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「ＮｅｔＬｉｂｒａｒｙ」コンテンツ一覧              （平成 29年 3月 23日現在） 

 

日本語コンテンツ 

タイトル 出版社 

0 総記   

明治文化全集 第１巻 皇室篇 日本評論社 

明治文化全集 第２巻 正史篇 上巻 日本評論社 

明治文化全集 第３巻 正史篇 下巻 日本評論社 

明治文化全集 第４巻 憲政篇 日本評論社 

明治文化全集 第５巻 自由民権篇 上巻 日本評論社 

明治文化全集 第６巻 自由民権篇 下巻 日本評論社 

明治文化全集 第７巻 外交篇 日本評論社 

明治文化全集 第８巻 政治篇 日本評論社 

明治文化全集 第９巻 法律篇 日本評論社 

明治文化全集 第１０巻 経済篇 日本評論社 

明治文化全集 第１１巻 教育篇 日本評論社 

明治文化全集 第１２巻 宗教篇 日本評論社 

明治文化全集 第１３巻 文学芸術篇 日本評論社 

明治文化全集 第１４巻 時事小説篇 日本評論社 

明治文化全集 第１５巻 翻訳文芸篇 日本評論社 

明治文化全集 第１６巻 思想篇 日本評論社 

明治文化全集 第１７巻 外国文化篇 日本評論社 

明治文化全集 第１８巻 新聞篇 日本評論社 

明治文化全集 第１９巻 雑誌篇 日本評論社 

明治文化全集 第２０巻 風俗篇 日本評論社 

明治文化全集 第２１巻 文明開化篇 日本評論社 

明治文化全集 第２２巻 社会篇 上巻 日本評論社 

明治文化全集 第２３巻 社会篇 下巻 日本評論社 

明治文化全集 第２４巻 雑史篇 日本評論社 

明治文化全集 第２５巻 軍事篇・交通篇 日本評論社 

明治文化全集 第２６巻 科学篇 日本評論社 

明治文化全集 第２７巻 婦人問題篇 日本評論社 

明治文化全集 第２８巻 農工篇 日本評論社 

明治文化全集 別巻 明治事物起源 日本評論社 

戦前期『サンデー毎日』総目次 上 ゆまに書房 

戦前期『サンデー毎日』総目次 中 ゆまに書房 

戦前期『サンデー毎日』総目次 下 ゆまに書房 
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タイトル 出版社 

戦前期『週刊朝日』総目次 上 ゆまに書房 

戦前期『週刊朝日』総目次 中 ゆまに書房 

戦前期『週刊朝日』総目次 下 ゆまに書房 

戦前期『少年倶楽部・少年クラブ』総目次 上 創刊号〜第１９巻第１２号 ゆまに書房 

戦前期『少年倶楽部・少年クラブ』総目次 中 第２０巻第１号〜第３６巻第１２号 ゆまに書房 

戦前期『少年倶楽部・少年クラブ』総目次 下 第３７巻第１号〜第４９巻第１２号 ゆまに書房 

戦前期『少女倶楽部・少女クラブ』総目次 上 創刊号〜第１８巻第１２号 ゆまに書房 

戦前期『少女倶楽部・少女クラブ』総目次 下 第１９巻第１号〜第４０巻第１４号 ゆまに書房 

東北大学附属図書館工学分館“東日本大震災”外史～忘れないこと、伝えたいこと～ 
ヒロエンタープ

ライズ 

新聞は大震災を正しく伝えたか：学生たちの紙面分析 〈早稲田大学ブックレット「震災

後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

ジャーナリズムの＜いま＞を問う：早稲田ジャーナリズム大賞パネルディスカッションよ

り 〈早稲田大学ブックレット「震災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

石橋湛山全集 第一巻 東洋経済新報社 

石橋湛山全集 第二巻 東洋経済新報社 

石橋湛山全集 第三巻 東洋経済新報社 

石橋湛山全集 第四巻 東洋経済新報社 

石橋湛山全集 第五巻 東洋経済新報社 

石橋湛山全集 第六巻 東洋経済新報社 

1 哲学   

「日常」の回復：江戸儒学の「仁」の思想に学ぶ 〈早稲田大学ブックレット「震災後」

に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

2 歴史   

『国史大系』１上 日本書紀（前） 吉川弘文館 

『国史大系』１下 日本書紀（後） 吉川弘文館 

『国史大系』２ 続日本紀 吉川弘文館 

『国史大系』３ 日本後紀・続日本後紀・日本文徳天皇実録 吉川弘文館 

『国史大系』４ 日本三代実録 吉川弘文館 

『国史大系』５ 類聚国史（前） 吉川弘文館 

『国史大系』６ 類聚国史（後） 吉川弘文館 

『国史大系』７ 古事記・先代旧事本紀・神道五部書 吉川弘文館 

『国史大系』８ 日本書紀私記・釈日本紀・日本逸史 吉川弘文館 

『国史大系』９ 本朝世紀 吉川弘文館 

『国史大系』１０ 日本紀略（前） 吉川弘文館 
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タイトル 出版社 

『国史大系』１１ 日本紀略（後）・百錬抄 吉川弘文館 

『国史大系』１２ 扶桑略記・帝王編年記 吉川弘文館 

『国史大系』１３ 続史愚抄（前） 吉川弘文館 

『国史大系』１４ 続史愚抄（中） 吉川弘文館 

『国史大系』１５ 続史愚抄（後） 吉川弘文館 

『国史大系』１６ 今昔物語集（天竺・震旦） 吉川弘文館 

『国史大系』１７ 今昔物語集（本朝） 吉川弘文館 

『国史大系』１８ 宇治拾遺物語・古事談・十訓抄 吉川弘文館 

『国史大系』１９ 古今著聞文集・愚管抄 吉川弘文館 

『国史大系』２０ 栄花物語 吉川弘文館 

『国史大系』２１上 水鏡・大鏡 吉川弘文館 

『国史大系』２１下 今鏡・増鏡 吉川弘文館 

『国史大系』２２ 律・令義解 吉川弘文館 

『国史大系』２３ 令集解（前） 吉川弘文館 

『国史大系』２４ 令集解（後） 吉川弘文館 

『国史大系』２５ 類聚三代格・弘仁格抄 吉川弘文館 

『国史大系』２６ 延喜式・延暦交替式・他 吉川弘文館 

『国史大系』２７ 新抄格勅符抄・法曹類林・他 吉川弘文館 

『国史大系』２８ 政事要略 吉川弘文館 

『国史大系』２９上 朝野群載 吉川弘文館 

『国史大系』２９下 本朝文粋・本朝続文粋 吉川弘文館 

『国史大系』３０ 本朝文集 吉川弘文館 

『国史大系』３１ 日本高僧伝要文抄・元亨釈書 吉川弘文館 

『国史大系』３２ 吾妻鏡（前） 吉川弘文館 

『国史大系』３３ 吾妻鏡（後） 吉川弘文館 

『国史大系』３４ 後鏡（１） 吉川弘文館 

『国史大系』３５ 後鏡（２） 吉川弘文館 

『国史大系』３６ 後鏡（３） 吉川弘文館 

『国史大系』３７ 後鏡（４） 吉川弘文館 

『国史大系』３８ 徳川実紀（１） 吉川弘文館 

『国史大系』３９ 徳川実紀（２） 吉川弘文館 

『国史大系』４０ 徳川実紀（３） 吉川弘文館 

『国史大系』４１ 徳川実紀（４） 吉川弘文館 

『国史大系』４２ 徳川実紀（５） 吉川弘文館 

『国史大系』４３ 徳川実紀（６） 吉川弘文館 

『国史大系』４４ 徳川実紀（７） 吉川弘文館 
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タイトル 出版社 

『国史大系』４５ 徳川実紀（８） 吉川弘文館 

『国史大系』４６ 徳川実紀（９） 吉川弘文館 

『国史大系』４７ 徳川実紀（１０） 吉川弘文館 

『国史大系』４８ 続徳川実紀（１） 吉川弘文館 

『国史大系』４９ 続徳川実紀（２） 吉川弘文館 

『国史大系』５０ 続徳川実紀（３） 吉川弘文館 

『国史大系』５１ 続徳川実紀（４） 吉川弘文館 

『国史大系』５２ 続徳川実紀（５） 吉川弘文館 

『国史大系』５３ 公卿補任（１） 吉川弘文館 

『国史大系』５４ 公卿補任（２） 吉川弘文館 

『国史大系』５５ 公卿補任（３） 吉川弘文館 

『国史大系』５６ 公卿補任（４） 吉川弘文館 

『国史大系』５７ 公卿補任（５） 吉川弘文館 

『国史大系』５８ 尊卑分脉（１） 吉川弘文館 

『国史大系』５９ 尊卑分脉（２） 吉川弘文館 

『国史大系』６０上 尊卑分脉（３） 吉川弘文館 

『国史大系』６０下 尊卑分脉（４） 吉川弘文館 

『国史大系』別１ 公卿補任索引 吉川弘文館 

『国史大系』別２ 尊卑分脉索引 吉川弘文館 

『六国史索引』１ 日本書紀索引 吉川弘文館 

『六国史索引』２ 続日本紀索引 吉川弘文館 

『六国史索引』３ 日本後紀・続日本後紀・日本文徳天皇実録索引 吉川弘文館 

『六国史索引』４ 日本三代実録索引 吉川弘文館 

『徳川実紀索引』人名篇 吉川弘文館 

『徳川実紀索引』幕末篇 吉川弘文館 

『徳川実紀事項索引』上 吉川弘文館 

『徳川実紀事項索引』下 吉川弘文館 

『大久保利謙歴史著作集』１ 明治維新の政治過程 吉川弘文館 

『大久保利謙歴史著作集』２ 明治国家の形成 吉川弘文館 

『大久保利謙歴史著作集』３ 華族制の創出 吉川弘文館 

『大久保利謙歴史著作集』４ 明治維新と教育 吉川弘文館 

『大久保利謙歴史著作集』５ 幕末維新の洋学 吉川弘文館 

『大久保利謙歴史著作集』６ 明治の思想と文化 吉川弘文館 

『大久保利謙歴史著作集』７ 日本近代史学の成立 吉川弘文館 

『大久保利謙歴史著作集』８ 明治維新の人物像 吉川弘文館 

現代史資料 １ ゾルゲ事件（１） みすず書房 
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タイトル 出版社 

