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書名 著編者名 書名 著編者名 書名 著編者名

1
リテラシーズ 1 ―ことば・文化・社会の日本語教育へ
―

リテラシーズ研究会 30
ドイツ王侯コレクションの文化史 ―禁断の知とモノの
世界―

森　貴史 59
イギリス文学 ―名作と主人公―（明快案内シリーズ .
読書入門 : archive edition）

立野　正裕

2
リテラシーズ 2 ―ことば・文化・社会の日本語教育へ
―

リテラシーズ研究会 31 1分子生物学 （Dojin bioscience series 17） 原田　慶恵 60
ロシア文学 ―名作と主人公―（明快案内シリーズ .
読書入門 : archive edition）

水野　忠夫

3
リテラシーズ 3 ―ことば・文化・社会の日本語教育へ
―

リテラシーズ研究会 32 石川 （空撮写真集　昭和50年代の日本の風景 31） 渡部　まなぶ 61
世界少年少女文学 ―リアリズム編―（明快案内シ
リーズ）

定松　正

4
リテラシーズ 4 ―ことば・文化・社会の日本語教育へ
―

リテラシーズ研究会 33
赤ずきんちゃん ―グリム童話より―（にほんご多読
ブックス : Japanese Graded Readers vol.1-7, level 2）

NPO多言語多読 62
食と健康を地理からみると ―地域・食性・食文化―
（人間選書 129）

島田　彰夫

5
21世紀の『日本事情』 第2号 ―日本語教育から文化
リテラシーへ―

21世紀の『日本事情』
編集委員会

34
情報活用学入門 ―情報化社会の「攻め方」・「守り
方」―

大嶋　淳俊 63 教師のためのカウンセリングワークブック 菅野　純

6
21世紀の『日本事情』 第4号 ―日本語教育から文化
リテラシーへ―

21世紀の『日本事情』
編集委員会

35 食ビジネスのおもてなし学 山上　徹 64
桟雲峡雨日記―明治漢詩人の四川の旅（東洋文庫
667）

竹添　進一郎

7
変貌する言語教育 ―多言語・多文化社会のリテラ
シーズとは何か―

佐々木　倫子 36
1からわかる図書館の障害者サービス ―誰もが使え
る図書館を目指して―

佐藤　聖一 65 薬用植物辞典
NTS薬用植物辞典編集
委員会

8 翻訳と異文化 ―原作との「ずれ」が語るもの― 北條　文緒 37
グローバル人材を育てます = Bring up global talented
person

全国ビジネス系大学教
育会議

66 基礎電気回路 新装版 第2版 伊佐　弘

9 21世紀の資本 トマ・ピケティ 38
教職員のための情報モラル&情報セキュリティ ―事例
でわかるトラブル回避法&対応策―

富士通エフ・オー・エム 67
循環器の病気ずかん ―心臓ビギナー集まれ!治療も
ケアもしっかりわかる―（ハートナーシング 2017年春

木原　康樹

10
コミュニティ通訳 ―多文化共生社会のコミュニケー
ション―

水野　真木子 39
医療ツーリズム ―アジア諸国の状況と日本への導入
可能性―

羽生　正宗 68
図解・内臓の進化―形と機能に刻まれた激動の歴史
―(ブルーバックスB-1853)

岩堀　修明

11 サムライ異文化交渉史 御手洗　昭治 40
学生による学生のためのダメレポート脱出法 （アカデ
ミック・スキルズ）

慶應義塾大学日吉キャ
ンパス学習相談員

69
マンガ生物学に強くなる―細胞、DNAから遺伝子工学
まで―(ブルーバックスB-1872)

