
eBook Collection (EBSCOhost) 茨城大学

No. 分野 出版社名 書名 編集者／著者
プリント版の

ISBN
eBook版の

ISBN
プリント版

出版年
備考

1 医学
医歯薬出
版

新訂 和漢薬 赤松金芳 9784263737019 9784263110010 1970 茨城大学教育研究助成会寄贈

2 医学
医歯薬出
版 新訂 和漢薬　處方集 赤松金芳 9784263737026 9784263110027 1980 茨城大学教育研究助成会寄贈

3 医学 朝倉書店 日本人のからだ-健康・身体データ集－ 鈴木隆雄著 9784254101386 9784254941043 1996 茨城大学教育研究助成会寄贈

4 医学 朝倉書店 薬の事典 宮崎利夫・朝長文彌編 9784254101782 9784254941067 2001 茨城大学教育研究助成会寄贈

5 医学 朝倉書店 足の事典 山崎信寿編 9784254200966 9784254942026 1999 茨城大学教育研究助成会寄贈

6 医学 朝倉書店 日中英医学対照用語辞典
日中英医学対照用語辞典編
集委員会編

9784254300512 9784254943016 1994 茨城大学教育研究助成会寄贈

7 医学 朝倉書店 医学略語辞典
和田攻・長橋捷・山崎信
行・藤田俊一編

9784254300581 9784254943023 2000 茨城大学教育研究助成会寄贈

8 医学 朝倉書店 ホルモンの事典
清野裕・千原和夫・名和田
新・平田結喜緒編

9784254300741 9784254943047 2004 茨城大学教育研究助成会寄贈

9 医学 朝倉書店 ストレスの事典 河野友信・石川俊男編 9784254300598 9784254943030 2005 茨城大学教育研究助成会寄贈

10 医学 朝倉書店 和漢薬の事典
富山医科薬科大学和漢薬研
究所編

9784254340082 9784254943412 2002 茨城大学教育研究助成会寄贈

11 医学 朝倉書店 栄養・生化学辞典 野口忠編著 9784254430752 9784254944327 2002 茨城大学教育研究助成会寄贈

12 医学 朝倉書店 身体のからくり事典 杉崎紀子著 9784254640298 9784254946413 2001 茨城大学教育研究助成会寄贈
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13 化学 アルク 新装版 英和学習基本用語辞典 化学
用語監修 ： 藤澤皖
用語解説 ： 新井正明

9784757415737 9784757415164 2009 茨城大学教育研究助成会寄贈

14 化学 朝倉書店 応用化学シリーズ１．無機工業化学
太田健一郎、仁科辰夫、
佐々木健

9784254255812 9784254961317 2002

15 化学 朝倉書店 応用化学シリーズ２．有機資源化学
多賀谷英幸、進藤隆世志、
大塚康夫

9784254255829 9784254961324 2002

16 化学 朝倉書店 応用化学シリーズ３．高分子工業化学 山岡亜夫 9784254255836 9784254961331 2003

17 化学 朝倉書店 応用化学シリーズ４．化学工学の基礎
柘植秀樹、上ノ山周、佐藤
正之

9784254255843 9784254961348 2000

18 化学 朝倉書店 応用化学シリーズ５．機能性セラミックス化学
掛川一幸、山村博、植松敬
三

9784254255850 9784254961355 2004

19 化学 朝倉書店 応用化学シリーズ６．触媒化学
上松敬禧、中村潤児、内藤
周弌、三浦弘

9784254255867 9784254961362 2004

20 化学 朝倉書店 応用化学シリーズ７．電気化学の基礎と応用 9784254255874 9784254961379 2004

21 化学 朝倉書店 元素の事典 馬淵久夫編 9784254140446 9784254941418 1994 茨城大学教育研究助成会寄贈

22 化学 朝倉書店 分離分析化学事典 日本分析化学会編 9784254140545 9784254941425 2001 茨城大学教育研究助成会寄贈

23 化学 朝倉書店 塗装ハンドブック 石塚末豊・中道敏彦編 9784254200843 9784254942019 1996 茨城大学教育研究助成会寄贈

24 化学 朝倉書店 化学工学ハンドブック 荻野文丸総編集 9784254250305 9784254942514 2004 茨城大学教育研究助成会寄贈
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25 化学 朝倉書店 顔料の事典 伊藤征司郎総編集 9784254252439 9784254942521 2000 茨城大学教育研究助成会寄贈

26 科学技術 朝倉書店 日中英機械対照用語辞典
日中英用語辞典編集委員会
編

9784254230871 9784254942316 1996 茨城大学教育研究助成会寄贈

27 科学技術 朝倉書店 木材科学ハンドブック 岡野 健・祖父江信夫 9784254470390 9784254944716 2006 茨城大学教育研究助成会寄贈

28 科学技術 朝倉書店 図解電気工学事典 岩本 洋 9784254220445 9784254942217 1995 茨城大学教育研究助成会寄贈

29 科学技術
日外アソ
シエーツ 科学技術45万語英和対訳大辞典 日外アソシエーツ 9784816916823 9784816982408 2001 茨城大学教育研究助成会寄贈