現代史資料 ２ ゾルゲ事件（２） みすず書房 

現代史資料 ３ ゾルゲ事件（３） みすず書房 

現代史資料 ４ 国家主義運動（１）  みすず書房 

現代史資料 ５ 国家主義運動（２） みすず書房 

現代史資料 ６ 関東大震災と朝鮮人 みすず書房 

現代史資料 ７ 満洲事変 みすず書房 

現代史資料 ８ 日中戦争（１） みすず書房 

現代史資料 ９ 日中戦争（２） みすず書房 

現代史資料 １０ 日中戦争（３） みすず書房 

現代史資料 １１ 続・満洲事変 みすず書房 

現代史資料 １２ 日中戦争（４） みすず書房 

現代史資料 １３ 日中戦争（５） みすず書房 

現代史資料 １４ 社会主義運動（１） みすず書房 

現代史資料 １５ 社会主義運動（２） みすず書房 

現代史資料 １６ 社会主義運動（３） みすず書房 

現代史資料 １７ 社会主義運動（４） みすず書房 

現代史資料 １８ 社会主義運動（５） みすず書房 

現代史資料 １９ 社会主義運動（６） みすず書房 

現代史資料 ２０ 社会主義運動（７） みすず書房 

現代史資料 ２１ 台湾（１） みすず書房 

現代史資料 ２２ 台湾（２） みすず書房 

現代史資料 ２３ 国家主義運動（３） みすず書房 

現代史資料 ２４ ゾルゲ事件（４） みすず書房 

現代史資料 ２５ 朝鮮 １ 三・一運動（１） みすず書房 

現代史資料 ２６ 朝鮮 ２ 三・一運動（２） みすず書房 

現代史資料 ２７ 朝鮮 ３ 独立運動（１） みすず書房 

現代史資料 ２８ 朝鮮 ４ 独立運動（２） みすず書房 

現代史資料 ２９ 朝鮮 ５ 共産主義運動（１） みすず書房 

現代史資料 ３０ 朝鮮 ６ 共産主義運動（２）・抗日パルチザン みすず書房 

現代史資料 ３１ 満鉄（１） みすず書房 

現代史資料 ３２ 満鉄（２） みすず書房 

現代史資料 ３３ 満鉄（３） みすず書房 

現代史資料 ３４ 太平洋戦争（１） みすず書房 

現代史資料 ３５ 太平洋戦争（２） みすず書房 

現代史資料 ３６ 太平洋戦争（３） みすず書房 

現代史資料 ３７ 大本営 みすず書房 
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現代史資料 ３８ 太平洋戦争（４） みすず書房 

現代史資料 ３９ 太平洋戦争（５） みすず書房 

現代史資料 ４０ マス・メディア統制（１） みすず書房 

現代史資料 ４１ マス・メディア統制（２） みすず書房 

現代史資料 ４２ 思想統制 みすず書房 

現代史資料 ４３ 国家総動員（１） 経済 みすず書房 

現代史資料 ４４ 国家総動員（２） 政治 みすず書房 

現代史資料 ４５ 治安維持法 みすず書房 

続・現代史資料 １ 社会主義沿革（１） みすず書房 

続・現代史資料 ２ 社会主義沿革（２） みすず書房 

続・現代史資料 ３ アナーキズム みすず書房 

続・現代史資料 ４ 陸軍 畑俊六日誌 みすず書房 

続・現代史資料 ５ 海軍 加藤寛治日記 みすず書房 

続・現代史資料 ６ 軍事警察 みすず書房 

続・現代史資料 ７ 特高と思想検事 みすず書房 

続・現代史資料 ８ 教育 御真影と教育勅語（１） みすず書房 

続・現代史資料 ９ 教育 御真影と教育勅語（２） みすず書房 

続・現代史資料 １０ 教育 御真影と教育勅語（３） みすず書房 

続・現代史資料 １１ 占領地通貨工作 みすず書房 

続・現代史資料 １２ 阿片問題 みすず書房 

現代史資料 別 索引 みすず書房 

公爵桂太郎伝 乾 原書房 

公爵桂太郎伝 坤 原書房 

伯爵山本権兵衛伝 上 原書房 

伯爵山本権兵衛伝 下 原書房 

公爵山県有朋伝 上 原書房 

公爵山県有朋伝 中 原書房 

公爵山県有朋伝 下 原書房 

伊藤博文伝 上 原書房 

伊藤博文伝 中 原書房 

伊藤博文伝 下 原書房 

犬養木堂伝 上 原書房 

犬養木堂伝 中 原書房 

犬養木堂伝 下 原書房 

加藤高明 上 原書房 

加藤高明 下 原書房 



7 

 

タイトル 出版社 

大隈重信関係文書 １ みすず書房 

大隈重信関係文書 ２ みすず書房 

大隈重信関係文書 ３ みすず書房 

大隈重信関係文書 ４ みすず書房 

大隈重信関係文書 ５ みすず書房 

大隈重信関係文書 ６ みすず書房 

大隈重信関係文書 ７ みすず書房 

大隈重信関係文書 ８ みすず書房 

大隈重信関係文書 ９ みすず書房 

大隈重信関係文書 １０ みすず書房 

大隈重信関係文書 １１ みすず書房 

山縣有朋関係文書  第１巻 山川出版社 

山縣有朋関係文書  第２巻 山川出版社 

山縣有朋関係文書  第３巻 山川出版社 

原敬日記 第１巻 官界・言論人 福村出版 

原敬日記 第２巻 政界進出 福村出版 

原敬日記 第３巻 内務大臣 福村出版 

原敬日記 第４巻 総裁就任 福村出版 

原敬日記 第５巻 首相時代 福村出版 

原敬日記 第６巻 総索引・関係資料 福村出版 

昭和初期の天皇と宮中──侍従次長河井弥八日記 第１巻 １９２６～２７年（大正１５

年～昭和２年） 
岩波書店 

昭和初期の天皇と宮中──侍従次長河井弥八日記 第２巻 １９２８年（昭和３年） 岩波書店 

昭和初期の天皇と宮中──侍従次長河井弥八日記 第３巻 １９２９年（昭和４年） 岩波書店 

昭和初期の天皇と宮中──侍従次長河井弥八日記 第４巻 １９３０年（昭和５年） 岩波書店 

昭和初期の天皇と宮中──侍従次長河井弥八日記 第５巻 １９３１年（昭和６年） 岩波書店 

昭和初期の天皇と宮中──侍従次長河井弥八日記 第６巻 １９３２年（昭和７年）・関

連資料・索引 
岩波書店 

卜部亮吾侍従日記 第１巻 昭和４５年～５９年 朝日新聞出版 

卜部亮吾侍従日記 第２巻 昭和６０年～６１年 朝日新聞出版 

卜部亮吾侍従日記 第３巻 昭和６２年～６３年 朝日新聞出版 

卜部亮吾侍従日記 第４巻 昭和６４年～平成２年 朝日新聞出版 

卜部亮吾侍従日記 第５巻 平成３年～１４年 朝日新聞出版 

天災と復興の日本史 東洋経済新報社 

関東大震災を歩く：現代に生きる災害の記憶 吉川弘文館 
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タイトル 出版社 

3 社会科学   

原敬全集 上 原書房 

原敬全集 下 原書房 

日本陸軍とアジア政策 陸軍大将宇都宮太郎日記 第１巻 岩波書店 

日本陸軍とアジア政策 陸軍大将宇都宮太郎日記 第２巻 岩波書店 

日本陸軍とアジア政策 陸軍大将宇都宮太郎日記 第３巻 岩波書店 

宇垣一成日記 １ みすず書房 

宇垣一成日記 ２ みすず書房 

宇垣一成日記 ３ みすず書房 

長期経済統計 １ 国民取得 東洋経済新報社 

長期経済統計 ２ 労働力 東洋経済新報社 

長期経済統計 ３ 資本ストック 東洋経済新報社 

長期経済統計 ４ 資本形成 東洋経済新報社 

長期経済統計 ５ 貯蓄と通貨 東洋経済新報社 

長期経済統計 ６ 個人消費支出 東洋経済新報社 

長期経済統計 ７ 財政支出 東洋経済新報社 

長期経済統計 ８ 物価 東洋経済新報社 

長期経済統計 ９ 農林業 東洋経済新報社 

長期経済統計 １０ 鉱工業 東洋経済新報社 

長期経済統計 １１ 繊維工業 東洋経済新報社 

長期経済統計 １２ 鉄道と電力 東洋経済新報社 

長期経済統計 １３ 地域経済統計 東洋経済新報社 

長期経済統計 １４ 貿易と国際収支 東洋経済新報社 

昭和財政史－終戦から講和まで １巻 総説・賠償・終戦処理 東洋経済新報社 

昭和財政史－終戦から講和まで ２巻 独占禁止 東洋経済新報社 

昭和財政史－終戦から講和まで ３巻 アメリカの対日占領政策 東洋経済新報社 

昭和財政史－終戦から講和まで ４巻 財政制度・財政機関 東洋経済新報社 

昭和財政史－終戦から講和まで ５巻 歳計（１） 東洋経済新報社 

昭和財政史－終戦から講和まで ６巻 歳計（２）政府関係機関・関税 東洋経済新報社 

昭和財政史－終戦から講和まで ７巻 租税（１） 東洋経済新報社 

昭和財政史－終戦から講和まで ８巻 租税（２）・税務行政 東洋経済新報社 

昭和財政史－終戦から講和まで ９巻 国有財産・造幣・印刷・専売 東洋経済新報社 

昭和財政史－終戦から講和まで １０巻 国庫制度国庫収支・物価・給与・資金運用部資

金 
東洋経済新報社 

昭和財政史－終戦から講和まで １１巻 政府債務 東洋経済新報社 

昭和財政史－終戦から講和まで １２巻 金融（１） 東洋経済新報社 



9 

 

タイトル 出版社 

昭和財政史－終戦から講和まで １３巻 金融（２）・企業財務・見返資金 東洋経済新報社 

昭和財政史－終戦から講和まで １４巻 保険・証券 東洋経済新報社 

昭和財政史－終戦から講和まで １５巻 国際金融・貿易 東洋経済新報社 

昭和財政史－終戦から講和まで １６巻 地方財政 東洋経済新報社 

昭和財政史－終戦から講和まで １７巻 資料（１） 東洋経済新報社 

昭和財政史－終戦から講和まで １８巻 資料（２） 東洋経済新報社 

昭和財政史－終戦から講和まで １９巻 統計 東洋経済新報社 

昭和財政史－終戦から講和まで ２０巻 英文資料 東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期） 第１巻 総説 東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期） 第２巻 財政―政策及び制度 東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期） 第３巻 予算（１） 東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期） 第４巻 予算（２） 東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期） 第５巻 特別会計・政府関係機関・国

有財産 
東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期） 第６巻 租税 東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期） 第７巻 国債 東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期） 第８巻 財政投融資 東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期） 第９巻 金融（１）概観・金融政策 東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期） 第１０巻 金融（２）金融行政・保険・

証券 
東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期） 第１１巻 国際金融・対外関係事項（１） 東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期） 第１２巻 国際金融・対外関係事項（２） 東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期） 第１３巻 資料（１）総括・制度・機

