クオータリー選集） 中西 茂 著 読売新聞東京本社 2015.2

1390 インドは中国にどう「備え」ているか? （読売クオータリー選集） 長尾 賢 著 読売新聞東京本社 2014.1

1391 宮の夜のジャズ （Yomiuri Digital Shinsho） 読売新聞宇都宮支局 著 読売新聞東京本社 2014.1

1392 ジャパン・ニューズ記者のコレって英語で? 12 読売新聞英字新聞部 著 読売新聞東京本社 2013.1

1393 ジャパン・ニューズ記者のコレって英語で? 13 読売新聞英字新聞部 著 読売新聞東京本社 2014.2

1394 ジャパン・ニューズ記者のコレって英語で? 14 読売新聞英字新聞部 著 読売新聞東京本社 2014.9

1395 ジャパン・ニューズ記者のコレって英語で? 15 読売新聞英字新聞部 著 読売新聞東京本社 2015.5

1396 デイリー・ヨミウリ記者のコレって英語で? 1 読売新聞英字新聞部 著 読売新聞東京本社 2012.7

1397 デイリー・ヨミウリ記者のコレって英語で? 10 読売新聞英字新聞部 著 読売新聞東京本社 2013.7

1398 デイリー・ヨミウリ記者のコレって英語で? 11 読売新聞英字新聞部 著 読売新聞東京本社 2013.8

1399 デイリー・ヨミウリ記者のコレって英語で? 2 読売新聞英字新聞部 著 読売新聞東京本社 2012.7

1400 デイリー・ヨミウリ記者のコレって英語で? 3 読売新聞英字新聞部 著 読売新聞東京本社 2012.8

1401 デイリー・ヨミウリ記者のコレって英語で? 4 読売新聞英字新聞部 著 読売新聞東京本社 2012.8

1402 デイリー・ヨミウリ記者のコレって英語で? 5 読売新聞英字新聞部 著 読売新聞東京本社 2012.8

1403 デイリー・ヨミウリ記者のコレって英語で? 6 読売新聞英字新聞部 著 読売新聞東京本社 2012.8

1404 デイリー・ヨミウリ記者のコレって英語で? 7 読売新聞英字新聞部 著 読売新聞東京本社 2012.9

1405 デイリー・ヨミウリ記者のコレって英語で? 8 読売新聞英字新聞部 著 読売新聞東京本社 2012.9

1406 デイリー・ヨミウリ記者のコレって英語で? 9 読売新聞英字新聞部 著 読売新聞東京本社 2012.11
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1407 ふしぎ科学館 ネット・コンピューター 読売新聞科学部 著 読売新聞東京本社 2012.5