30 家政学 朝倉書店 新版 家政学事典 日本家政学会編 9784254600193 9784254946055 2004 茨城大学教育研究助成会寄贈

31 教育学 アルク はじめての留学スーパーガイド アルク留学研究会 9784757415768 9784757415119 2009 茨城大学教育研究助成会寄贈

32 経済・経営学 岩波書店 古典派経済学と近代経済学 根岸隆 9784000007757 9784007100505 1981 茨城大学教育研究助成会寄贈

33 経済・経営学 岩波書店 経済学と歴史認識 平田清明 9784000004923 9784007100550 1971 茨城大学教育研究助成会寄贈

34 経済・経営学
中央経済
社 eビジネス用語英和辞典 菊地義明 9784502361104 9784502495601 2002 茨城大学教育研究助成会寄贈

35 経済・経営学
中央経済
社 ベーシック経営学辞典

片岡信之・齊藤毅憲・佐々
木恒男・高橋由明・渡辺峻
編著

9784502375903 9784502495502 2004 茨城大学教育研究助成会寄贈

36 経済・経営学 朝倉書店 金融工学事典
今野浩・刈屋武昭・木島正
明編

9784254290059 9784254942910 2004 茨城大学教育研究助成会寄贈
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37 経済・経営学 文眞堂 現代アジア事典

長谷川啓之監修  上原秀
樹・川上高司・谷口洋志・
辻　忠博・堀井弘一郎・松
金公正 編

9784830946493 9784830900037 2009 茨城大学教育研究助成会寄贈

38 経済・経営学 文眞堂
経営・商学系大学院生のための 論文作成ガイド
ブック　［改訂版］

片岡信之・齊藤毅憲・佐々
木恒男・高橋由明・渡辺
峻 共編著

9784830946929 9784830900051 2010 茨城大学教育研究助成会寄贈

39 経済・経営学 未來社 ドラッカー 三戸公 9784624320478 9784624950651 1971 茨城大学教育研究助成会寄贈

40 芸術
法政大学
出版局 変身の思想 : 日本演劇における演技の論理 今尾　哲也 9784588450013 9784588930171 1982 茨城大学教育研究助成会寄贈

41 芸術
法政大学
出版局 江戸歌舞伎論 服部　幸雄 9784588450105 9784588930195 1980 茨城大学教育研究助成会寄贈

42 芸術 未來社 コメディア・デラルテ ミック 9784624700607 9784624950644 1987 茨城大学教育研究助成会寄贈

43 言語学 岩波書店 言語・知覚・世界 大森荘蔵 9784000004893 9784007100499 1971 茨城大学教育研究助成会寄贈

44 言語学 三省堂 言語学大辞典セレクション ヨーロッパの言語
亀井 孝・河野 六郎・千野
栄一

9784385152059 9784385686523 1998 茨城大学教育研究助成会寄贈

45 言語学
法政大学
出版局 言語と精神

ヴィルヘルム・フォン・フ
ンボルト／亀山　健吉訳

9784588150043 9784588930119 1993 茨城大学教育研究助成会寄贈

46 言語学-英語 三省堂 固有名詞英語発音辞典
大塚高信・寿岳文章・菊野
六夫

9784385151960 9784385686547 1969 茨城大学教育研究助成会寄贈

47 言語学-英語 三省堂 新クラウン英語熟語辞典第３版
大塚高信、小林清一、安藤
貞男偏

9784385104263 9784385686714 1986 茨城大学教育研究助成会寄贈

48 言語学-日本語 アルク 新装版 どんなときどう使う 日本語表現文型辞典 宮本淳 9784757418868 9784757417571 2010 茨城大学教育研究助成会寄贈
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49 言語学-日本語 三省堂 言語学大辞典セレクション 日本列島の言語
亀井 孝・河野 六郎・千野
栄一

9784385152073 9784385686530 1997 茨城大学教育研究助成会寄贈

50 言語学-日本語 朝倉書店 日本語学キーワード事典
小池清治・小林賢次・細川
英雄・犬飼隆編

9784254510225 9784254945119 1997 茨城大学教育研究助成会寄贈

51 建築 理工図書 キーワードで読む建築・都市の環境管理事典 日本環境管理学会 9784844607069 9784844637066 2006 茨城大学教育研究助成会寄贈

52 辞書・事典
日外アソ
シエーツ 人文社会37万語英和対訳大辞典

人文社会対訳大辞典編集委
員会

9784816919022 9784816982507 2005 茨城大学教育研究助成会寄贈

53 自然科学 朝倉書店 自然保護ハンドブック 沼田眞編 9784254101492 9784254941050 1998 茨城大学教育研究助成会寄贈

54 自然科学 朝倉書店 岩石学辞典 鈴木淑夫著 9784254162462 9784254941616 2005 茨城大学教育研究助成会寄贈

55 自然科学 朝倉書店 畜産食品の事典
細野明義・沖谷明紘・吉川
正明・八田一編

9784254430790 9784254944310 2002 茨城大学教育研究助成会寄贈

56 自然科学 朝倉書店 地震の事典 第２版 宇津徳治・嶋 悦三 9784254160536 9784254941630 2001 茨城大学教育研究助成会寄贈

57 自然科学 朝倉書店 タンパク質の事典 猪飼 篤・伏見 譲 9784254171280 9784254941715 2008 茨城大学教育研究助成会寄贈

58 自然科学 朝倉書店 澱粉科学の事典 不破英次・小巻利章 9784254431131 9784254944341 2003 茨城大学教育研究助成会寄贈

59 自然科学 朝倉書店 花粉学事典 日本花粉学会 9784254171389 9784254941722 1994 茨城大学教育研究助成会寄贈

60 自然科学 朝倉書店 セルロースの事典 セルロース学会 9784254470444 9784254944723 2000 茨城大学教育研究助成会寄贈
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61 自然科学
日外アソ
シエーツ