構・人事 
東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期） 第１４巻 資料（２）予算  東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期） 第１５巻 資料（３）租税・国債  東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期） 第１６巻 資料（４）特別会計・政府

関係機関財政投融資・国有財産 
東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期） 第１７巻 資料（５）金融  東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期） 第１８巻 資料（６）国際金融・対外

関係事項 
東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期） 第１９巻 統計 東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和２７－４８年度（高度成長期） 第２０巻 年表・索引 東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和４９－６３年度 第１巻 総説・財政会計制度 東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和４９－６３年度 第２巻 財政制度・予算 東洋経済新報社 
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タイトル 出版社 

昭和財政史－昭和４９－６３年度 第３巻 特別会計・政府関係機関・国有財産 東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和４９－６３年度 第４巻 租税 東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和４９－６３年度 第５巻 国債・財政投融資 東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和４９－６３年度 第６巻 金融 東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和４９－６３年度 第７巻 国際金融・対外関係事項・関税行政 東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和４９－６３年度 第８巻 財政政策・財政制度・予算・特別会計 東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和４９－６３年度 第９巻 租税・国債 東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和４９－６３年度 第１０巻 財政投融資・金融 東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和４９－６３年度 第１１巻 国際金融・対外関係事項・関税行政 東洋経済新報社 

昭和財政史－昭和４９－６３年度 第１２巻 統計・機構・人事・年表・索引 東洋経済新報社 

津軽の民話 未來社 

岩手の民話 未來社 

出羽の民話 未來社 

秋田の民話 未來社 

福島の民話 第一集 未來社 

宮城の民話 未來社 

福島の民話 第二集 未來社 

別巻１ みちのくの民話 未來社 

別巻２ みちのくの長者たち 未來社 

別巻３ みちのくの和尚たち 未來社 

別巻４ みちのくの百姓たち 未來社 

大阪の民話 未來社 

甲斐の民話 未來社 

佐渡の民話 第一集 未來社 

神奈川の民話 未來社 

上州の民話 第一集 未來社 

加賀・能登の民話 第一集 未來社 

安芸・備後の民話 第一集 未來社 

安芸・備後の民話 第二集 未來社 

兵庫の民話 未來社 

房総の民話 未來社 

肥後の民話 未來社 

薩摩・大隈の民話 未來社 

周防・長門の民話 第一集 未來社 

福岡の民話 第一集 未來社 

伊勢・志摩の民話 未來社 
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栃木の民話 第一集 未來社 

種子島の民話 第一集 未來社 

種子島の民話 第二集 未來社 

越中の民話 第一集 未來社 

岡山の民話 未來社 

屋久島の民話 第一集 未來社 

屋久島の民話 第二集 未來社 

栃木の民話 第二集 未來社 

八丈島の民話 未來社 

京都の民話 未來社 

日向の民話 第二集 未來社 

若狭・越前の民話 第一集 未來社 

阿波の民話 第二集 未來社 

周防・長門の民話 第二集 未來社 

天草の民話 未來社 

長崎の民話 未來社 

大分の民話 第一集 未來社 

遠江・駿河の民話 未來社 

美濃の民話 第一集 未來社 

福岡の民話 第二集 未來社 

土佐の民話 第一集 未來社 

土佐の民話 第二集 未來社 

越中の民話 第ニ集 未來社 

紀州の民話 未來社 

埼玉の民話 未來社 

加賀・能登の民話 第二集 未來社 

大分の民話 第二集 未來社 

佐賀の民話 第一集 未來社 

鳥取の民話 未來社 

茨城の民話 第一集 未來社 

美濃の民話 第二集 未來社 

上州の民話 第二集 未來社 

三河の民話 未來社 

尾張の民話 未來社 

石見の民話 第一集 未來社 

石見の民話 第二集 未來社 
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タイトル 出版社 

佐渡の民話 第二集 未來社 

越後の民話 第二集 未來社 

佐賀の民話 第二集 未來社 

茨城の民話 第二集 未來社 

若狭・越前の民話 第二集 未來社 

近江の民話 未來社 

奈良の民話 未來社 

信濃の民話  未來社 

越後の民話 第一集 未來社 

伊豆の民話 未來社 

讃岐の民話 未來社 

阿波の民話 第一集 未來社 

伊豫の民話 未來社 

沖縄の民話 未來社 

出雲の民話 未來社 

日向の民話 第一集 未來社 

飛騨の民話 未來社 

地方自治体は重い負担に耐えられるか：「民」の力を結集する方法 〈早稲田大学ブック

レット「震災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

メディアは大震災・原発事故をどう語ったか －報道・ネット・ドキュメンタリーを検証

する－ 

東京電機大学出

版局 

大震災に学ぶ社会科学 第１巻 政治過程と政策 東洋経済新報社 

大震災に学ぶ社会科学 第２巻 震災後の自治体ガバナンス 東洋経済新報社 

大震災に学ぶ社会科学 第３巻 福島原発事故と複合リスク・ガバナンス 東洋経済新報社 

大震災に学ぶ社会科学 第４巻 震災と経済 東洋経済新報社 

大震災に学ぶ社会科学 第５巻 被害・費用の包括的把握 東洋経済新報社 

大震災に学ぶ社会科学 第６巻 復旧・復興へ向かう地域と学校 東洋経済新報社 

大震災に学ぶ社会科学 第７巻 大震災・原発危機下の国際関係 東洋経済新報社 

大震災に学ぶ社会科学 第８巻 震災から見える情報メディアとネットワーク 東洋経済新報社 

災害復興法学 
慶應義塾大学出

版会 

大規模災害概論 コロナ社 

避難弱者 東洋経済新報社 

福島に農林漁業をとり戻す みすず書房 

地震の社会史：安政大地震と民衆 吉川弘文館 

津波災害と近代日本 吉川弘文館 
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タイトル 出版社 

震災後に考える 
早稲田大学出版

部 

早く的確な救援のために：初動体制ガイドラインの提案 〈早稲田大学ブックレット「震

災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

３．１１津波で何が起きたか：被害調査と減災戦略 〈早稲田大学ブックレット「震災後」

に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

０泊３日の支援からの出発：早稲田大学ボランティアセンター・学生による復興支援活動 

〈早稲田大学ブックレット「震災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

復興政策をめぐる《正》と《善》：震災復興の政治経済学を求めて① 〈早稲田大学ブッ

クレット「震災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

≪当事者≫としていかに危機に向き合うか：震災復興の政治経済学を求めて② 〈早稲田

大学ブックレット「震災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

東日本大震災と憲法：この国への直言 〈早稲田大学ブックレット「震災後」に考える〉

シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

復興に女性たちの声を：「3・11」とジェンダー 〈早稲田大学ブックレット「震災後」

に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

あの日私たちは東北へ向かった：国際協力 NGOと３・１１ 〈早稲田大学ブックレット「震

災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

津波被災地の５００日：大槌・石巻・釜石にみる暮らし復興への困難な歩み 〈早稲田大

学ブックレット「震災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

ふくしま・震災後の生活保障：大学生たちの目で見た現状 〈早稲田大学ブックレット「震

災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

ガジュマル的支援の進め：一人ひとりのこころに寄り添う 〈早稲田大学ブックレット「震

災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

大規模災害に強い自治体間連携：現場からの報告と提言 〈早稲田大学ブックレット「震

災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

学生のパワーを被災地へ！：「早稲田型ボランティア」の舞台裏 〈早稲田大学ブックレ

ット「震災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

風化と闘う記者たち：忘れない 平成三陸大津波 〈早稲田大学ブックレット「震災後」

に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

ともに生きた 伝えた：地域紙『石巻かほく』の 1 年 〈早稲田大学ブックレット「震災

後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

原発政策を考える 3つの視点：震災復興の政治経済学を求めて③ 〈早稲田大学ブックレ

ット「震災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

フクシマから日本の未来を創る：復興のための新しい発想 〈早稲田大学ブックレット「震

災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 
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タイトル 出版社 

被災地の子どもの心に寄り添う：臨床心理学からのアドバイス 〈早稲田大学ブックレッ

ト「震災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

災害時にこそ問われる学級経営力：岩手・三陸編 〈早稲田大学ブックレット「震災後」

に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

東日本大震災と地域福祉 ―次代への継承を探る 中央法規出版 

4 自然科学   

原色牧野植物大図鑑（合弁花・離弁花編） 北隆館 

原色牧野植物大図鑑（離弁花・単子葉植物編） 北隆館 

大地震：古記録に学ぶ 吉川弘文館 

三陸にジオパークを：未来のいのちを守るために 〈早稲田大学ブックレット「震災後」

に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

5 技術・工学   

味の素沿革史 社史で見る日本のモノづくり１ ゆまに書房 

野田醤油株式会社二十年史 社史で見る日本のモノづくり３ ゆまに書房 

神鋼三十年史 社史で見る日本のモノづくり４ ゆまに書房 

松下電器産業株式会社 創業三十五年史 社史で見る日本のモノづくり５ ゆまに書房 

川崎造船所四十年史 社史で見る日本のモノづくり６ ゆまに書房 

日本鋼管株式会社三十年史 社史で見る日本のモノづくり７ ゆまに書房 

七十五年の歩み 大日本印刷株式会社史 社史で見る日本のモノづくり８ ゆまに書房 

復興まちづくりに文化の風を：日中共同ワークショップの試み 〈早稲田大学ブックレッ

ト「震災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

東日本大震災と環境汚染：アースドクターの診断 〈早稲田大学ブックレット「震災後」

に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

災害に強い社会をつくるために：科学の役割・大学の使命 〈早稲田大学ブックレット「震

災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

原子力報道 ５つの失敗を検証する 
東京電機大学出

版局 

原子力規制委員会の社会的評価：３つの基準と３つの要件 〈早稲田大学ブックレット「震

災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

拡大する放射能汚染と法規制：穴だらけの制度の現状 〈早稲田大学ブックレット「震災

後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

フクシマ原発の失敗：事故対応過程の検証とこれからの安全規制 〈早稲田大学ブックレ

ット「震災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

災害に強い電力ネットワーク：スマートグリッドの基礎知識 〈早稲田大学ブックレット

「震災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

戦後史のなかの福島原発：開発政策と地域社会 大月書店 
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タイトル 出版社 