1408 ふしぎ科学館 宇宙 1 読売新聞科学部 著 読売新聞東京本社 2012.6

1409 ふしぎ科学館 宇宙 2 読売新聞科学部 著 読売新聞東京本社 2012.8

1410 ふしぎ科学館 地球・環境 1 読売新聞科学部 著 読売新聞東京本社 2013.2

1411 ふしぎ科学館 地球・環境 2 読売新聞科学部 著 読売新聞東京本社 2013.3

1412 ふしぎ科学館 生き物 1 読売新聞科学部 著 読売新聞東京本社 2012.11

1413 ふしぎ科学館 生き物 2 読売新聞科学部 著 読売新聞東京本社 2012.11

1414 ふしぎ科学館 人体・健康 1 読売新聞科学部 著 読売新聞東京本社 2012.8

1415 ふしぎ科学館 人体・健康 2 読売新聞科学部 著 読売新聞東京本社 2012.9

1416 ふしぎ科学館 ものづくり・しくみ 1 読売新聞科学部 著 読売新聞東京本社 2012.5

1417 ふしぎ科学館 ものづくり・しくみ 2 読売新聞科学部 著 読売新聞東京本社 2012.5

1418 点描 文楽の素顔 読売新聞大阪文化・生活部 著 読売新聞東京本社 2013.11

1419 関東大震災の記憶を首都防災に生かす （読売クオータリー選集） 堀井 宏悦 著 読売新聞東京本社 2015.2

1420 今、なぜ記録管理なのか=記録管理のパラダイムシフト （日外選書Fontana） 小谷 允志 著 日外アソシエーツ 2011

1421 文書管理・記録管理入門 （日外選書Fontana） 城下 直之 著 日外アソシエーツ 2010

1422 技術革新はどう行われてきたか （日外選書Fontana） 馬渕 浩一 著 日外アソシエーツ 2008

1423 装いのアーカイブズ （日外選書Fontana） 平井 紀子 著 日外アソシエーツ 2010

1424 図解眠れなくなるほど面白い建築の話 スタジオワーク 著 日本文芸社 2020.4

1425 図解眠れなくなるほど面白い般若心経 宮坂 宥洪 監修 日本文芸社 2020.3

1426 図解眠れなくなるほど面白い神道 渋谷 申博 著 日本文芸社 2020.5

1427 図解眠れなくなるほど面白い仏教 渋谷 申博 著 日本文芸社 2019.8

1428 図解眠れなくなるほど面白い数学の定理 小宮山 博仁 監修 日本文芸社 2018.5

1429 図解眠れなくなるほど面白い大人のための算数と数学 小宮山 博仁 監修 日本文芸社 2020.3

1430 図解眠れなくなるほど面白い自律神経の話 小林 弘幸 著 日本文芸社 2020.3

1431 図解眠れなくなるほど面白い三国志 澄田 夢久 著 日本文芸社 2019.8

1432 図解眠れなくなるほど面白い日本のしきたり 千葉 公慈 監修 日本文芸社 2020.5

1433 図解眠れなくなるほど面白い微分積分 大上 丈彦 監修 日本文芸社 2018.4

1434 現代ビジネス用語事典 池田 芳彦 監修 日本文芸社 2020.3

1435 図解眠れなくなるほど面白い宇宙の話 渡部 潤一 監修 日本文芸社 2018.3

1436 図解眠れなくなるほど面白い体脂肪の話 土田 隆 監修 日本文芸社 2019.9

1437 ドナルド・キーンわたしの日本語修行 ドナルド・キーン 著 白水社 2017.1

1438 日本語から考える!中国語の表現 永倉 百合子 著 白水社 2017.11

1439 日本語から考える!英語の表現 関山 健治 著 白水社 2017.11

1440 日本語から考える!フランス語の表現 佐藤 康 著 白水社 2017.11

1441 ランシエール （哲学の現代を読む） 市田 良彦 著 白水社 2013.12

1442 日本語から考える!ポルトガル語の表現 市之瀬 敦 著 白水社 2017.11

1443 職業別　パリ風俗 鹿島茂 白水社

1444 日本語から考える!ドイツ語の表現 清野 智昭 著 白水社 2017.11
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1445 日本語から考える!韓国語の表現 前田 真彦 著 白水社 2017.11