環境問題情報事典 第2版 日外アソシエーツ 9784816916540 9784816982767 2001 茨城大学教育研究助成会寄贈

62 社会科学
法政大学
出版局 日本木工技術史の研究 成田　寿一郎 9784588321085 9784588930140 1990 茨城大学教育研究助成会寄贈

63 社会科学
法政大学
出版局 水の法と社会 森　實 9784588635076 9784588930201 1992 茨城大学教育研究助成会寄贈

64 社会科学 未來社 危機における人間と学問 折原浩 9784624010218 9784624950675 1969 茨城大学教育研究助成会寄贈

65
社会学・
文化人類
学

紀伊國屋
書店 日本人の葬儀 新谷尚紀 9784314005791 9784314801492 1992 茨城大学教育研究助成会寄贈

66
社会学・
文化人類
学

紀伊國屋
書店 ゴースト・ダンス ムーニー，ジェイムズ 9784314701389 9784314801546 1989 茨城大学教育研究助成会寄贈

67
社会学・
文化人類
学

創元社 福祉カタカナ語辞典 大西健二著 9784422320656 9784422950037 2006 茨城大学教育研究助成会寄贈

68
社会学・
文化人類
学

法政大学
出版局 祭礼文化史の研究 福原　敏男 9784588321160 9784588930164 1995 茨城大学教育研究助成会寄贈

69
社会学・
文化人類
学

未來社 日本文化の古層 スラヴィク 9784624200459 9784624950682 1984 茨城大学教育研究助成会寄贈

70 宗教学 岩波書店 道教思想史研究 福永光司 9784000014953 9784007100536 1987 茨城大学教育研究助成会寄贈

71 宗教学
紀伊國屋
書店 仏教における存在と知識 梶山雄一 9784314701372 9784314801539 1983 茨城大学教育研究助成会寄贈

72 心理学 朝倉書店 朝倉心理学講座１．心理学方法論 海保博之、渡邊芳之 9784254526615 9784254955316 2007
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73 心理学 朝倉書店 朝倉心理学講座２．認知心理学 海保博之 9784254526622 9784254955323 2005

74 心理学 朝倉書店 朝倉心理学講座３．発達心理学 海保博之、南徹弘 9784254526639 9784254955330 2007

75 心理学 朝倉書店 朝倉心理学講座４．脳神経心理学 海保博之、利島保 9784254526646 9784254955347 2006

76 心理学 朝倉書店 朝倉心理学講座５．言語心理学 海保博之、針生悦子 9784254526653 9784254955354 2006

77 心理学 朝倉書店 朝倉心理学講座６．感覚・知覚心理学 海保博之、菊地正 9784254526660 9784254955361 2008

78 心理学 朝倉書店 朝倉心理学講座７．社会心理学 海保博之、唐沢かおり 9784254526677 9784254955378 2005

79 心理学 朝倉書店 朝倉心理学講座８．教育心理学 海保博之、鹿毛雅治 9784254526684 9784254955385 2006

80 心理学 朝倉書店 朝倉心理学講座９．臨床心理学 海保博之、桑原知子 9784254526691 9784254955392 2007

81 心理学 朝倉書店 朝倉心理学講座１０．感情心理学 海保博之、鈴木直人 9784254526707 9784254955408 2007

82 心理学 朝倉書店 朝倉心理学講座１１．文化心理学 海保博之、田島信元 9784254526714 9784254955415 2008

83 心理学 朝倉書店 朝倉心理学講座１２．環境心理学
海保博之、佐古順彦、小西
啓史

9784254526721 9784254955422 2007

84 心理学 朝倉書店 朝倉心理学講座１３．産業・組織心理学 海保博之、古川久敬 9784254526738 9784254955439 2006
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85 心理学 朝倉書店 朝倉心理学講座１４．ジェンダー心理学 海保博之、福富護 9784254526745 9784254955446 2006