東京湾岸の地震防災対策：臨海コンビナートは大丈夫か 〈早稲田大学ブックレット「震

災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

6 産業   

めんづくり味づくり明星食品３０年のあゆみ 社史で見る日本のモノづくり２ ゆまに書房 

ともに創る！ まちの新しい未来 ：気仙沼復興塾の挑戦 〈早稲田大学ブックレット「震

災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

漁業と震災 みすず書房 

東日本大震災とコンビニ：便利さ（コンビニエンス）を問い直す 〈早稲田大学ブックレ

ット「震災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

大災害時に物流を守る：燃料多様化による対応を 〈早稲田大学ブックレット「震災後」

に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

7 芸術   

文化遺産の保全と復興の哲学：自然との創造的関係の再生 〈早稲田大学ブックレット「震

災後」に考える〉シリ－ズ 

早稲田大学出版

部 

8 言語   

留学英会話ハンドブック＜改訂版＞ 研究社 

9 文学   

『日本随筆大成』第Ⅰ期１ 梅村載筆・筆のすさび・羇旅漫録・仙台間語 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅰ期２ 春波楼筆記・瓦礫雑考・紙魚室雑記・桂林漫録・柳亭記・尚

古造紙挿 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅰ期３ 雲錦随筆・松屋棟梁集・橿園随筆・近世女風俗考 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅰ期４ 蘿月庵国書漫抄・画譚鶏肋・煙霞綺談・柳亭筆記・磯山千島・

橘窓自語 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅰ期５  玄同放言・都の手ぶり・織錦舎随筆 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅰ期６ 睡余小録・八水随筆・歴世女装考・書儈贅筆・楢の落葉物語・

金曾木・鋸屑譚 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅰ期７  上代衣服考・雨窓閑話・屋気野随筆・寸錦雑綴・泊洦筆話・

弁正衣服考・心の双紙 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅰ期８ 半日閑話 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅰ期９ 過庭紀談・嚶々筆語・花街漫録 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅰ期１０ 遠碧軒記・風のしがらみ・著作堂一夕話・海人のくゞつ・

善庵随筆 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅰ期１１ 古老茶話・秉燭譚・四方の硯 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅰ期１２ 梅園叢書・野乃舎随筆・おもひくさ・閑窓瑣談（前編）・

還魂紙料・擁書漫筆・西洋画談 
吉川弘文館 
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タイトル 出版社 

『日本随筆大成』第Ⅰ期１３ 思ひの儘の記・用捨箱・向岡閑話・撈海一得・松陰随筆・

槻の落葉信濃漫録 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅰ期１４ 蒹葭堂雑録・文会雑記・閑窓瑣談（後編）・畏庵随筆 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅰ期１５ 北辺随筆・燕居雑話・骨董集 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅰ期１６ かしのしづ枝・幽遠随筆・松屋叢考・宮川舎漫筆・駒谷芻

言 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅰ期１７ 古今沿革考・異説まちまち・閑際筆記・独語・又楽庵示蒙

話・南嶺子・南嶺子評 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅰ期１８ 世事百談・閑田耕筆・閑田次筆・天神祭十二時 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅰ期１９ 筆の御霊・東牖子・嗚呼矣草・斉諧俗談・一宵話 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅰ期２０ 昆陽漫録・続昆陽漫録・続昆陽漫録補・南嶺遺稿・南嶺遺

稿評・秉穂録 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅰ期２１ 年々随筆・嘉良喜随筆・烹雑の記 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅰ期２２ 三のしるべ・好古日録・好古小録・茅窓漫録 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅰ期２３ 遊芸園随筆・奇遊談・庖丁書録・こがね草・花街漫録正誤 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅱ期１ 兎園小説・草廬漫筆 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅱ期２ 松屋叢話・提醒紀談・円珠庵雑記・仮名世説・一時随筆・梅

の塵・当代江都百化物 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅱ期３ 筱舎漫筆・萍花漫筆・兎園小説外集 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅱ期４ 兎園小説別集・八十翁疇昔話・牟芸古雅志・雲萍雑志・閑な

るあまり・画証録 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅱ期５ 兎園小説余録・兎園小説拾遺・保敬随筆・梅園拾葉・新著聞

集 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅱ期６ 雉岡随筆・三養雑記・清風瑣言・尤の草紙・近世奇跡考 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅱ期７ 它山石初編・筠庭雑録・勇魚鳥・蜘蛛の糸巻・橘窓茶話 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅱ期８ 一挙博覧・萍の跡・筠庭雑考・目さまし草・反古籠・閑窓自

語・雑説嚢話 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅱ期９ 先進繡像玉石雑誌・二川随筆 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅱ期１０ 飛鳥川・続飛鳥川・江戸雀・積翠閑話・尾崎雅嘉随筆・閑

窓筆記 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅱ期１１ 梅翁随筆・桜の林・新増補 浮世絵類考 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅱ期１２ 笈埃随筆・玲瓏随筆・十八大通・本朝世事談綺 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅱ期１３ 河社・多波礼草・本朝世事談綺正誤・桑楊庵一夕話・鄰女

晤言 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅱ期１４ 蓴菜草紙・足薪翁記・奴師労之・比古婆衣・西山公随筆 吉川弘文館 
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タイトル 出版社 

『日本随筆大成』第Ⅱ期１５ 南留別志・可成三註・非なるべし・南留別志の弁・あるま

じ・ざるべし・北窓瑣談・酣中清話 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅱ期１６ 三省録・三省録後編・火浣布略説・年山紀聞 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅱ期１７ 遊京漫録・胡蝶庵随筆・柳庵随筆初編・柳庵随筆 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅱ期１８ 柳庵随筆余編・曲肱漫筆・薫風雑話・立路随筆・北国奇談

巡杖記・南屛燕語・答問雑稿 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅱ期１９ 楓軒偶記・諼草小言・燕石雑志 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅱ期２０ 静軒痴談・閑散余録・於路加於比・只今御笑草・夏山雑談・

銀鶏一睡 南柯乃夢・猿著聞集 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅱ期２１ 折々草・難波江 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅱ期２２ 下馬のおとなひ・松の落葉・蜑の焼藻の記・闇の曙 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅱ期２３ 卯花園漫録・雅遊漫録 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅱ期２４ 赤穂義士随筆・思斉漫録・南畝莠言・晤語・輶軒小録・莘

野茗談・なゐの日並・諸国里人談 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅲ期１ 傍廂・傍廂糾繆・ねざめのすさび・理斎随筆・花月草紙 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅲ期２ 浪華百事談・異本洞房語園・洞房語園後集・洞房語園異本考

異・筆のすさび・おほうみのはら 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅲ期３ 中陵漫録・柳庵雑筆 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅲ期４ 古今雑談思出草紙・俗耳鼓吹・消閑雑記・賤のをだ巻・醒睡

笑・近世商賈尽狂歌合 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅲ期５ 天朝墨談・蒼梧随筆・梅窓筆記・関の秋風・浪華の風・癇癖

談 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅲ期６ 三余叢談・とはずがたり・近来見聞 噺の笛・駿台雑話・む

さしあぶみ・南向茶話 附追考 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅲ期７ 後松日記 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅲ期８ 見た京物語・天野政徳随筆・凌雨漫録・莛響録・訓蒙浅語・

榊巷談苑 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅲ期９ 百草・我宿草・愚雑俎・松亭漫筆・孝経楼漫筆 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅲ期１０ 関秘録・牛馬問・和漢嘉話宿直文・春湊浪話・松竹問答 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅲ期１１ 百草露・麓の花・妙々奇談・しりうごと・難後言・鳥おど

し・金剛談 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅲ期１２ 梅園日記・瀬田問答・後は昔物語・白石先生紳書・桃岡雑

記 
吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅲ期１３ 塩尻（１）巻一～巻之二十五 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅲ期１４ 塩尻（２）巻二十六～巻之五十 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅲ期１５ 塩尻（３）巻五十一～巻之七十一 吉川弘文館 
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タイトル 出版社 

『日本随筆大成』第Ⅲ期１６ 塩尻（４）巻之七十二～巻百 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅲ期１７ 塩尻拾遺（１） 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅲ期１８ 塩尻拾遺（２） 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅲ期１９ 翁草（１） 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅲ期２０ 翁草（２） 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅲ期２１ 翁草（３） 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅲ期２２ 翁草（４） 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅲ期２３ 翁草（５） 吉川弘文館 

『日本随筆大成』第Ⅲ期２４ 翁草（６） 吉川弘文館 

『日本随筆大成』別巻１ 一話一言（１） 吉川弘文館 

『日本随筆大成』別巻２ 一話一言（２） 吉川弘文館 

『日本随筆大成』別巻３ 一話一言（３） 吉川弘文館 

『日本随筆大成』別巻４ 一話一言（４） 吉川弘文館 

『日本随筆大成』別巻５ 一話一言（５） 吉川弘文館 

『日本随筆大成』別巻６ 一話一言（６） 吉川弘文館 

『日本随筆大成』別巻７ 嬉遊笑覧（１） 吉川弘文館 

『日本随筆大成』別巻８ 嬉遊笑覧（２） 吉川弘文館 

『日本随筆大成』別巻９ 嬉遊笑覧（３） 吉川弘文館 

『日本随筆大成』別巻１０ 嬉遊笑覧（４） 吉川弘文館 

『続日本随筆大成』１ 講習餘筆・雲室随筆・坐臥記・しがらみ・消夏雑識 吉川弘文館 

『続日本随筆大成』２ 常山楼筆餘・寝ざめの友・九桂草堂随筆 吉川弘文館 

『続日本随筆大成』３ 見し世の人の記・拙古先生筆記・掫觚・寒檠璅綴・過庭餘聞 吉川弘文館 

『続日本随筆大成』４ 一字訓・蘐園雑話・酔迷餘録・零砕雑筆・麈塚 吉川弘文館 

『続日本随筆大成』５ 間思随筆・対鴎楼閑話・自覚談・気吹舎筆叢・宿直物語・待問雑

記 
吉川弘文館 

『続日本随筆大成』６ 仙語記・退閑雑記・閑度雑談 吉川弘文館 

『続日本随筆大成』７ 一昔話・碩鼠漫筆 吉川弘文館 

『続日本随筆大成』８ 寓意草・紫のゆかり・所以者何・松の下草・春夢独談・ありやな

しや 
吉川弘文館 

『続日本随筆大成』９ 古今物忘れの記・屠龍工随筆・松楼私語・落葉の下草・歌舞伎雑

談・かしのくち葉・石亭画談・口嗜小史・市川栢莚舎事録・太平楽皇国性質 
吉川弘文館 

『続日本随筆大成』１０ 醍醐随筆・杏林内省録・黄華堂医話・老牛餘喘・貧政 吉川弘文館 

『続日本随筆大成』１１ 寐ものがたり・久保之取蛇尾・犬鶏随筆 吉川弘文館 

『続日本随筆大成』１２ 強斎先生雑話筆記・しづのおだまき 吉川弘文館 

『続日本随筆大成』別巻１ 近世風俗見聞集（１） 吉川弘文館 

『続日本随筆大成』別巻２ 近世風俗見聞集（２） 吉川弘文館 
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『続日本随筆大成』別巻３ 近世風俗見聞集（３） 吉川弘文館 