1446 日本語から考える!イタリア語の表現 大上 順一 著 白水社 2017.11

1447 丸山眞男と戦後日本の国体 池田 信夫 著 白水社 2018.8

1448 日本語から考える!スペイン語の表現 長谷川 信弥 著 白水社 2017.11

1449 バルト （哲学の現代を読む） 渡辺 諒 著 白水社 2013.12

1450 文在寅政権の末路【電子限定特典付き】 シンシアリー 扶桑社

1451 なぜ韓国人は借りたお金を返さないのか （扶桑社新書） シンシアリー 著 扶桑社 2020.3

1452 AI・ロボット開発、これが日本の勝利の法則 （扶桑社新書） 河 鐘基 著 扶桑社 2017.4

1453 禁断の江戸史〜教科書に載らない江戸の事件簿〜【電子限定特典付き】 河合敦 扶桑社

1454 驚きの地方創生「限界集落が超☆元気になった理由」 （扶桑社新書） 蒲田 正樹 著 扶桑社 2018.7

1455 驚きの地方創生「日本遺産・させぼの底力」 （扶桑社新書） 蒲田 正樹 著 扶桑社 2017.4

1456 朝鮮半島をめぐる歴史歪曲の舞台裏 韓流時代劇と朝鮮史の真実 宮脇淳子 扶桑社

1457 FACTを基に日本を正しく読み解く方法 高橋洋一 扶桑社

1458 日本国家の神髄 （扶桑社新書） 佐藤 優 著 扶桑社 2015

1459 天才とは努力を続けられる人のことであり、それには方法論がある。 （扶桑社新書） 山口 真由 著 扶桑社 2018.3

1460 最後のイタコ 松田広子 扶桑社

1461 amazonの絶対思考 星 健一 著 扶桑社 2019.11

1462 疑問だらけの幼保無償化 前屋毅 扶桑社

1463 憲法九条の「損」と「得」 太田光／中沢新一 扶桑社

1464 熊野から読み解く記紀神話 （扶桑社新書） 池田 雅之 編 扶桑社 2020.5

1465 「教育超格差大国」アメリカ （扶桑社新書） 津山 恵子 著 扶桑社 2016.3

1466 アメリカから<自由>が消える 増補版 （扶桑社新書） 堤 未果 著 扶桑社 2017.7

1467 道州制で日本はこう変わる （扶桑社新書） 田村 秀 著 扶桑社 2014.1

1468 神社ツーリズム （扶桑社新書） 東條 英利 著 扶桑社 2014.3

1469 維新を創った男西郷隆盛の実像 粒山 樹 著 扶桑社 2017.11

1470 日本体育大学教授がおしえる！　大人も知らない！？スポーツの実は…　スポーツが100倍楽しくなる事典 白旗和也 文響社

1471 平家物語の女性たち （文春ウェブ文庫） 永井 路子 著 文藝春秋 2011.11

1472 F1走る魂 （文春ウェブ文庫） 海老沢 泰久 著 文藝春秋 2002.9

1473 勝つための論文の書き方 （文春ウェブ文庫） 鹿島 茂 著 文藝春秋 2004.6

1474 生きる悪知恵 （文春ウェブ文庫） 西原 理恵子 著 文藝春秋 2012.11

1475 妖怪と歩く （文春ウェブ文庫） 足立 倫行 著 文藝春秋 2004.11

1476 この日本で生きる君が知っておくべき「戦後史の学び方」 （池上彰教授の東工大講義） 池上 彰 著 文藝春秋 2015.7

1477 この社会で戦う君に「知の世界地図」をあげよう （池上彰教授の東工大講義） 池上 彰 著 文藝春秋 2012.11

1478 池上彰のニュースから未来が見える （文春ウェブ文庫） 池上 彰 著 文藝春秋 2013.6

1479 鬼平犯科帳の世界 （文春文庫） 池波 正太郎 編 文藝春秋 2013.7

1480 満州国皇帝の秘録 （文春ウェブ文庫） 中田 整一 著 文藝春秋 2013.2

1481 「古事記」の真実 長部 日出雄 著 文藝春秋 2015.6

1482 街場のアメリカ論 内田 樹 著 文藝春秋 2013.9
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1483 ノモンハンの夏 （文春ウェブ文庫） 半藤 一利 著 文藝春秋 2002.11