86 心理学 朝倉書店 朝倉心理学講座１５．高齢者心理学 海保博之、権藤恭之 9784254526752 9784254955453 2008

87 心理学 朝倉書店 朝倉心理学講座1６．思春期・青年期臨床心理学 海保博之、伊藤美奈子 9784254526769 9784254955460 2006

88 心理学 朝倉書店 朝倉心理学講座１７．対人援助の心理学 海保博之、望月昭 9784254526776 9784254955477 2007

89 心理学 朝倉書店 朝倉心理学講座１８．犯罪心理学 海保博之、越智啓太 9784254526783 9784254955484 2005

90 心理学 朝倉書店 朝倉心理学講座１９．ストレスと健康の心理学 海保博之、小杉正太郎 9784254526790 9784254955491 2006

91 心理学 朝倉書店 現代心理学［理論］事典 中島義明編 9784254520149 9784254945218 2001 茨城大学教育研究助成会寄贈

92 数学 アルク 新装版 英和学習基本用語辞典 数学
用語監修 ： 藤澤皖
用語解説 ： 高橋伯也

9784757415720 9784757415188 2009 茨城大学教育研究助成会寄贈

93 数学 岩波書店 岩波　数学入門辞典
青本和彦，上野健爾，加藤
和也他編著

9784000802093 9784007100611 2005 茨城大学教育研究助成会寄贈

94 数学
紀伊國屋
書店 誤差論 ガウス，カール・F 9784314010825 9784314801508 1981 茨城大学教育研究助成会寄贈

95 数学 朝倉書店 講座＜「情報」をよむ統計学＞ 統計学の基礎 上田尚一 9784254127713 9784254951219 2002

96 数学 朝倉書店 講座＜「情報」をよむ統計学＞ 統計学の論理 上田尚一 9784254127720 9784254951226 2002
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97 数学 朝倉書店 講座＜「情報」をよむ統計学＞ 統計学の数理 上田尚一 9784254127737 9784254951233 2002

98 数学 朝倉書店 講座＜「情報」をよむ統計学＞ 統計グラフ 上田尚一 9784254127744 9784254951240 2003

99 数学 朝倉書店
講座＜「情報」をよむ統計学＞ 統計の誤用・活
用

上田尚一 9784254127751 9784254951257 2003

100 数学 朝倉書店
講座＜「情報」をよむ統計学＞ 質的データの解
析

上田尚一 9784254127768 9784254951264 2003

101 数学 朝倉書店 講座＜「情報」をよむ統計学＞ クラスター分析 上田尚一 9784254127775 9784254951271 2003

102 数学 朝倉書店 講座＜「情報」をよむ統計学＞ 主成分分析 上田尚一 9784254127782 9784254951288 2003

103 数学 朝倉書店 基礎数学シリーズ１．抽象代数への入門 永田雅宜 9784254117011 9784254951615 2004

104 数学 朝倉書店 基礎数学シリーズ２．群論の基礎 永尾汎 9784254117028 9784254951622 2004

105 数学 朝倉書店 基礎数学シリーズ３．ベクトル空間入門 小松醇郎、菅原正博 9784254117035 9784254951639 2004

106 数学 朝倉書店 基礎数学シリーズ４．幾何学入門 瀧澤精二 9784254117042 9784254951646 2004

107 数学 朝倉書店 基礎数学シリーズ５．集合論入門 松村英之 9784254117059 9784254951653 2004

108 数学 朝倉書店 基礎数学シリーズ６．位相への入門 菅原正博 9784254117066 9784254951660 2004
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109 数学 朝倉書店 基礎数学シリーズ７．線形代数学入門 奥川光太郎 9784254117073 9784254951677 2004

110 数学 朝倉書店 基礎数学シリーズ８．複素解析学入門 小堀憲 9784254117080 9784254951684 2004

111 数学 朝倉書店 基礎数学シリーズ９．解析学入門 亀谷俊司 9784254117097 9784254951691 2004

112 数学 朝倉書店 基礎数学シリーズ１０．無限級数入門 楠幸男 9784254117103 9784254951707 2004

113 数学 朝倉書店 基礎数学シリーズ１１．非線型現象の数学 山口昌哉 9784254117110 9784254951714 2004

114 数学 朝倉書店 基礎数学シリーズ１２．変分学入門 福原満洲雄、中山健 9784254117127 9784254951721 2004

115 数学 朝倉書店 基礎数学シリーズ１３．微分方程式入門 吉沢太郎 9784254117134 9784254951738 2004

116 数学 朝倉書店 基礎数学シリーズ１４．積分方程式入門 溝畑茂 9784254117141 9784254951745 2004

117 数学 朝倉書店 基礎数学シリーズ１５．函数方程式概論 桑垣煥 9784254117158 9784254951752 2004

118 数学 朝倉書店 基礎数学シリーズ１６．整数論入門 久保田富雄 9784254117165 9784254951769 2004

119 数学 朝倉書店 基礎数学シリーズ１７．微分解析幾何学入門 森本明彦 9784254117172 9784254951776 2004

120 数学 朝倉書店 基礎数学シリーズ１８．位相数学入門 中岡稔 9784254117189 9784254951783 2004
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121 数学 朝倉書店 基礎数学シリーズ１９．関数解析入門 高村多賀子 9784254117196 9784254951790 2004