堂嶋　大輔

12
企業・大学はグローバル人材をどう育てるか ―国際
コミュニケーションマネジメントのすすめ―

本名　信行 41 ワークショップデザイン論 ―創ることで学ぶ― 山内　祐平 70
通訳ガイドというおしごと―仕事の始め方から技術を
磨くコツまで

島崎　秀定

13
Amazon (アマゾン) Kindle (キンドル) クリエイティブ読
書術 （できるポケット）

倉園　佳三 42 キャリア教育論 ―仕事・学び・コミュニティ― 荒木　淳子 71 TOEIC L&Rテスト究極のゼミ　Part2&1
西嶋　愉一
ヒロ前田

14 SPI [2017年度版] ―要点マスター!― マイナビ編集部 43 くらしの薬草と漢方薬 ―ハーブ・民間薬・生薬― 水野　瑞夫 72 TOEIC L&Rテスト究極のゼミ　Part3&4
早川　幸治
ヒロ前田

15
Around the world in eighty days （Macmillan readers
1, starter level）

Jules Verne 44
だから医学は面白い ―幻 (ビジョン) を追い続けた私
の軌跡―

日野原　重明 73 TOEIC L&Rテスト究極のゼミ　Part5&6 ヒロ前田

16
保険薬剤師による今、本当に薬剤師の仕事が面白い
―現場の保険薬剤師がおくるジェネリックから服薬指

横井　正之 45 マルクス=宇野経済学とともに 柴垣　和夫 74 TOEIC L&Rテスト究極のゼミ　Part7 ヒロ前田

17 漢方薬の考え方,使い方 加島　雅之 46
現代台湾を知るための60章  第2版（エリア・スタ
ディーズ 34）

亜州奈　みづほ 75
2カ月で攻略TOEIC L&Rテスト600点! ―あと40日―
（残り日数逆算シリーズ）

溝口　優美子
中村　信子

18 身につく漢方処方 ―基本30生薬と重要13処方― 入江　祥史 47
アメリカの歴史を知るための62章  第2版（エリア・スタ
ディーズ 10）

富田　虎男 76
2カ月で攻略TOEIC L&Rテスト730点! （残り日数逆算
シリーズ）

横本　勝也
早川　幸治

19
生薬単 ―語源から覚える植物学・生薬学名単語集 :
ギリシャ語・ラテン語―改訂第2版

原島　広至 48
イギリスを知るための65章 第2版（エリア・スタディー
ズ 33）

近藤　久雄 77
3週間で攻略TOEIC L&Rテスト730点! （残り日数逆算
シリーズ）

小山　克明
姜　英徹

20 世界まちづくり事典 井上　繁 49
中国の歴史を知るための60章 （エリア・スタディーズ
87）

並木　頼壽 78
TOEIC testリスニング出るとこだけ! ―直前5日間で
100点伸ばす!―

小石　裕子

21 日本まちづくり事典 井上　繁 50
オーストラリアを知るための58章 第3版第2刷（エリア・
スタディーズ 7）

越智　道雄 79
英語でボランティアガイド ―心構えから英語フレーズ
まで―

葛西　朋子

22
薬剤師のトリアージ実践ガイド ―視診・バイタルサイ
ン・問診による病態の捉え方―

佐仲　雅樹 51 身体のからくり事典 杉崎　紀子 80 地球の歩き方 C10 ニュージーランド '18-'19 改訂 地球の歩き方編集室

23 47都道府県・伝統行事百科 神崎　宣武 52
日本人はなぜ国際人になれないのか ―翻訳文化大
国の蹉跌―

榊原　英資 81 地球の歩き方 C11 オーストラリア '17-'18 改訂 地球の歩き方編集室

24 現代イギリス読本 川成　洋 53
プロフェッショナル・プレゼンテーション （アクション・
ラーニング・シリーズ）

土井　哲 82 地球の歩き方 D01 中国 '17-'18 改訂 地球の歩き方編集室

25 47都道府県・地名由来百科 谷川　彰英 54 全47都道府県幸福度ランキング 2014年版 日本総合研究所 83 地球の歩き方 D12 韓国 '18-'19 改訂 地球の歩き方編集室

26 観光を学ぶ 白土　健 55 クリスマスの文化史 若林　ひとみ 84 地球の歩き方 D17 タイ '17-'18 改訂 地球の歩き方編集室

27 姓氏家系歴史伝説大事典 志村　有弘 56 新編英語教育指導法事典 米山　朝二 85 地球の歩き方 D20 シンガポール '18-'19 改訂 地球の歩き方編集室

28
東アジアのサブカルチャーと若者のこころ （アジア遊
学 149）

千野　拓政 57 英語のおさらい （おとなの楽習 3） 稲葉　剛 86 地球の歩き方 D21 ベトナム '17-'18 改訂 地球の歩き方編集室

29 東北近代文学事典
日本近代文学会東北
支部

58
ドイツ文学 ―名作と主人公―（明快案内シリーズ . 読
書入門 : archive edition）

保坂　一夫 87
インターンシップ 2019年度版 ―仕事のホントを知る!
見る!考える!―（内定獲得のメソッド）

岡　茂信／才木　弓加
／美土路　雅子

2



書名 著編者名 書名 著編者名 書名 著編者名

88
エントリーシート完全突破塾 2019年度版 （内定獲得
のメソッド）

岡　茂信 117 ここに目をつける！脳波判読ナビ 飛松　省三 146 チェックアウト管理 （海外経営名著シリーズ 6）
エドワード・M.ハーウェ
ル

89
面接自己PR志望動機 2019年度版 （内定獲得のメ
ソッド）

才木　弓加 118 心電図パーフェクトガイド(循環器臨床サピア10) 山下　武志 147 小売業経営概論 （海外経営名著シリーズ 7） S.イヴ・ゴッドフレイ

90
面接担当者の質問の意図 2019年度版 （内定獲得の
メソッド）

才木　弓加 119 絵でまるわかり分子標的抗がん薬 石川　和宏 148
スーパーマーケットの立地条件 （海外経営名著シリー
ズ 8）

バーナード・J.ケイン,Jr.