1484 昭和史裁判 半藤 一利 著 文藝春秋 2014.4

1485 <真珠湾>の日 半藤 一利 著 文藝春秋 2014.4

1486 ソ連が満洲に侵攻した夏 半藤 一利 著 文藝春秋 2014.4

1487 聖断 （文春ウェブ文庫） 半藤 一利 著 文藝春秋 2002.2

1488 日本のいちばん長い日 決定版 第2版 （文春ウェブ文庫） 半藤 一利 著 文藝春秋 2002.11

1489 日本国憲法の二〇〇日 半藤 一利 著 文藝春秋 2014.4

1490 ヘッジファンド （文春ウェブ文庫） 浜田 和幸 著 文藝春秋 2004.11

1491 「従軍慰安婦」朝日新聞vs.文藝春秋 （文春新書） 文藝春秋 編 文藝春秋 2014.1

1492 プルードン・セレクション （平凡社ライブラリー） P.‐J.Proudhon 著 平凡社 2009.5

1493 思考と動き 電子書籍版 （平凡社ライブラリー） アンリ・ベルクソン 著 平凡社 2015.9

1494 精神のエネルギー 電子書籍版 （平凡社ライブラリー） アンリ・ベルクソン 著 平凡社 2015.9

1495 フッサール・セレクション （平凡社ライブラリー） エトムント・フッサール 著 平凡社 2009.1

1496 ニーチェ 1 美と永遠回帰 （平凡社ライブラリー） マルティン・ハイデッガー 著 平凡社 1997.1

1497 ニーチェ 2 ヨーロッパのニヒリズム （平凡社ライブラリー） マルティン・ハイデッガー 著 平凡社 1997.2

1498 三国志談義 安野 光雅 著 平凡社 2009.6

1499 江戸の砲術師たち （平凡社新書） 宇田川 武久 著 平凡社 2010.2

1500 真説鉄砲伝来 （平凡社新書） 宇田川 武久 著 平凡社 2006.1

1501 経済指標はこう読む （平凡社新書） 永濱 利廣 著 平凡社 2011

1502 イギリス肉食革命 電子書籍版 （平凡社新書） 越智 敏之 著 平凡社 2018.3

1503 榎本武揚シベリア日記 電子書籍版 （平凡社ライブラリー） 榎本 武揚 著 平凡社 2015.9

1504 まるわかり政治語事典 （平凡社新書） 塩田 潮 著 平凡社 2011.6

1505 日本の15大財閥 （平凡社新書） 菊地 浩之 著 平凡社 2009.2

1506 日本の地方財閥30家 （平凡社新書） 菊地 浩之 著 平凡社 2012.2

1507 オホーツクの古代史 （平凡社新書） 菊池 俊彦 著 平凡社 2009.1

1508 超常現象の心理学 （平凡社新書） 菊池 聡 著 平凡社 1999.12

1509 天皇陵と近代 電子書籍版 （ブックレット<書物をひらく>） 宮間 純一 著 平凡社 2018.5

1510 和本入門 橋口 侯之介 著 平凡社 2005.1

1511 和本入門 続 江戸の本屋と本づくり 橋口 侯之介 著 平凡社 2007.1

1512 事件論 （平凡社新書） 芹沢 俊介 著 平凡社 2001.5

1513 変えよう!日本の学校システム 古山 明男 著 平凡社 2006.6

1514 平家物語、史と説話 電子書籍版 （平凡社ライブラリー） 五味 文彦 著 平凡社

1515 子供誌 （平凡社ライブラリー） 高田 宏 著 平凡社 1999.2

1516 古語雑談 電子書籍版 （平凡社ライブラリー） 佐竹 昭広 著 平凡社 2015.9

1517 ルポ出所者の現実 （平凡社新書） 斎藤 充功 著 平凡社 2010.11

1518 赤ちゃんは世界をどう見ているのか （平凡社新書） 山口 真美 著 平凡社 2006.5

1519 普遍論争 （平凡社ライブラリー） 山内 志朗 著 平凡社 2008.1

1520 楽園考古学+南海文明グランドクルーズ 電子書籍版 （平凡社ライブラリー） 篠遠 喜彦 著 平凡社 2013.6
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1521 現代語訳渋沢栄一自伝 （平凡社新書） 渋沢 栄一 著 平凡社 2012.2