122 数学 朝倉書店 基礎数学シリーズ２０．連続群論の基礎 村上信吾 9784254117202 9784254951806 2004

123 数学 朝倉書店 基礎数学シリーズ２１．境界値問題入門 草野尚 9784254117219 9784254951813 2004

124 数学 朝倉書店 基礎数学シリーズ２２．力学系入門 齋藤利弥 9784254117226 9784254951820 2004

125 数学 朝倉書店 基礎数学シリーズ２３．数学基礎論入門 前原昭二 9784254117233 9784254951837 2006

126 数学 朝倉書店 数学３０講シリーズ１．微分積分３０講 志賀浩二 9784254114768 9784254951516 1988

127 数学 朝倉書店 数学３０講シリーズ２．線形代数３０講 志賀浩二 9784254114775 9784254951523 1988

128 数学 朝倉書店 数学３０講シリーズ３．集合への３０講 志賀浩二 9784254114782 9784254951530 1988

129 数学 朝倉書店 数学３０講シリーズ４．位相への３０講 志賀浩二 9784254114799 9784254951547 1988

130 数学 朝倉書店 数学３０講シリーズ５．解析入門３０講 志賀浩二 9784254114805 9784254951554 1988

131 数学 朝倉書店 数学３０講シリーズ６．複素数３０講 志賀浩二 9784254114812 9784254951561 1989

132 数学 朝倉書店 数学３０講シリーズ７．ベクトル解析３０講 志賀浩二 9784254114829 9784254951578 1989
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133 数学 朝倉書店 数学３０講シリーズ８．群論への３０講 志賀浩二 9784254114836 9784254951585 1989

134 数学 朝倉書店 数学３０講シリーズ９．ルベーグ積分３０講 志賀浩二 9784254114843 9784254951592 1990

135 数学 朝倉書店 数学３０講シリーズ１０．固有値問題３０講 志賀浩二 9784254114850 9784254951608 1991

136 数学 朝倉書店 統計解析ハンドブック 武藤眞介著 9784254120615 9784254941210 1995 茨城大学教育研究助成会寄贈

137 スポーツ 朝倉書店 スポーツ基礎数理ハンドブック 深代千之・柴山明著 9784254690354 9784254946918 2000 茨城大学教育研究助成会寄贈

138 政治学 未來社 官僚制 三戸公 9784624400033 9784624950668 1973 茨城大学教育研究助成会寄贈

139 生物学 アルク 新装版 英和学習基本用語辞典 生物
用語監修 ： 藤澤皖
用語解説 ： 津田稔

9784757415744 9784757415195 2009 茨城大学教育研究助成会寄贈

140 生物学 朝倉書店 生活害虫の事典 佐藤仁彦編 9784254640311 9784254946420 2003 茨城大学教育研究助成会寄贈

141 哲学 岩波書店 ヘーゲル精神現象学の生成と構造（上） イポリット著／市倉宏祐訳 9784000020244 9784007100512 1972 茨城大学教育研究助成会寄贈

142 哲学 岩波書店 ヘーゲル精神現象学の生成と構造（下） イポリット著／市倉宏祐訳 9784000020251 9784007100529 1973 茨城大学教育研究助成会寄贈

143 動物学 北隆館 新訂　原色魚類大図鑑
多紀保彦、河野博、坂本一
男、細谷和海

9784832608207 9784832609679 2005 茨城大学教育研究助成会寄贈

144 物理学 アルク 新装版 英和学習基本用語辞典 物理
用語監修 ： 藤澤皖
用語解説 ： 北村俊樹

9784757415751 9784757415171 2009 茨城大学教育研究助成会寄贈
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145 物理学 朝倉書店 物理学３０講シリーズ　一般力学30講 戸田盛和 9784254136319 9784254951318 1994

146 物理学 朝倉書店 物理学３０講シリーズ　流体力学30講 戸田盛和 9784254136326 9784254951325 1994

147 物理学 朝倉書店 物理学３０講シリーズ　波動と非線形問題30講 戸田盛和 9784254136333 9784254951332 1995

148 物理学 朝倉書店 物理学３０講シリーズ　熱現象30講 戸田盛和 9784254136340 9784254951349 1995

149 物理学 朝倉書店 物理学３０講シリーズ　分子運動30講 戸田盛和 9784254136357 9784254951356 1996

150 物理学 朝倉書店 物理学３０講シリーズ　電磁気学30講 戸田盛和 9784254136364 9784254951363 1996

151 物理学 朝倉書店 物理学３０講シリーズ　相対性理論30講 戸田盛和 9784254136371 9784254951370 1997

152 物理学 朝倉書店 物理学３０講シリーズ　量子力学30講 戸田盛和 9784254136388 9784254951387 1999

153 物理学 朝倉書店 物理学３０講シリーズ　物性物理30講 戸田盛和 9784254136395 9784254951394 2000

154 物理学 朝倉書店 物理学３０講シリーズ　宇宙と素粒子30講 戸田盛和 9784254136401 9784254951400 2002

155 物理学 朝倉書店 朝倉物理学大系１７．表面物理学 村田好正 9784254136876 9784254961171 2003

156 物理学 朝倉書店 朝倉物理学大系１．解析力学Ⅰ 山本義隆、中村孔一 9784254136715 9784254961010 1998
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157 物理学 朝倉書店 朝倉物理学大系２．解析力学Ⅱ 山本義隆、中村孔一 9784254136722 9784254961027 1998