『続日本随筆大成』別巻４ 近世風俗見聞集（４） 吉川弘文館 

『続日本随筆大成』別巻５ 近世風俗見聞集（５） 吉川弘文館 

『続日本随筆大成』別巻６ 近世風俗見聞集（６） 吉川弘文館 

『続日本随筆大成』別巻７ 近世風俗見聞集（７） 吉川弘文館 

『続日本随筆大成』別巻８ 近世風俗見聞集（８） 吉川弘文館 

『続日本随筆大成』別巻９ 近世風俗見聞集（９） 吉川弘文館 

『続日本随筆大成』別巻１０ 近世風俗見聞集（１０） 吉川弘文館 

『続日本随筆大成』別巻１１ 民間風俗年中行事（１） 吉川弘文館 

『続日本随筆大成』別巻１２ 民間風俗年中行事（２） 吉川弘文館 

新日本古典文学大系 第１巻 萬葉集（１） 岩波書店 

新日本古典文学大系 第２巻 萬葉集（２） 岩波書店 

新日本古典文学大系 第３巻 萬葉集（３） 岩波書店 

新日本古典文学大系 第４巻 萬葉集（４） 岩波書店 

新日本古典文学大系 第５巻 古今和歌集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第６巻 後撰和歌集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第７巻 拾遺和歌集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第８巻 後拾遺和歌集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第９巻 金葉和歌集 詞花和歌集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第１０巻 千載和歌集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第１１巻 新古今和歌集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第１２巻 続日本紀（１） 岩波書店 

新日本古典文学大系 第１３巻 続日本紀（２） 岩波書店 

新日本古典文学大系 第１４巻 続日本紀（３） 岩波書店 

新日本古典文学大系 第１５巻 続日本紀（４） 岩波書店 

新日本古典文学大系 第１６巻 続日本紀（５） 岩波書店 

新日本古典文学大系 第１７巻 竹取物語 伊勢物語 岩波書店 

新日本古典文学大系 第１８巻 落窪物語 住吉物語 岩波書店 

新日本古典文学大系 第１９巻 源氏物語（１） 岩波書店 

新日本古典文学大系 第２０巻 源氏物語（２） 岩波書店 

新日本古典文学大系 第２１巻 源氏物語（３） 岩波書店 

新日本古典文学大系 第２２巻 源氏物語（４） 岩波書店 

新日本古典文学大系 第２３巻 源氏物語（５） 岩波書店 

新日本古典文学大系 第２４巻 土佐日記 蜻蛉日記 紫式部日記 更級日記 岩波書店 

新日本古典文学大系 第２５巻 枕草子 岩波書店 

新日本古典文学大系 第２６巻 堤中納言物語 とりかへばや物語 岩波書店 
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新日本古典文学大系 第２７巻 本朝文粋 岩波書店 

新日本古典文学大系 第２８巻 平安私家集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第２９巻 袋草紙 岩波書店 

新日本古典文学大系 第３０巻 日本霊異記 岩波書店 

新日本古典文学大系 第３１巻 三宝絵 注好選 岩波書店 

新日本古典文学大系 第３２巻 江談抄 中外抄 富家語 岩波書店 

新日本古典文学大系 第３３巻 今昔物語集（１） 岩波書店 

新日本古典文学大系 第３４巻 今昔物語集（２） 岩波書店 

新日本古典文学大系 第３５巻 今昔物語集（３） 岩波書店 

新日本古典文学大系 第３６巻 今昔物語集（４） 岩波書店 

新日本古典文学大系 第３７巻 今昔物語集（５） 岩波書店 

新日本古典文学大系 第３８巻 六百番歌合 岩波書店 

新日本古典文学大系 第３９巻 方丈記 徒然草 岩波書店 

新日本古典文学大系 第４０巻 宝物集 閑居友 比良山古人霊託 岩波書店 

新日本古典文学大系 第４１巻 古事談・続古事談 岩波書店 

新日本古典文学大系 第４２巻 宇治拾遺物語 古本説話集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第４３巻 保元物語 平治物語 承久記 岩波書店 

新日本古典文学大系 第４４巻 平家物語 上 岩波書店 

新日本古典文学大系 第４５巻 平家物語 下 岩波書店 

新日本古典文学大系 第４６巻 中世和歌集 鎌倉篇 岩波書店 

新日本古典文学大系 第４７巻 中世和歌集 室町篇 岩波書店 

新日本古典文学大系 第４８巻 五山文学集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第４９巻 竹林抄 岩波書店 

新日本古典文学大系 第５０巻 とはずがたり たまきはる 岩波書店 

新日本古典文学大系 第５１巻 中世日記紀行集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第５２巻 庭訓往来 句双紙 岩波書店 

新日本古典文学大系 第５３巻 中華若木詩抄 湯山聯句鈔 岩波書店 

新日本古典文学大系 第５４巻 室町物語集 上 岩波書店 

新日本古典文学大系 第５５巻 室町物語集 下 岩波書店 

新日本古典文学大系 第５６巻 梁塵秘抄 閑吟集 狂言歌謡 岩波書店 

新日本古典文学大系 第５７巻 謡曲百番 岩波書店 

新日本古典文学大系 第５８巻 狂言記 岩波書店 

新日本古典文学大系 第５９巻 舞の本 岩波書店 

新日本古典文学大系 第６０巻 太閤記 岩波書店 

新日本古典文学大系 第６１巻 七十一番職人歌合 新撰狂歌集 古今夷曲集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第６２巻 田植草紙 山家鳥虫歌 鄙廼一曲 琉歌百控 岩波書店 



21 

 

タイトル 出版社 

新日本古典文学大系 第６３巻 本朝一人一首 岩波書店 

新日本古典文学大系 第６４巻 けん園録稿 如亭山人遺藁 梅とん詩鈔 岩波書店 

新日本古典文学大系 第６５巻 日本詩史 五山堂詩話 岩波書店 

新日本古典文学大系 第６６巻 菅茶山 頼山陽詩集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第６７巻 近世歌文集 上 岩波書店 

新日本古典文学大系 第６８巻 近世歌文集 下 岩波書店 

新日本古典文学大系 第６９巻 初期俳諧集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第７０巻 芭蕉七部集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第７１巻 元禄俳諧集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第７２巻 江戸座点取俳諧集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第７３巻 天明俳諧集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第７４巻 仮名草子集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第７５巻 伽婢子 岩波書店 

新日本古典文学大系 第７６巻 好色二代男 西鶴諸国ばなし 本朝二十不孝 岩波書店 

新日本古典文学大系 第７７巻 武道伝来記 西鶴置土産 万の文反古 西鶴名残の友 岩波書店 

新日本古典文学大系 第７８巻 けいせい色三味線 けいせい伝受紙子 世間娘気質 岩波書店 

新日本古典文学大系 第７９巻 本朝水滸伝 紀行 三野日記 折々草 岩波書店 

新日本古典文学大系 第８０巻 繁野話 曲亭伝奇花釵児 催馬楽奇談 鳥辺山調綫 岩波書店 

新日本古典文学大系 第８１巻 田舎荘子 当世下手談義 当世穴さがし 岩波書店 

新日本古典文学大系 第８２巻 異素六帖 古今俄選 粋宇瑠璃 田舎芝居 岩波書店 

新日本古典文学大系 第８３巻 草双紙集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第８４巻 寝惚先生文集 狂歌才蔵集 四方のあか 岩波書店 

新日本古典文学大系 第８５巻 米饅頭始 仕懸文庫 昔話稲妻表紙 岩波書店 

新日本古典文学大系 第８６巻 浮世風呂 戯場粋言幕の外 大千世界楽屋探 岩波書店 

新日本古典文学大系 第８７巻 開巻驚奇侠客伝 岩波書店 

新日本古典文学大系 第８８巻 偐紫田舎源氏 上 岩波書店 

新日本古典文学大系 第８９巻 偐紫田舎源氏 下 岩波書店 

新日本古典文学大系 第９０巻 古浄瑠璃 説経集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第９１巻 近松浄瑠璃集 上 岩波書店 

新日本古典文学大系 第９２巻 近松浄瑠璃集 下 岩波書店 

新日本古典文学大系 第９３巻 竹田出雲 並木宗輔浄瑠璃集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第９４巻 近松半二 江戸作者浄瑠璃集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第９５巻 上方歌舞伎集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第９６巻 江戸歌舞伎集 岩波書店 

新日本古典文学大系 第９７巻 当代江戸百化物 在津紀事 仮名世説 岩波書店 
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新日本古典文学大系 第９８巻 東路記 己巳紀行 西遊記 岩波書店 

新日本古典文学大系 第９９巻 仁斎日札 たはれ草 不尽言 無可有郷 岩波書店 

新日本古典文学大系 第１００巻 江戸繁昌記 柳橋新誌 岩波書店 

新日本古典文学大系 第１０１巻 八代集総索引 岩波書店 

新日本古典文学大系 第１０２巻 源氏物語索引 岩波書店 

新日本古典文学大系 第１０３巻 続日本紀索引年表 岩波書店 

新日本古典文学大系 第１０４巻 今昔物語集索引 岩波書店 

新日本古典文学大系 第１０５巻 萬葉集索引 岩波書店 

震災後に読む文学 〈早稲田大学ブックレット「震災後」に考える〉シリ－ズ 
早稲田大学出版

部 

計 ６６７（点） 
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タイトル 出版社 

文学作品 （邦題） 

The Sarashina Diary （『更級日記』） Perseus Books, LLC 

Hojoki, Visions of a Torn World （『方丈記』） Perseus Books, LLC 

Tale of Genji （『源氏物語』） Penguin Random House LLC 

The Tales of the Heike （『平家物語』） Perseus Books, LLC 

The Kojiki : An Account of Ancient Matters （『古事記』） Perseus Books, LLC 

An Encouragement of Learning （『学問のすすめ』） Perseus Books, LLC 

The Box Man  （『箱男』） Vintage Books 

The Woman in the Dunes -- Reissue   （『砂の女』） Vintage Books 

Ugetsu Monogatari or Tales of Moonlight and Rain  :  A Complete English 

Version of the Eighteenth-Century Japanese Collection of Tales of the 

Supernatural   （『雨月物語』） 

Routledge 

Rashomon and Seventeen Other Stories -- TRA    （Penguin 

Classics. ） （「羅生門」他十七編） 
Penguin Classics 

Kwaidan  :  Stories and Studies of Strange Things    （Stone Bridge 

Classics ） （『怪談』） 
Stone Bridge PR 

Folk Legends from Tono  :  Japan's Spirits, Deities, and Phantastic 

Creatures   （『遠野物語』） 
Rowman & Littlefield Pub Inc 

Strange Tale of Panorama Island  (『パノラマ島奇譚』） Univ of Hawaii PR 

Shinkokinshu (2-Volume Set)  :  New Collection of Poems Ancient and 

Modern  -- Bilingual   （Brill's Japanese Studies Library ） (『新古

今和歌集』） 

Brill Academic Pub 

Ten Nights Dreaming and the Cat's Grave   （Dover Books on Literature 

and Drama ） (『「夢十夜」・「猫の墓」』） 
Dover Pubns 

Kokoro   （Penguin Classics. ） （『こころ』） Penguin Classics 

Folktales from the Japanese Countryside   （World Folklore 

Series. ） （『日本昔話選』） 
Libraries Unltd Inc 

Record of Miraculous Events in Japan  :  The Nihon 

Ryoiki    （Translations from the Asian Classics ） （『日本霊異記』） 
Columbia Univ PR 

Masterpieces of Chikamatsu  :  The Japanese Shakespeare    （Routledge 

Library Editions: Japan ） （『近松傑作選』） 
Routledge 

The Silver Spoon  :  Memoir of a Boyhood in Japan   （『銀の匙』） Stone Bridge PR 

Tale of Lady Ochikubo   （Kegan Paul Japan Library (Unnumbered) ） （『落

窪物語』） 
Routledge 

Five Modern Japanese Novelists （『現代日本五大小説家』） Perseus Books, LLC 
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The Gate （『門』） Penguin Random House LLC 

