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このリストには、本学で契約している電子ブックのうち、利用頻度が高いものや発行年が新しいものを中

心に掲載しています。書名をクリックすれば、すぐに資料にアクセスできます。このほかにも多数のタイト

ルを契約していますので、TREE (データベースの使い分けを意識せずに、紙の資料も電子版もひとつの検索

窓から一度に探すことができるサービス)から検索してみてください。 

 

ＮＤＣ 分野 書名 著編者 出版社 発行年 

701.1 
芸術理論、
美学 

批評について ―芸術批評の哲学― 

ノエル・キャ
ロル 

勁草書房 2017 

702.098 
芸術史、美
術史 

毘沙門天像の誕生 ―シルクロードの東西文化交流―（歴史文
化ライブラリー 81） 

田辺 勝美 吉川弘文館 1999 

702.1 
芸術史、美
術史 

日本美術史 （平凡社ライブラリー 377） 岡倉 覚三 平凡社 2001 

702.133 
芸術史、美
術史 

飛鳥の文明開化 （歴史文化ライブラリー 12） 大橋 一章 吉川弘文館 1997 

709.1 
芸術政策、
文化財 

正倉院と日本文化 （歴史文化ライブラリー 49） 米田 雄介 吉川弘文館 1998 

712.1 
彫刻史、各
国の彫刻 

運慶 ―その人と芸術―（歴史文化ライブラリー 101） 副島 弘道 吉川弘文館 2000 

721.8 日本画 葛飾北斎 （歴史文化ライブラリー 91） 永田 生慈 吉川弘文館 2000 

721.8 日本画 
北斎の謎を解く ―生活・芸術・信仰―（歴史文化ライブラリ
ー 124） 

諏訪 春雄 吉川弘文館 2001 

722. 東洋画 
仏画の見かた ―描かれた仏たち―（歴史文化ライブラリー 
110） 

中野 照男 吉川弘文館 2001 

723.35 洋画 アンリ・ルソー楽園の謎 （平凡社ライブラリー 590） 岡谷 公二 平凡社 2006 

726.101 
漫画、挿
絵、童画 

マンガ誕生 ―大正デモクラシーからの出発―（歴史文化ライ
ブラリー 75） 

清水 勲 吉川弘文館 1999 

727.02 
グラフィッ
クデザイ
ン、図案 

楽園の図像 ―海獣葡萄鏡の誕生―（歴史文化ライブラリー 
97） 

石渡 美江 吉川弘文館 2000 

739. 
印章、篆
刻、印譜 

ハンコの文化史 ―古代ギリシャから現代日本まで―（読みな
おす日本史） 

新関 欽哉 吉川弘文館 2015 

762.1 
音楽史、各
国の音楽 

黒船来航と音楽 （歴史文化ライブラリー 119） 笠原 潔 吉川弘文館 2001 

762.346 
音楽史、各
国の音楽 

モーツァルト ―いき・エロス・秘儀―（平凡社ライブラリー 
188） 

井上 太郎 平凡社 1997 

767.8 声楽 
細野晴臣インタビューTHE ENDLESS TALKING （平凡社ライブ
ラリー 550） 

細野 晴臣 平凡社 2005 

767.8 声楽 細野晴臣分福茶釜 （平凡社ライブラリー 728） 細野 晴臣 平凡社 2011 

768. 邦楽 
日本の音 ―世界のなかの日本音楽―（平凡社ライブラリー 
71） 

小泉 文夫 平凡社 1994 

768.02 邦楽 
天皇の音楽史 ―古代・中世の帝王学―（歴史文化ライブラリ
ー 442） 

豊永 聡美 吉川弘文館 2017 

772.1 
演劇史、各
国の演劇 

「ものまね」の歴史 ―仏教・笑い・芸能―（歴史文化ライブ
ラリー 448） 

石井 公成 吉川弘文館 2017 

772.1 
演劇史、各
国の演劇 

日本の伝統文化 = Understanding cultural treasures of 
Japan （対訳ニッポン） 

山本 素子 
ＩＢＣパブ
リッシング 

2010 

773.21 能楽、狂言 
乱舞の中世 ―白拍子・乱拍子・猿楽―（歴史文化ライブラリ
ー 420） 

沖本 幸子 吉川弘文館 2016 

774.2 歌舞伎 歌舞伎の源流 （歴史文化ライブラリー 96） 諏訪 春雄 吉川弘文館 2000 

778.21 映画 
日本の映画史 ―10のテーマ―（日本語学習者のための日本
研究シリーズ = Japan studies for Japanese learners 2） 

平野 共余子 
くろしお出
版 

2014 

779.8 大衆演芸 紙芝居 ―街角のメディア―（歴史文化ライブラリー 103） 山本 武利 吉川弘文館 2000 
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780.193 
スポーツ、
体育 

乳酸をどう活かすか 八田 秀雄 杏林書院 2008 

782.3 陸上競技 乳酸を使いこなすランニング 八田 秀雄 大修館書店 2011 

783.7 球技 
プロ野球「熱狂」の経営科学 ―ファン心理とスポーツビジネ
ス― 

水野 誠 
東京大学出
版会 

2016 

783.7 球技 
嗚呼!!明治の日本野球 （平凡社ライブラリー . offシリー
ズ 576） 

横田 順彌 平凡社 2006 

783.7 球技 
甲子園野球と日本人 ―メディアのつくったイベント―（歴史
文化ライブラリー 14） 

有山 輝雄 吉川弘文館 1997 

786.5 
戸外レクリ
エーション 

こぐこぐ自転車 （平凡社ライブラリー 722） 伊藤 礼 平凡社 2011 

787.1 釣魚、遊猟 釣魚大全 1 ―完訳―（平凡社ライブラリー 180） I.ウォルトン 平凡社 1997 

789.3 
読本、解
釈、会話 

五輪書 （対訳ニッポン双書） 宮本 武蔵 
ＩＢＣパブ
リッシング 

2012 

791. 茶道 茶の本 = The book of tea （対訳ニッポン） 岡倉 天心 
ＩＢＣパブ
リッシング 

2008 

791.2 茶道 
茶の湯の文化史 ―近世の茶人たち―（歴史文化ライブラリー 
82） 

谷端 昭夫 吉川弘文館 1999 

791.2 茶道 戦国武将と茶の湯 （読みなおす日本史） 米原 正義 吉川弘文館 2014 

795.02 囲碁 碁打ち・将棋指しの誕生 （平凡社ライブラリー 119） 増川 宏一 平凡社 1995 

798.5 室内娯楽 ビデオゲームの美学 松永 伸司 
慶應義塾大
学出版会 

2018 
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