158 物理学 朝倉書店 朝倉物理学大系３．素粒子物理学の基礎Ⅰ 長島順清 9784254136739 9784254961034 1998

159 物理学 朝倉書店 朝倉物理学大系４．素粒子物理学の基礎Ⅱ 長島順清 9784254136746 9784254961041 1998

160 物理学 朝倉書店 朝倉物理学大系５．素粒子標準理論と実験的基礎 長島順清 9784254136753 9784254961058 1999

161 物理学 朝倉書店 朝倉物理学大系６．高エネルギー物理学の発展 長島順清 9784254136760 9784254961065 1999

162 物理学 朝倉書店 朝倉物理学大系７．量子力学の数学的構造Ⅰ 新井朝雄、江沢洋 9784254136777 9784254961072 1999

163 物理学 朝倉書店 朝倉物理学大系８．量子力学の数学的構造Ⅱ 新井朝雄、江沢洋 9784254136784 9784254961089 1999

164 物理学 朝倉書店 朝倉物理学大系９．多体問題 高田康民 9784254136791 9784254961096 1999

165 物理学 朝倉書店 朝倉物理学大系１０．統計物理学 西川恭治、森弘之 9784254136807 9784254961102 2000

166 物理学 朝倉書店 朝倉物理学大系１１．原子分子物理学 高柳和夫 9784254136814 9784254961119 2000

167 物理学 朝倉書店 朝倉物理学大系１２．量子現象の数理 新井朝雄 9784254136821 9784254961126 2006

168 物理学 朝倉書店 朝倉物理学大系１３．量子力学特論 亀淵迪、表実 9784254136838 9784254961133 2003

14/23

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=263607
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=263608
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=263609
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=263610
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=263611
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=263612
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=263613
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=263614
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=263615
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=265055
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=265056
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=265057


eBook Collection (EBSCOhost) 茨城大学

No. 分野 出版社名 書名 編集者／著者
プリント版の

ISBN
eBook版の

ISBN
プリント版

出版年
備考

169 物理学 朝倉書店 朝倉物理学大系１４．原子衝突 高柳和夫 9784254136845 9784254961140 2007

170 物理学 朝倉書店 朝倉物理学大系１６．高分子物理学 伊勢典夫、曽我見郁夫 9784254136869 9784254961164 2004

171 物理学 朝倉書店 朝倉物理学大系１８．原子核構造論 高田健次郎、池田清美 9784254136883 9784254961188 2002

172 物理学 朝倉書店 朝倉物理学大系１９．原子核反応論 河合光路、吉田思郎 9784254136890 9784254961195 2002

173 物理学 朝倉書店 朝倉物理学大系２０．現代物理学の歴史Ⅰ
現代物理学の歴史大系編集
委員会

9784254136906 9784254961201 2004

174 物理学 朝倉書店 朝倉物理学大系２１．現代物理学の歴史Ⅱ
現代物理学の歴史大系編集
委員会

9784254136913 9784254961218 2004

175 物理学 朝倉書店 物理学大事典 鈴木増雄・荒船次郎 9784254130942 9784254941319 2005 茨城大学教育研究助成会寄贈

176 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

The Speckled Band and Other Stories アーサー・コナン・ドイル 9780435272449 9780230418363 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

177 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

The Treasure of Monte Cristo アレクサンドル・デュマ 9781405084215 9780230418288 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

178 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Silver Blaze and Other Stories アーサー・コナン・ドイル 9781405072793 9780230418172 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

179 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Seven Stories of Mystery and Horror エドガー・アラン・ポー 9781405075336 9780230418127 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

180 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Hawk-eye, the Pathfinder
ジェームズ・フェニモア・
クーパー

9780435273477 9780230418073 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈
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181 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Bristol Murder フィリップ・プロウズ 9781405072908 9780230421721 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

182 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Room 13 and Other Ghost Stories M. R.ジェームズ 9781405072786 9780230418158 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

183 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

LA Winners フィリップ・プロウズ 9781405072694 9780230421738 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

184 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Thérèse Raquin マーガレット・ターナー 9781405075381 9780230418493 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

185 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Blue Fins サラーアクステン 9781405072151 9780230426207 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

186 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Sara says no ノーマン・ホイットニー 9781405072212 9780230426344 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

187 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Dracula ブラム・ストーカー 9780435272203 9780230415324 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

188 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

The Wizard of Oz L.フランク・ボーム 9781405087124 9780230418196 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

189 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

The Smuggler ピアーズ・プラウライト 9780435272425 9780230418509 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

190 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

The Tenant of Wildfell Hall アン・ブロンテ 9781405087384 9780230418202 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

191 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

The Red and the Black スタンダール 9781405074582 9780230418370 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

192 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

The Secret Garden
フランシス・ホジソン・
バーネット

9780230026902 9780230418295 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

16/23

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=527462
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=527463
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=527464
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=527465
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=527466
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=527467
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=527468
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=527469
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=527470
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=527471
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=527472
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&lang=ja&AN=527473


eBook Collection (EBSCOhost) 茨城大学

No. 分野 出版社名 書名 編集者／著者
プリント版の

ISBN
eBook版の

ISBN
プリント版

出版年
備考

193 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

The Stranger ノーマン・ホイットニー 9781405072809 9780230418455 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

194 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

The Merchant of Venice
ウィリアム・シェイクスピ
ア

9780230716643 9780230416208 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

195 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Selected Stories by D. H. Lawrence D. H.ローレンス 9781405087353 9780230418226 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

196 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

White Fang ジャック・ロンドン 9780230034402 9780230418448 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

197 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

The Picture Of Dorian Gray オスカー・ワイルド 9780435272135 9780230418240 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