Snow Country （『雪国』） Penguin Random House LLC 

The Sound of Waves （『潮騒』） Penguin Random House LLC 

Milky Way Railroad （『銀河鉄道の夜』） Perseus Books, LLC 

Kafka on the Shore （『海辺のカフカ』） Penguin Random House LLC 

Norwegian Wood （『ノルウェイの森』） Penguin Random House LLC 

The Crab Cannery Ship and Other Novels of Struggle （「蟹工船」他二

編） 
University of Hawaii Press 

A Christmas Carol and Other Stories （「クリスマスキャロル」他） Penguin Random House LLC 

Alice's Adventures in Wonderland （『不思議の国のアリス』） Penguin Random House LLC 

Frankenstein, Or, The Modern Prometheus （『フランケンシュタイン、あ

るいは現代のプロメテウス』） 
Penguin Random House LLC 

Gulliver's Travels （『ガリバー旅行記』） Penguin Random House LLC 

Journey to the Centre of the Earth （『地底旅行』） Penguin Random House LLC 

Pride and Prejudice （『高慢と偏見』） Penguin Random House LLC 

The Metamorphosis （『変身』） Penguin Random House LLC 

The Phantom of the Opera （『オペラ座の怪人』） Penguin Random House LLC 

The Red and the Black （『赤と黒』） Penguin Random House LLC 

The Travels of Marco Polo （『東方見聞録』） Penguin Random House LLC 

The Wonderful Wizard of Oz （『オズの魔法使い』） Penguin Random House LLC 

War and Peace （『戦争と平和』） Penguin Random House LLC 

Wuthering Heights （『嵐が丘』） Penguin Random House LLC 

The Adventures and Memoirs of Sherlock Holmes （『シャーロックホーム

ズの冒険』） 
Penguin Random House LLC 

The Hound of the Baskervilles （『バスカヴィル家の犬』） Penguin Random House LLC 

A Study in Scarlet （『緋色の研究』） Penguin Random House LLC 

The Long Goodbye  （『長いお別れ』） Penguin Random House LLC 

The War of the Worlds （『宇宙大戦争』） Penguin Random House LLC 

東京情報・都市研究 

Historical Dictionary of Tokyo 
Rowman and Littlefield 

Publishing Group 

Tokyo: A View of the City Reaktion Books 

Dk Eyewitness Travel Tokyo Dk Pub 

Dk Eyewitness Top 10 Tokyo Dk Pub 

The Rough Guide to Tokyo Rough Guides 

Tokyo Vernacular : Common Spaces, Local Histories, Found Objects Univ of California PR 
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The Growing Power of Japan, 1967-1972 : Analysis and Assessments from 

John Pilcher and the British Embassy, Tokyo 
Renaissance Books Ltd 

The Nature of the Beasts : Empire and Exhibition at the Tokyo Imperial 

Zoo 
Univ of California PR 

Local Government Migrant Policies in Tokyo, Japan : National Exclusion, 

Local Inclusion 
Edwin Mellen PR 

Struggling Giants : City-Region Governance in London, New York, Paris, 

and Tokyo 
Univ of Minnesota PR 

オリンピック・パラリンピック情報 

The 1980 U.S. Olympic Boycott: A History Perspectives Book Cherry Lake Publishing 

Amateurs: The Story of Four Young Men and Their Quest for an Olympic Gold 

Medal 
Open Road Integrated Media 

Amazing Olympic Athlete Wilma Rudolph Enslow Publishers Inc. 

The Boys of Winter: The Untold Story of a Coach, a Dream, and the 1980 

U. S. Olympic Hockey Team 
Random House, Inc. 

But Now I See: My Journey from Blindness to Olympic Gold Perseus Books Group 

Don Laws: The Life of an Olympic Figure Skating Coach 
Rowman and Littlefield 

Publishing Group 

Handbook of Sports Medicine and Science, paralympic Athlete John Wiley & Sons, Inc. 

Handbook of Sports Medicine and Science, the Female Athlete John Wiley & Sons, Inc. 

Hitler's Olympics: The 1936 Berlin Olympic Games Perseus Books Group 

Igniting the Flame: America's First Olympic Team 
Rowman and Littlefield 

Publishing Group 

The Most Memorable Moments in Olympic Swimming 
Rowman and Littlefield 

Publishing Group 

Munich 1972: Tragedy, Terror, and Triumph at the Olympic Games 
Rowman and Littlefield 

Publishing Group 

Never Stop Pushing: My Life from a Wyoming Farm to the Olympic Medals 

Stand 
Perseus Books Group 

The Olympic Games Effect: How Sports Marketing Builds Strong Brands John Wiley & Sons, Inc. 

Training and Coaching the Paralympic Athlete Wiley 

Olympic Exclusions : Youth, Poverty and Social Legacies Routledge 

Designing the Olympics : Representation, Participation, Contestation Routledge 

Understanding the Olympics Routledge 

The Sovereign Colony : Olympic Sport, National Identity, and 

International Politics in Puerto Rico 
Univ of Nebraska 
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タイトル 出版社 

Surveilling and Securing the Olympics : From Toyko 1964 to London 2012 

and Beyond 
Palgrave Macmillan 

Britain and the Olympic Games, 1908-1920 : Perspectives on Participation 

and Identity 
Palgrave Macmillan 

The London Olympics of 2012 : Politics, Promises and Legacy Palgrave Macmillan 

The London Olympics and Urban Development : The Mega-Event City Routledge 

Racism and the Olympics Transaction Pub 

More than Just Games : Canada and the 1936 Olympics Univ of Toronto PR 

Historical Dictionary of the Olympic Movement Rowman & Littlefield Pub Inc 

Living with London's Olympics : An Ethnography Palgrave Macmillan 

Chasing Water : Elegy of an Olympian Consortium Book Sales & Dist 

The Boys in the Boat : The True Story of an American Team's Epic Journey 

to Win Gold at the 1936 Olympics 
Viking Childrens Books 

世界の歴史・文化 

Exploration : A Very Short Introduction (Very Short Introductions) Oxford Univ Pr 

American Political History : A Very Short Introduction (Very Short 

Introductions) 
Oxford Univ Pr 

American Women's History : A Very Short Introduction (Very Short 

Introductions) 
Oxford Univ Pr 

The Ancient Near East : A Very Short Introduction (Very Short 

Introductions) 
Oxford Univ Pr 

American History : A Very Short Introduction (Very Short Introductions) Oxford Univ Pr 

Borders : A Very Short Introduction (Very Short Introductions) Oxford Univ Pr 

Chinese Literature : A Very Short Introduction (Very Short Introductions) Oxford Univ Pr 

The Aztecs : A Very Short Introduction (Very Short Introductions) Oxford Univ Pr 

Modern France : A Very Short Introduction (Very Short Introductions) Oxford Univ Pr 

Spanish Literature : A Very Short Introduction (Very Short Introductions) Oxford Univ Pr 

German Philosophy : A Very Short Introduction (Very Short Introductions) Oxford Univ Pr 

French Literature : A Very Short Introduction (Very Short Introductions) Oxford Univ Pr 

Film Music : A Very Short Introduction (Very Short Introductions) Oxford Univ Pr 

Islamic History : A Very Short Introduction (Very Short Introductions) Oxford Univ Pr 

Communism : A Very Short Introduction (Very Short Introductions) Oxford Univ Pr 
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タイトル 出版社 

The United Nations : A Very Short Introduction 2nd(Very Short 

Introductions) 
Oxford Univ Pr 

Capitalism : A Very Short Introduction (Very Short Introductions) Oxford Univ Pr 

A Companion to Mediterranean History (Wiley Blackwell Companions to World 

History) 
Blackwell Pub 

A Concise History of Spain (Cambridge Concise Histories) Cambridge Univ Pr 

A History of Modern Europe : From 1815 to the Present (Blackwell Concise 

History of the Modern World) 
Wiley-Blackwell 

A Social History of Twentieth-Century Europe Routledge 

Across the Revolutionary Divide : Russia and the USSR, 1861-1945 

(Blackwell History of Russia) 
Wiley-Blackwell 

British Civilization : An Introduction Routledge 

Europe : A Cultural History Routledge 

European Union History : Themes and Debates Palgrave Macmillan 

Historical Dictionary of the Russian Federation (Historical 

Dictioinaries of Europe) 
Scarecrow Pr 

History of Germany 1918-2014 : The Divided Nation -- Paperback John Wiley and Sons Ltd 

The European Culture Area : A Systematic Geography (Changing Regions in 

a Global Context: New Perspectives in Regional Geography) 
Rowman & Littlefield Pub Inc 

The Wiley-Blackwell Dictionary of Modern European History since 1789 Blackwell Pub 

Handbook of European Societies : Social Transformations in the 21st 

Century 
Springer 

Ethnic Groups of Europe : An Encyclopedia (Ethnic Groups of the World) Abc-Clio Inc 

A Concise History of Canada (Cambridge Concise Histories) Cambridge Univ Pr 

A Concise History of the United States of America (Cambridge Concise 

Histories) 
Cambridge Univ Pr 

Multicultural America (4-Volume Set) : A Multimedia Encyclopedia Sage Pubns 

Historical Dictionary of Mesoamerica (Historical Dictionaries of Ancient 

Civilizations and Historical Eras) 
Scarecrow Pr 

Latin America 18102010 : Dreams and Legacies Imperial College Pr 

Routledge Handbook of Japanese Culture and Society Routledge 

Japan: the Basics Routledge 

Encyclopedia of Contemporary Japanese Culture (Encyclopedias of 

Contemporaryculture) 
Routledge 
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タイトル 出版社 