91
就活ノートの作り方 2019年度版 （内定獲得のメソッ
ド）

才木　弓加 120 生体のしくみ標準テキスト　新しい解剖生理 高松　研 149
集配送センターの計画と管理 （海外経営名著シリー
ズ 9）

アンドリュウ・J・ブリッグ
ス

92
就職活動がまるごと分かる本 2019年度版 ―いつ?ど
こで?なにをする?―（内定獲得のメソッド）

岡　茂信 121
災害看護の基礎知識と災害急性期の医療・看護(目で
見る災害看護　1)

150
セルフサービス経営入門 （海外経営名著シリーズ
10）

ラルフ・G.トウジイ

93
業界&職種研究ガイド 2019年度版 ―自分に合った仕
事は何だろう?―（内定獲得のメソッド）

岡　茂信 122
災害時の地域における医療・看護(目で見る災害看護
2)

151
最新スーパーマーケット経営 続 （海外経営名著シ
リーズ 11）

エドワード・A.ブランド

94
面接&エントリーシート 2019年度版 ―要点マスター!
―

才木　弓加 123 科研費獲得の方法とコツ 児島　将康 152 「衝動買い」が止まらない！ 金子　哲雄

95 就活マナー 2019年度版 ―要点マスター!― 美土路　雅子 124
輸液ポンプ、シリンジポンプ 【動画】（ME機器の知識と
技術 1）

153 観光とサービスの心理学 ―観光行動学序説―第2版 前田　勇

96
新ディズニーランドの空間科学 ―夢と魔法の王国の
つくり方―新版

山口　有次 125 除細動器 【動画】（ME機器の知識と技術 2） 154
線形モデルからの出発 ―統計学の基礎 1―（統計科
学のフロンティア 1）

竹村　彰通

97
殻を突き破るキャリアデザイン ―就活・将来の思い込
みを解いて自由に生きる = Career design for break

筒井　美紀 126 低圧持続吸引器 【動画】（ME機器の知識と技術 3） 155
統計学の基礎概念を見直す ―統計学の基礎 2―（統
計科学のフロンティア 2）

竹内　啓

98 絶好調企業 （週刊東洋経済eビジネス新書 No.204） [東洋経済] 編集局 127
パルスオキシメーター、ETCO2モニター 【動画】（ME機
器の知識と技術 4）

156
モデル選択 ―予測・検定・推定の交差点―（統計科
学のフロンティア 3）

下平　英寿

99 小論文これだけ 模範解答超基礎編
樋口　裕一
大原　理志

128
動脈モニタリング、スワンガンツカテーテル 【動画】
（ME機器の知識と技術 5）

157
多変量解析の展開 ―隠れた構造と因果を推理する
―（統計科学のフロンティア 5）

甘利　俊一

100 診断に直結する検査値の読み方事典 池田　均 129 ペースメーカー 【動画】（ME機器の知識と技術 6） 158
経済時系列の統計 ―その数理的基礎―（統計科学
のフロンティア 8）

刈屋　武昭

101 パーフェクトガイド検査値事典 第2版 中原　一彦 130 血液浄化装置 【動画】（ME機器の知識と技術 7） 159
言語と心理の統計 ―ことばと行動の確率モデルによ
る分析―（統計科学のフロンティア 10）