198 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

The Lost World アーサー・コナン・ドイル 9781405072717 9780230418462 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

199 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Tess of the D'Urbervilles トーマス・ハーディー 9780230035324 9780230418417 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

200 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Romeo and Juliet
ウィリアム・シェイクスピ
ア

9781405087308 9780230418257 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

201 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Washington Square ヘンリー・ジェームス 9781405072557 9780230418066 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

202 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

The Canterville Ghost and Other Stories オスカー・ワイルド 9780435272128 9780230418134 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

203 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

The Three Musketeers アレクサンドル・デュマ 9780230716735 9780230416390 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

204 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Vanity Fair
ウィリアム・メイクピー
ス・サッカレー

9781405083928 9780230418356 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈
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205 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Pride and Prejudice ジェーン・オースティン 9780435272524 9780230421752 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

206 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Robinson Crusoe ダニエル・デフォー 9780230716568 9780230416482 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

207 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Officially Dead リチャード・プレスコット 9780333757284 9780230418318 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

208 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Oliver Twist チャールズ・ディケンズ 9780435272500 9780230418400 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

209 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

The Adventures of Tom Sawyer マーク・トウェイン 9780435273361 9780230418080 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

210 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

The Black Cat ジョン・ミルン 9780435271961 9780230418110 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

211 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Robin Hood スティーブン・コルボーン 9781405087230 9780230418233 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

212 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Owl Creek Bridge and Other Stories アンブローズ・ビアス 9780230035171 9780230418219 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

213 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

King Arthur and the Knights of the Round Table スティーブン・コルボーン 9780230026858 9780230418479 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

214 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Tales of Horror ブラム・ストーカー 9781405072816 9780230418165 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

215 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Princess Diana アン・コリンズ 9780230716537 9780230416253 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

216 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Moby Dick ハーマン・メルビル 9780230026872 9780230418349 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈
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217 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Northanger Abbey ジェーン・オースティン 9780435273392 9780230421745 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

218 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Heidi ヨハンナ・シュピリ 9780230026797 9780230418271 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

219 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Middlemarch ジェーン・オースティン 9780230026865 9780230418332 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

220 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Great Expectations チャールズ・ディケンズ 9781405073240 9780230418394 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

221 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

David Copperfield チャールズ・ディケンズ 9780230026759 9780230418486 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

222 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Far from the Madding Crowd トーマス・ハーディー 9781405087094 9780230418189 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

223 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Good Wives ルイサ・M.アルコット 9781405072304 9780230418097 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

224 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Bleak House チャールズ・ディケンズ 9781405073219 9780230421714 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

225 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

A Midsummer Night’s Dream
ウィリアム・シェイクスピ
ア

9781405087278 9780230418301 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

226 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Anna Karenina トルストイ 9781405087247 9780230418325 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

227 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Around the World in 80 Days ジュール・ヴェルヌ 9780230026742 9780230418424 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

228 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Nelson Mandela カール・W.ハート 9780230716599 9780230416338 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈
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ISBN
eBook版の

ISBN
プリント版

出版年
備考

229 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Billy Budd ハーマン・メルビル 9781405072274 9780230421707 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

230 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Gulliver’s Travels in Lilliput ジョナサン・スウィフト 9780230026766 9780230418431 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

231 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Daisy Miller ヘンリー・ジェームス 9781405084079 9780230418264 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

232 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Dr. Jekyll and Mr. Hyde
ロバート・ルイス・ス
ティーヴンスン

9781405072656 9780230418141 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

233 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Hamlet
ウィリアム・シェイクスピ
ア

9780230716636 9780230416161 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

234 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Little Women ルイサ・M.アルコット 9780435273347 9780230418059 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

235 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

The Story of Football マーガレット・ターナー 9780230400504 9780230417168 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

236 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

The Man in the iron mask アレクサンダー デューマス 9780333798911 9780230418042 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

237 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

L A Detective  S. コルバーン 9781405072168 9780230426221 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

238 文学-英文学

マクミラ
ン ラン
ゲージハ
ウス

Photo Finish ポリー スイーザム 9781405072205 9780230426306 2011 茨城大学教育研究助成会寄贈

239 文学-英文学
みすず書
房 サミュエル・ジョンソン伝1

ジェームズ・ボズウェル／
中野好之訳

9784622017578 9784622091905 1981 茨城大学教育研究助成会寄贈

240 文学-英文学
みすず書
房 サミュエル・ジョンソン伝2

ジェームズ・ボズウェル／
中野好之訳

9784622017585 9784622091912 1982 茨城大学教育研究助成会寄贈
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No. 分野 出版社名 書名 編集者／著者
プリント版の

ISBN
eBook版の

ISBN
プリント版

出版年
備考

241 文学-英文学
みすず書
房

サミュエル・ジョンソン伝3
ジェームズ・ボズウェル／
中野好之訳

9784622017592 9784622091929 1983 茨城大学教育研究助成会寄贈

242 文学-英文学
日外アソ
シエーツ 英米小説原題邦題事典 新訂増補版 日外アソシエーツ 9784816917998 9784816982514 2003 茨城大学教育研究助成会寄贈