Historical Dictionary of Taiwan (Republic of China) (Historical 

Dictionaries of Asia, Oceania, and the Middle East) 
Scarecrow Pr 

A History of China (The Blackwell History of the World) Blackwell Pub 

Historical Dictionary of the People's Republic of China (Historical 

Dictionaries of Asia, Oceania, and the Middle East) 
Scarecrow Pr 

Korea : A Cartographic History Univ of Chicago Pr 

The Koreas Routledge 

Routledge Handbook of Southeast Asian History Routledge 

South Asia's Modern History : Thematic Perspectives Routledge 

Central Asia in World History (The New Oxford World History) Oxford Univ Pr on Demand 

The Silk Road : A New History Oxford Univ Pr 

Historical Dictionary of Australia (Historical Dictionaries of Asia, 

Oceania, and the Middle East) 
Rowman & Littlefield Pub Inc 

Historical Dictionary of Polynesia (Historical Dictionaries of Asia, 

Oceania, and the Middle East) 
Scarecrow Pr 

A History of Modern Africa : 1800 to the Present (Concise History of the 

Modern World) 
Wiley-Blackwell 

The Handbook of Islamic Studies Sage Pubns Ltd 

The Modern Middle East : A Social and Cultural History Routledge 

Reference Guide to Africa : A Bibliography of Sources Rowman & Littlefield Pub Inc 

The History of Africa : The quest for eternal harmony Routledge 

The Making of Modern South Africa : Conquest, Apartheid, Democracy Wiley 

計 １４２（点） 
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「ＴＲＣ－ＤＬ」コンテンツ 一覧                （平成 29 年 3月 23日現在） 

 

 

タイトル 出版者 出版年 

0 総記 

今すぐ使えるかんたん Excel 2016 電子版 技術評論社 2015 

今すぐ使えるかんたん Outlook 2016 電子版 技術評論社 2015 

今すぐ使えるかんたん PowerPoint 2016 電子版 技術評論社 2015 

今すぐ使えるかんたん Windows 10 電子版 技術評論社 2015 

上司の質問に即座に答えるビジネス検索術 インプレスジャパン 2008 

かんたん合格 ITパスポート教科書 平成 24年度 インプレスジャパン 2011 

かんたん合格 ITパスポート対策問題集 インプレスジャパン 2011 

かんたん合格基本情報技術者教科書 平成 24年度 インプレスジャパン 2011 

かんたん合格基本情報技術者過去問題集 平成 24 年度春期 インプレスジャパン 2011 

応用情報技術者教科書 平成 24 年度 インプレスジャパン 2011 

1 週間で基本情報技術者の基礎が学べる本 インプレスジャパン 2011 

プロジェクトマネージャ教科書 平成 24年度 インプレスジャパン 2011 

データベーススペシャリスト教科書 平成 24年度 インプレスジャパン 2011 

PDF快適活用術 インプレスジャパン 2010 

20 代の特別授業 すばる舎 2011 

小宮式知的アウトプット術 すばる舎 2010 

瞬時に「話す」「書く」技術 すばる舎 2011 

1 哲学 

世界で勝てる人 すばる舎 2014 

知らないと損する会社と職場の歩き方 電子版 東洋経済新報社 2013 

中国古典超入門 すばる舎 2012 

働く女性 28 歳からの仕事のルール すばる舎 2012 

2  歴史・地理   

歩いて旅する東海道 山と溪谷社 2015 

高尾・奥多摩(大きな地図で見やすいガイド) 山と溪谷社 2015 

昭和 50年代の日本の風景 35 東京 上 電子版 国書刊行会 2013 

昭和 50年代の日本の風景 36 東京 下 電子版 国書刊行会 2013 
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タイトル 出版者 出版年 

東京・江戸散歩おすすめ 25 コース 電子書籍版 PHP研究所 2011 

東京水路をゆく 東洋経済新報社 2010 

3 社会科学 

経営者・起業家必読!すぐわかる補助金・助成金活用ガイド 誠文堂新光社 2015 

30 分間でキャリアの磨き方がわかる本 電子書籍版(PHP ビジネ

ス新書) 
PHP研究所 2015 

イノベーションへの挑戦 中西出版 2015 

慣習と規範の経済学 電子版 東洋経済新報社 2014 

これだけ!ビジネス理論 
すばる舎リンケ

ージ 
2014 

経営者のための IPOを考えたら読む本(会社経営 NEOマニュアル) 
すばる舎リンケ

ージ 
2014 

こうして私は外資 4社のトップになった 電子版 東洋経済新報社 2014 

アイデアをカタチにする仕事術 電子版 東洋経済新報社 2014 

すぐやってみたくなる!データ分析がぐるっとわかる本 すばる舎 2014 

リーダーのための!ファシリテーションスキル すばる舎 2014 

仕事ができる人の問題解決の技術 電子版(イラストでわかる 

Illustrated Guide Book Series) 
東洋経済新報社 2014 

リーダーは「時間の使い方」が 9割! すばる舎 2014 

企業のための外国人雇用実務ガイド 法研 2014 

プロフェッショナル・プレゼンテーション 電子版(アクショ

ン・ラーニング・シリーズ) 
東洋経済新報社 2014 

これだけ!プレゼンの本質 
すばる舎リンケ

ージ 
2014 

起業 5年目までに知らないとコワイ資金繰りのキホン すばる舎 2014 

起業 5年目までに知らないと損する節税のキホン すばる舎 2014 

小さな会社と個人事業はじめての消費税経理処理と申告がわか

る本 新版 
すばる舎 2014 

図解いちばん面白いファイナンス理論入門 電子版 東洋経済新報社 2014 

スティグリッツの経済学「見えざる手」など存在しない 電子版 東洋経済新報社 2013 

経済学は人びとを幸福にできるか 電子版 東洋経済新報社 2013 

世界史の中の資本主義 電子版 東洋経済新報社 2013 

なぜあの人の解決策はいつもうまくいくのか? 電子版 東洋経済新報社 2013 

「A4一枚」仕事術 電子版 東洋経済新報社 2013 

文系でもわかるビジネス統計入門 電子版 東洋経済新報社 2013 

超金融緩和のジレンマ 電子版 東洋経済新報社 2013 
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タイトル 出版者 出版年 

問題解決をはかるハーバード流交渉戦略 電子版 東洋経済新報社 2013 

知らないと損するパート&契約社員の労働法 Ver.3 電子版(イ

ラストでわかる Illustrated Guide Book Series) 
東洋経済新報社 2013 

転職面接 すばる舎 2013 

お江戸の「都市伝説」 電子書籍版 PHP研究所 2011 

マニフェスト白書 2005_本文 PHP総合研究所 2007 

マニフェスト白書 2005_要点 PHP総合研究所 2007 

緊急提言－安倍政権に望むこと_本文 PHP総合研究所 2006 

マニフェスト白書 2006_本文 PHP総合研究所 2006 

マニフェスト白書 2006_要点 PHP総合研究所 2006 

マニフェスト白書 2005総選挙版_本文 PHP総合研究所 2005 

マニフェスト白書 2005総選挙版_要点 PHP総合研究所 2005 

マニフェスト白書 2007_本文 PHP総合研究所 2005 

マニフェスト白書 2007_要点 PHP総合研究所 2005 

政府金融リストラプラン―民主導の資金循環を作り出すための

７つの提言_要点 
PHP総合研究所 2003 

公共事業リセットプラン－財政構造改革の盲点である特別会計

にどう切り込むか－_要約 
PHP総合研究所 2001 

公共事業リセットプラン－財政構造改革の盲点である特別会計

にどう切り込むか－_参考資料 
PHP総合研究所 2001 

財政投融資制度改革の問題点（PHP政策研究レポート別冊）_本文 PHP総合研究所 2001 

財政投融資制度改革の問題点（PHP 政策研究レポート別冊）_付)

日本道路公団の財務状況に関するケーススタディー 
PHP総合研究所 2001 

緊急提言 日本復興７ヶ年計画－経済・産業の構造改革とニュ

ー・パブリック・マネージメントの確立－_本文 
PHP総合研究所 2000 

緊急提言 日本復興７ヶ年計画－経済・産業の構造改革とニュ

ー・パブリック・マネージメントの確立_参考資料編 
PHP総合研究所 2000 

緊急提言 日本復興７ヶ年計画－経済・産業の構造改革とニュ

ー・パブリック・マネージメントの確立_要約 
PHP総合研究所 2000 

日本の政府部門の財務評価－accountablilty の欠如が招いた政

府の債務超過の実態－_要約 
PHP総合研究所 1999 

日本のインテリジェンス体制―変革へのロードマップ―_提言書 PHP総合研究所 2006 

日本のインテリジェンス体制―変革へのロードマップ―_PHP 政

策フォーラム議事録 
PHP総合研究所 2006 

自律的な安全保障戦略の確立に向けて―米軍変革・再編を日本の

安全を高めるチャンスと捉える―_提言書 
PHP総合研究所 2005 

教育再生への緊急提言_提言書 PHP総合研究所 2006 

活力ある教育の再生を目指して－学校・教師・親・教育委員会を

元気にする提言_提言書 
PHP総合研究所 2005 
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タイトル 出版者 出版年 