金　明哲

102
ワンランク上の検査値の読み方・考え方 ―ルーチン
検査から病態変化を見抜く―第2版

本田　孝行 131 IABP 【動画】（ME機器の知識と技術 8） 160 数理経済学の源流と展開 武藤　功

103
検査値の読み方・考え方 ―専門医からのアドバイス
―第2版

西崎　統
村田　満

132 PCPS 【動画】（ME機器の知識と技術 9） 161
類似性の構造と判断 ―他者との比較が消費者行動
を変える―

澁谷　覚

104
写真とイラストでよくわかる!注射・採血法 ―適切な進
め方と, 安全管理のポイント―改訂版（ビジュアル基本

菅野　敬之 133
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）

小島　精一 162
現代マーケティング・リサーチ ―市場を読み解くデー
タ分析―

照井　伸彦

105
Giardia and Cryptopsoridium:From Molecules to
Disease

134
大日本印刷株式会社史 ―七十五年の歩み―（社史
で見る日本のモノづくり 8）

大日本印刷株式会社 163 ゲーム理論ワークブック 岡田　章

106
教科書だけじゃ足りない絶対必要な生物学的背景か
ら最新の分子生物学まで楽しく学べる名物講義 （分

井出　利憲 135 44の例題で学ぶ計量経済学 ―econometrics― 唐渡　広志 164 統計学の基礎 （講座情報をよむ統計学 1） 上田　尚一

107
細胞の増殖とシグナル伝達の細胞生物学を学ぼう
（分子生物学講義中継 Part2）

井出　利憲 136
Rで学ぶ統計データ分析 ―マーケティングデータを分
析しながら正しい理論と分析力を身につける―

本橋　永至 165 統計学の論理 （講座情報をよむ統計学 2） 上田　尚一

108
発生・分化や再生のしくみと癌，老化を個体レベルで
理解しよう （分子生物学講義中継 Part3）

井出　利憲 137
サービスデザイン ―ユーザーエクスペリエンスから事
業戦略をデザインする―

Andy Polaine 166 統計学の数理 （講座情報をよむ統計学 3） 上田　尚一

109
細胞生物学と生化学の基礎から生物が成り立つしく
みを知ろう （分子生物学講義中継 Part0 上巻）

井出　利憲 138 不確実性下の意思決定理論 イツァーク・ギルボア 167 統計グラフ （講座情報をよむ統計学 4） 上田　尚一

110
代謝と遺伝学の基礎を知り，生命を維持するしくみを
学ぼう （分子生物学講義中継 Part0 下巻）

井出　利憲 139 消費の美学 ―消費者の感性とは何か― 牧野　圭子 168 統計の誤用・活用 （講座情報をよむ統計学 5） 上田　尚一

111
生物の多様性と進化の驚異 （分子生物学講義中継
番外編）

井出　利憲 140 観光政策への学際的アプローチ 高崎経済大学地域科学研究所169
質的データの解析 ―調査情報のよみ方―（講座情報
をよむ統計学 6）

上田　尚一

112 ファーストタッチ人工呼吸器 石橋　一馬 141
スーパーマーケット ―流通革命の先駆者―（海外経
営名著シリーズ）

M.M.ジンマーマン 170 微分・積分30講 （数学30講シリーズ 1） 志賀　浩二

113 標準頸動脈エコー 松尾　汎 142
チェーンストア ―米国100年史―（海外経営名著シ
リーズ）

ゴドフリー・M・レブハー 171 線形代数30講 （数学30講シリーズ 2） 志賀　浩二

114 人体生理学ノート　第8版 岡田　隆夫 143
最新スーパーマーケット経営 （海外経営名著シリー
ズ）

エドワード・A.ブランド 172 集合への30講 （数学30講シリーズ 3） 志賀　浩二

115 レジデントのためのこれだけ心電図 佐藤　弘明 144 フランチャイズ・チェーン （海外経営名著シリーズ 4） ハリー・カーシュ 173 位相への30講 （数学30講シリーズ 4） 志賀　浩二

116 不整脈を科学する(別冊・医学のあゆみ) 青沼　和隆 145
ボランタリー・チェーンの運営と仕入 （海外経営名著
シリーズ 5）

クリスティナ・ファロップ 174 解析入門30講 （数学30講シリーズ 5） 志賀　浩二
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書名 著編者名 書名 著編者名 書名 著編者名

175 ルベーグ積分30講 （数学30講シリーズ 9） 志賀　浩二 204 内科学書　1　改訂第9版 南学　正臣 233 Annual review of microbiology vol.74

176 固有値問題30講 （数学30講シリーズ 10） 志賀　浩二 205 内科学書　2　改訂第9版 南学　正臣 234 Annual review of pharmacology and toxicology vol.60

177
消費者行動のモデル （シリーズマーケティング・エン
ジニアリング 3）

木戸　茂 206 内科学書　3　改訂第9版 南学　正臣 235 Annual review of physiology vol.82

178
ブランド評価手法 ―マーケティング視点によるアプ
ローチ―（シリーズマーケティング・エンジニアリング

守口　剛 207 内科学書　4　改訂第9版 南学　正臣 236 内定獲得のメソッド　エントリーシート完全突破塾 マイナビ出版編集部

179 マーケティングの統計モデル （統計解析スタンダード） 佐藤　忠彦 208 内科学書　5　改訂第9版 南学　正臣 237 内定獲得のメソッド　面接　自己PR　志望動機 マイナビ出版編集部