243 文学-国文学
法政大学
出版局 幕末・維新期の文学 前田　愛 9784588450051 9784588930188 1977 茨城大学教育研究助成会寄贈

244 法律学 文眞堂 やさしい法律情報の調べ方・引用の仕方
小林成光・高田　寛・高橋
均・伏見和史・本山雅弘 著

9784830946615 9784830900044 2010 茨城大学教育研究助成会寄贈

245 民俗学
法政大学
出版局 日本海島文化の研究 北見　俊夫 9784588321078 9784588930133 1989 茨城大学教育研究助成会寄贈

246 民俗学
法政大学
出版局 日本蜑人伝統の研究 田辺　悟 9784588321092 9784588930157 1990 茨城大学教育研究助成会寄贈

247 民俗学 未來社 菅江真澄の旅と日記 内田武志 9784624110246 9784624950637 1991 茨城大学教育研究助成会寄贈

248 民俗学 未來社 上総掘りの民俗 大島暁雄 9784624220228 9784624950705 1986 茨城大学教育研究助成会寄贈

249 民俗学 未來社 樹木風土記 姫田忠義 9784624220037 9784624950699 1980 茨城大学教育研究助成会寄贈

250 歴史-世界史 アルク 新装版 英和学習基本用語辞典 アメリカ史
用語監修 ： 池田智　　用
語解説 ： 今井夏彦他

9784757416154 9784757415201 2009 茨城大学教育研究助成会寄贈

251 歴史-世界史 アルク 新装版 英和学習基本用語辞典 欧州近代史 藤澤皖 9784757416147 9784757415218 2009 茨城大学教育研究助成会寄贈

252 歴史-世界史
みすず書
房 近代文化史1

エーゴン・フリーデル／宮
下啓三訳

9784622006084 9784622091875 1987 茨城大学教育研究助成会寄贈
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ISBN
eBook版の
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プリント版

出版年
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253 歴史-世界史
みすず書
房

近代文化史2
エーゴン・フリーデル／宮
下啓三訳

9784622006091 9784622091882 1987 茨城大学教育研究助成会寄贈

254 歴史-世界史
みすず書
房 近代文化史3

エーゴン・フリーデル／宮
下啓三訳

9784622006107 9784622091899 1988 茨城大学教育研究助成会寄贈

255 歴史-世界史
日外アソ
シエーツ 同名異人事典 新訂増補 日外アソシエーツ 9784816917387 9784816982385 2002 茨城大学教育研究助成会寄贈

256 歴史-世界史
日外アソ
シエーツ 同名異人事典 外国人編 日外アソシエーツ 9784816918858 9784816982392 2005 茨城大学教育研究助成会寄贈

257 歴史-世界史
日外アソ
シエーツ 20世紀西洋人名事典 日外アソシエーツ 9784816912719 9784816982675 1995 茨城大学教育研究助成会寄贈

258 歴史-世界史
法政大学
出版局 歴史哲学

ヴォルテール／安斎　和雄
訳

9784588150128 9784588930126 1990 茨城大学教育研究助成会寄贈

259 歴史-日本史
みすず書
房 大戦間期の日本陸軍 黒沢文貴 9784622036548 9784622091943 2000 茨城大学教育研究助成会寄贈

260 歴史-日本史
みすず書
房 昭和憲兵史 大谷敬二郎 9784622017530 9784622091936 1966 茨城大学教育研究助成会寄贈

261 歴史-日本史 岩波書店 日本古代官僚制の研究 早川庄八 9784000016575 9784007100482 1986 茨城大学教育研究助成会寄贈

262 歴史-日本史 岩波書店 近衛新体制と大政翼賛会 赤木須留喜 9784000007887 9784007100543 1984 茨城大学教育研究助成会寄贈

263 歴史-日本史 岩波書店 近代日中関係史年表
近代日中関係史年表編集委
員会編

9784000225373 9784007100598 2005 茨城大学教育研究助成会寄贈

264 歴史-日本史 岩波書店 現代中国年表　1941～2008 安藤正士著 9784000227780 9784007100604 2010 茨城大学教育研究助成会寄贈
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プリント版の

ISBN
eBook版の

ISBN
プリント版

出版年
備考

265 歴史-日本史 創元社 旧暦読本 岡田芳朗著 9784422230214 9784422950020 2006 茨城大学教育研究助成会寄贈

266 歴史-日本史
東京大学
出版会 増訂　鎌倉幕府守護制度の研究 佐藤進一 9784130200271 9784130041256 1971 茨城大学教育研究助成会寄贈

267 歴史-日本史
東京大学
出版会 室町幕府守護制度の研究　上 佐藤進一 9784130200219 9784130041263 1967 茨城大学教育研究助成会寄贈

268 歴史-日本史
東京大学
出版会 室町幕府守護制度の研究　下 佐藤進一 9784130200868 9784130041270 1988 茨城大学教育研究助成会寄贈

269 歴史-日本史
日外アソ
シエーツ 海外交流史事典 富田 仁 9784816908279 9784816982354 1989 茨城大学教育研究助成会寄贈

270 歴史-日本史
日外アソ
シエーツ 事典 日本人の見た外国 富田 仁 9784816920561 9784816982378 1992 茨城大学教育研究助成会寄贈
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