新たな脅威とのたたかい－東京都杉並区・バイオテロ対処図上演

習・報告と提言 
PHP総合研究所 2006 

政策提言-国民が選択できる自立型社会保障制度の確立 PHP総合研究所 2007 

ビジネス難問の解き方 PHP研究所 2002 

必ず勝つ!!面接の受け方 法研 2007 

必ず勝つ!!履歴書・職務経歴書 法研 2007 

不都合な相手と話す技術 東洋経済新報社 2010 

リーダーシップ強化ノート 東洋経済新報社 2007 

相続・遺言・葬儀・墓準備の事典 法研 2012 

クビにならないビジネスメール インプレスジャパン 2010 

私たちはこう言った!こう書いた!合格実例集&セオリー 2013 エ

ントリーシート編 
PHP研究所 2011 

私たちはこう言った!こう書いた!合格実例集&セオリー 2013 面

接編 
PHP研究所 2011 

すぐ役立つ文書・書式大事典 法研 2010 

なるほど!「ゲーム理論」がイチからわかる本 すばる舎 2011 

エグゼクティブ秘書の「気配り」メモ すばる舎 2011 

プレゼン以前の発表の技術 すばる舎 2011 

産業医が診た！上司のカルテ すばる舎 2012 

ぜひ会いたい!と思わせる履歴書・職務経歴書・添え状の書き方 すばる舎 2006 

説得するのが「苦手」な人のための「論理的」に話す技術 すばる舎 2008 

「為替」がわかると経済の動きが読めてくる! すばる舎 2009 

資格の合否は「ノート」で決まる! すばる舎 2009 

「企画書」の基本&書き方がイチから身につく本 すばる舎 2009 

「ピラミッド構造」で考える技術 すばる舎 2010 

「ビジネス数字」基本の入門書 すばる舎 2010 

「デフレ」がわかると経済の動きが読めてくる! すばる舎 2010 

初めてでも読み解ける!「経済指標」の見方&読み方決定版 すばる舎 2010 

合格（ウカ）る技術 すばる舎 2011 

4 自然科学 

管理栄養士国家試験受験必修キーワード集 女子栄養大学 2010 

管理栄養士国家試験受験必修データ・資料集 女子栄養大学 2009 

5 技術・工学 
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タイトル 出版者 出版年 

大きな字でわかりやすい iPad アイパッド超入門 電子版 技術評論社 2016 

働く高齢者の安全・健康管理 労働新聞社 2015 

地域とともに生きる建設業 2 北からの挑戦 中西出版 2015 

今すぐ使えるかんたん Word 2016 電子版 技術評論社 2015 

地域とともに生きる建設業 中西出版 2014 

素材は国家なり 東洋経済新報社 2011 

6 産業 

ビジネス英語は IR レポートで学べ! 電子版 東洋経済新報社 2014 

セールストークの「超」基本!70 すばる舎 2014 

クチコミデザイン すばる舎 2014 

マーケティング・インタビューのプロ モデレーター聞き出す技

術 
すばる舎 2014 

最強の営業戦略 電子版 東洋経済新報社 2013 

世界一やさしいテレアポ&電話営業の本 すばる舎 2011 

店長の教科書 すばる舎 2012 

7 美術・芸術 

オリンピックボランティアになるための本(impress mook) 
インプレスジャ

パン 
2014 

デジタル一眼基本&撮影ワザ 
インプレスジャ

パン 
2011 

8 言語 

人前で 3 分、あがらずに話せる!33のルール すばる舎 2014 

表現力豊かに、気の利いた文章が書ける すばる舎 2014 

1 回の会議・打ち合わせで必ず結論を出す技術 電子版 東洋経済新報社 2013 

言えそうで言えない英語表現 研究社 1999 

英語でビジネス交渉! 研究社 1999 

英語のスタイルブック 研究社 1999 

ビジネスマン必須英単語 1000 研究社 2002 

大学生のための論理的に書き、プレゼンする技術 東洋経済新報社 2006 

なにげにてごわい日本語 すばる舎 2011 

すっきり！わかりやすい！文章が書ける すばる舎 2011 

誰でも 60分以上スイスイ講演ができるコツ すばる舎 2010 

ほんとうは大学生のために書いた日本語表現練習帳 すばる舎 2010 



 

6 

 

タイトル 出版者 出版年 

調査結果 

2006年 ゴルフアパレル市場に関する調査結果について(抜粋) 
DELTA i.D.総合

研究所 
 

2006年 スポーツシューズ市場に関する調査結果について(抜粋) 
DELTA i.D.総合

研究所 
 

2006年 アウトドア用品市場に関する調査結果について(抜粋) 
DELTA i.D.総合

研究所 
 

2006 年 スポーツウエア市場に関する調査結果についてライフス

タイルマーケティング(抜粋) 

DELTA i.D.総合

研究所 
 

2006年 スポーツ用品市場構造研究調査結果(抜粋) 
DELTA i.D.総合

研究所 
 

2006年 メンズアパレル市場に関する調査結果について(抜粋) 
DELTA i.D.総合

研究所 
 

2006年 ユニフォーム・学生服市場に関する調査結果について(抜

粋) 

DELTA i.D.総合

研究所 
 

2006年 供養市場に関する調査結果について(抜粋) 
DELTA i.D.総合

研究所 
 

アニメーション産業に関する最新調査結果について(抜粋) 
DELTA i.D.総合

研究所 
 

エステティックサロン産業の最新市場動向(抜粋) 
DELTA i.D.総合

研究所 
 

メンズビューティ市場の最新動向(抜粋) 
DELTA i.D.総合

研究所 
 

2007年 ベビー・キッズアパレル市場に関する調査結果について

(抜粋) 

DELTA i.D.総合

研究所 
 

『マンション管理業界の現状と今後の展望』の発行について(抜

粋) 

DELTA i.D.総合

研究所 
 

2006年 映画産業構造に関する調査結果について(抜粋) 
DELTA i.D.総合

研究所 
 

家具・インテリア小売市場に関する調査結果について(抜粋) 
DELTA i.D.総合

研究所 
 

成長する 3つの小売形態に関する最新調査結果について(抜粋) 
DELTA i.D.総合

研究所 
 

2006 年 太陽エネルギー利用システム市場の構造研究の発行に

ついて(抜粋) 

DELTA i.D.総合

研究所 
 

「2006年 低公害自動車の開発と市場構造研究」の調査結果につ

いて(抜粋) 

DELTA i.D.総合

研究所 
 

2006年物流産業構造に関する調査結果について(抜粋) 
DELTA i.D.総合

研究所 
 

フラッシュメモリ、HDD、次世代 DVD など外部記憶装置の世界市

場を調査 
富士キメラ 2007 

特殊ルートに関する調査を実施(抜粋) 富士経済 2007 

電力･ガス自由化市場､エネルギーソリューションサービス市場

の調査を実施(抜粋) 
富士経済 2007 
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タイトル 出版者 出版年 

2006 年の調味料･調味食品･ペットフードなど加工食品市場調査

を報告(抜粋) 
富士経済 2007 

機能志向食品に関する市場調査を実施(抜粋) 富士経済 2007 

マイクロマシン関連市場調査を実施(抜粋) 富士経済 2007 

通販・ｅ－コマース市場調査を実施(抜粋) 富士経済 2007 

医薬部外品市場（化粧品･トイレタリー分野）の調査を報告(抜粋) 富士経済 2007 

大気・排ガス、バイオマスなど環境関連事業調査を実施(抜粋) 富士経済 2007 

住宅設備・建材市場の調査を実施(抜粋) 富士経済 2007 

ＭＥＭＳデバイス､ＭＥＭＳ製造装置､ナノマテリアルの世界市

場調査を実施 
富士キメラ総研 2007 

2006年の飲料市場(アルコール飲料を除く)調査を報告 富士経済 2007 

危機管理関連ビジネス市場の調査を実施(抜粋) 富士経済 2007 

ＤＮＡチップ、再生医療など国内のバイオビジネス市場調査を実

施(抜粋) 
富士経済 2007 

光機能材料・製品市場の調査を実施 富士経済 2007 

サービス産業 100市場の調査を実施 富士グローバル 2007 

ＩＴＳ関連市場の調査を実施 富士キメラ総研 2007 

燃料電池・関連技術の調査を実施(抜粋) 富士経済 2007 

2006年の加工食品 29分野 364品目市場の調査を総括分析 富士経済 2007 

主要臨床検査薬・機器メーカー35社を調査(抜粋) 富士経済 2007 

特殊光源・一般照明の調査を実施 富士経済 2007 

特保、サプリメント市場調査を実施 富士経済 2007 

エンベデッド（組込み）システム市場の調査を実施(抜粋) 富士経済 2007 

糖尿病治療剤、高脂血症治療剤など医療用医薬品 10 薬効領域の

調査を実施(抜粋) 
富士経済 2007 

世界半導体材料市場の調査を実施(抜粋) 富士経済 2007 

注目エレクトロニクス製品及び部品 55 品目の世界市場を調査 富士キメラ総研 2007 

微粉体、ナノマテリアル市場の調査を実施 富士キメラ総研 2007 

健康食品・化粧品・トイレタリー用品向け機能性素材市場を調査 富士経済 2007 

中国の菓子加工品、農・水・畜産加工品など 26 品目市場の調査

を実施(抜粋) 
富士経済 2007 

スキンケア９品目、フレグランス７品目の化粧品市場の調査を実

施 
富士経済 2007 

健康食品利用実態調査を実施 富士経済 2007 

一般用医薬品市場（胃腸薬･目薬･外皮用薬など 21 品目）の調査

結果を報告(抜粋) 
富士経済 2007 

中国における小売チェーンの実態調査結果(抜粋) 富士経済 2007 
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タイトル 出版者 出版年 

４分野 35製品向け大型二次電池と部材の市場を調査(抜粋) 富士経済 2007 

医療用医薬品 12薬効領域の調査を実施(抜粋) 富士経済 2007 

一般消費者向けデジタルＡＶ機器５分野 60品目の調査を実施 富士キメラ総研 2007 

ヘアケア・ヘアメイク６品目、メンズコスメ５品目の化粧品市場

調査を実施(抜粋) 
富士経済 2007 

パッケージソフトウェア市場の調査を実施 富士キメラ総研 2007 

一般用医薬品市場（感冒薬･催眠鎮静剤など 23薬効）の調査結果

を報告 
富士経済 2007 

半導体パッケージとその材料、装置など 75 品目の世界市場を調

査 
富士キメラ総研 2007 

ホームネットワーク機器用デバイスの世界市場調査を実施 富士キメラ総研 2007 

清涼飲料水の国内市場調査を実施(抜粋) 富士経済 2007 

エレクトロニクス製品向け樹脂材料の世界市場を調査 富士経済 2007 

メイクアップ 10 品目、ボディケア７品目の化粧品市場調査を実

施(抜粋) 
富士経済 2007 

バイオテクノロジー関連市場の調査を実施(抜粋) 富士経済 2007 

チルド食品市場の調査を実施(抜粋) 富士経済 2007 

ＳＰＯＴ（簡便・迅速）検査の国内市場調査を実施 富士経済 2007 

セキュリティ機器・システム/サービス市場の調査を実施(抜粋) 富士経済 2007 

機能性プラスチックコンパウンドのアジア市場を調査 富士経済 2007 

合成洗剤､室内用芳香･消臭剤などトイレタリー用品３分野 31 品

目を調査 
富士経済 2007 

養液栽培､生物農薬など新展開のアグリビジネス市場を調査(抜

粋) 
富士経済 2007 

燃料電池セル・スタック関連部材、水素（燃料）関連市場調査を

実施 
富士経済 2007 

国内エネルギー関連システム９分野 91 品目市場を調査(抜粋) 富士経済 2007 

世界の一次電池・二次電池市場の調査を実施(抜粋) 富士経済 2007 

世界の液晶関連 ディスプレイデバイス及び応用製品の市場調査

を実施 
富士キメラ総研 2007 

ファーストフード、テイクアウトなど外食市場の調査を実施 富士経済 2007 

ドリンク剤・ビタミン剤など一般用医薬品市場の調査を実施 富士経済 2007 

世界の主要白物･小物家電製品の生産動向を調査(抜粋) 富士経済 2007 

国内食品ギフト市場の調査を実施(抜粋) 富士経済 2007 

ファミリーレストラン、喫茶など外食市場の調査を実施(抜粋) 富士経済 2007 

ＰＨＰ健康保険制度に関するアンケート_調査結果発表 PHP総合研究所 2006 

計 ２１５（点） 