1522 物語日本の女帝 （平凡社新書） 小石 房子 著 平凡社 2006.6

1523 犯罪者の自伝を読む （平凡社新書） 小倉 孝誠 著 平凡社 2010.9

1524 サンデルの政治哲学 （平凡社新書） 小林 正弥 著 平凡社 2010.12

1525 絵本でほどいてゆく不思議 松井 るり子 著 平凡社 2007.7

1526 現代イタリアの思想をよむ 電子書籍版 （平凡社ライブラリー） 上村 忠男 著 平凡社 2015.9

1527 江戸の科学者 電子書籍版 （平凡社新書） 新戸 雅章 著 平凡社 2018.4

1528 義経伝説と日本人 （平凡社新書） 森村 宗冬 著 平凡社 2005.2

1529 光州事件で読む現代韓国 増補 真鍋 祐子 著 平凡社 2010.6

1530 インド財閥のすべて （平凡社新書） 須貝 信一 著 平凡社 2011.9

1531 イスラームの善と悪 （平凡社新書） 水谷 周 著 平凡社 2012.5

1532 ベートーヴェンの生涯 電子書籍版 （平凡社ライブラリー） 青木 やよひ 著 平凡社 2018.5

1533 碁打ち・将棋指しの誕生 （平凡社ライブラリー） 増川 宏一 著 平凡社 1995.1

1534 装丁探索 大貫 伸樹 著 平凡社 2003.8

1535 スキャンダル戦後美術史 （平凡社新書） 大宮 知信 著 平凡社 2006.1

1536 大森荘蔵セレクション 電子書籍版 （平凡社ライブラリー） 大森 荘蔵 著 平凡社

1537 クワイン （平凡社ライブラリー） 丹治 信春 著 平凡社 2009.1

1538 眼はなにを見ているか （平凡社・自然叢書） 池田 光男 著 平凡社 1988.8

1539 四書五経入門 （平凡社ライブラリー） 竹内 照夫 著 平凡社 2000.1

1540 幻の東京赤煉瓦駅 （平凡社新書） 中西 隆紀 著 平凡社 2006.8

1541 明治犯科帳 （平凡社新書） 中嶋 繁雄 著 平凡社 2000.9

1542 学歴の社会史 （平凡社ライブラリー） 天野 郁夫 著 平凡社 2005.1

1543 試験の社会史 増補 （平凡社ライブラリー） 天野 郁夫 著 平凡社 2007.2

1544 江戸のことわざ遊び （平凡社新書） 南 和男 著 平凡社 2010.8

1545 南方熊楠 電子書籍版 （STANDARD BOOKS） 南方 熊楠 著 平凡社 2018.4

1546 世界の国名地名うんちく大全 （平凡社新書） 八幡 和郎 著 平凡社 2010.12

1547 昭和史 （平凡社ライブラリー） 半藤 一利 著 平凡社 2009

1548 世界史のなかの昭和史 半藤 一利 著 平凡社 2018.2

1549 本好きのためのウォーキング入門 （平凡社新書） 武村 岳男 著 平凡社 2012.4

1550 昭和史の一級史料を読む （平凡社新書） 保阪 正康 著 平凡社 2008.5

1551 昭和史の深層 （平凡社新書） 保阪 正康 著 平凡社 2010.5

1552 原発推進者の無念 （平凡社新書） 北村 俊郎 著 平凡社 2011.1

1553 古事記の宇宙論 （平凡社新書） 北沢 方邦 著 平凡社 2004.11

1554 マックス・ウェーバー入門 （平凡社新書） 牧野 雅彦 著 平凡社 2006.2

1555 雨の降る日は考える日にしよう （<絵本は人生に三度>手帖） 柳田 邦男 著 平凡社 2011.3

1556 夏の日の思い出は心のゆりかご （<絵本は人生に三度>手帖） 柳田 邦男 著 平凡社 2011.4

1557 大人が絵本に涙する時 柳田 邦男 著 平凡社 2006.11

1558 悲しみの涙は明日を生きる道しるべ （<絵本は人生に三度>手帖） 柳田 邦男 著 平凡社 2011.7

41 / 42 ページ



國學院大學電子図書館(LibrariE)図書リスト 令和3年5月現在

No. 資料名 著者名 出版者 出版年月

1559 戦国15大合戦の真相 （平凡社新書） 鈴木 真哉 著 平凡社 2003.8

1560 刀と首取り （平凡社新書） 鈴木 真哉 著 平凡社 2000.3

1561 熊野と神楽 電子書籍版 （ブックレット<書物をひらく>） 鈴木 正崇 著 平凡社 2018.5

1562 <負け組>の戦国史 （平凡社新書） 鈴木 眞哉 著 平凡社 2007.9

1563 戦国史の怪しい人たち （平凡社新書） 鈴木 眞哉 著 平凡社 2008.5

1564 心理学・入門 改訂版 電子書籍EPUB版 （有斐閣アルマ） サトウ タツヤ 著 有斐閣 2019.11

1565 ひたすら読むエコノミクス 電子書籍EPUB版 伊藤 秀史 著 有斐閣 2018.1

1566 社会学はどこから来てどこへ行くのか 電子書籍EPUB版 岸 政彦 著 有斐閣 2018.11

1567 質的社会調査の方法 電子書籍EPUB版 （有斐閣ストゥディア） 岸 政彦 著 有斐閣 2017.1

1568 社会的排除 電子書籍EPUB版 （有斐閣Insight） 岩田 正美 著 有斐閣 2015.3

1569 福祉政治 電子書籍EPUB版 （有斐閣Insight） 宮本 太郎 著 有斐閣 2015.3

1570 大学生の学び・入門 電子書籍EPUB版 （有斐閣アルマ） 溝上 慎一 著 有斐閣 2015.3

1571 わかりやすいマーケティング戦略 新版 電子書籍EPUB版 （有斐閣アルマ） 沼上 幹 著 有斐閣 2015.3

1572 21世紀中小企業論 第3版 電子書籍EPUB版 （有斐閣アルマ） 渡辺 幸男 著 有斐閣 2014.5
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