180 頑健回帰推定 （統計ライブラリー） 蓑谷　千凰彦 209 内科学書　6　改訂第9版 南学　正臣 238 内定獲得のメソッド　面接担当者の質問の意図 マイナビ出版編集部

181
はじめての統計データ分析 ―ベイズ的「ポストp値時
代」の統計学―

豊田　秀樹 210 内科学書　別巻　改訂第9版 南学　正臣 239
内定獲得のメソッド　自己分析：適職へ導く書き込み
式ワークシート

マイナビ出版編集部

182 統計的因果推論 （統計解析スタンダード） 岩崎　学 211 カントの批判的法哲学 松本　和彦 240 内定獲得のメソッド　一般常識　即戦力問題集 マイナビ出版編集部

183 行動科学における統計解析法 芝　祐順 212 Annual review of biochemistry vol.88 241 要点マスター！SPI マイナビ出版編集部

184 ベイズモデリングによるマーケティング分析 照井　伸彦 213
Annual review of cell and developmental biology
vol.35

242 要点マスター！一般常識 マイナビ出版編集部

185
消費者行動の科学 ―サービス工学のための理論と
実践―

北島　宗雄 214 Annual review of genetics vol.53 243 要点マスター！面接＆エントリーシート マイナビ出版編集部

186
なぜ、日本人はモノを買わないのか? ―1万人の時系
列データでわかる日本の消費者―

野村総合研究所 215 Annual review of microbiology vol.73 244 要点マスター！就活マナー マイナビ出版編集部

187
B to Bマーケティング ―日本企業のための成長シナ
リオ―

余田　拓郎 216 Annual review of pharmacology and toxicology vol.59 245 でるとこだけのSPI マイナビ出版編集部

188 計量経済学 （サピエンティア） 黒住　英司 217 Annual review of physiology vol.81 246

189 ルービンシュタイン　ゲーム理論の力 アリエル・ルービンシュタイン218 いちばんやさしい医療統計：徹底図解 吉田　寛輝 247

190 最小二乗法の歴史 安藤　洋美 219 血液細胞アトラス　第6版 通山　薫 248

191
確率論史 : 新装版 ―パスカルからラプラスの時代ま
での数学史の一断面―

Isaac, Todhunter 220 TOEIC®L&Rテスト　Part5 語彙問題だけ555 西嶋　愉一 249

192 確率論の黎明 : 新装版 安藤　洋美 221
TOEIC®L&Rテスト　やたらと出る英単語クイックマス
ター+

テッド寺倉 250

193
マス・カスタマイゼーション戦略のメカニズム ―個客
対応マーケティングの実践と成果 = Mass‐

片野　浩一 222 キクタンTOEIC L&Rテスト　SCORE600 一杉　武史 251

194
こだわりと日本人 ―若者の新生活感 : 選択基準と購
買行動―

辻　幸恵 223 キクタンTOEIC L&Rテスト　SCORE800 一杉　武史 252

195
コンテンツの多様性 ―多様な情報に接しているのか
―

浅井　澄子 224 TOEIC®L&Rテスト　究極の模試600問+ ヒロ前田 253

196
フィールドデータによる統計モデリングとAIC （ISMシ
リーズ : 進化する統計数理 2）

島谷　健一郎 225
コピペしないレポートから始まる研究倫理 ―その一
線、越えたらアウトです!―（ライフサイエンス選書）

上岡　洋晴 254

197
ロバスト統計 ―外れ値への対処の仕方―（ISMシリー
ズ : 進化する統計数理 6）

藤澤　洋徳 226 大学生のための情報リテラシー 張　磊 255

198 Annual review of biochemistry vol.87 227
思考を鍛える大学の学び入門 ―論理的な考え方・書
き方からキャリアデザインまで―第2版

井下　千以子 256

199
Annual review of cell and developmental biology
vol.34

228
大学生のための知的技法入門 第3版（アカデミック・
スキルズ）

佐藤　望 257

200 Annual review of genetics vol.52 229
生体のしくみ標準テキスト－新しい解剖生理－　第3
版

高松　研 258

201 Annual review of microbiology vol.72 230 Annual review of biochemistry vol.89 259

202 Annual review of pharmacology and toxicology vol.58 231
Annual review of cell and developmental biology
vol.36

260

203 Annual review of physiology vol.80 232 Annual review of genetics vol.54 261
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