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ＮＤＣ 分野 書名 著編者 出版社 発行年 

601.1 
産業政策・
行政、総合
開発 

産業集積地域の構造変化と立地政策 松原 宏 東京大学出版会 2018 

601.1 
産業政策・
行政、総合
開発 

新国土計画論 ―土地利用計画の提唱― 宮沢 弘 有斐閣 1968 

610.4 農業 農家が消える ―自然資源経済論からの提言― 寺西 俊一 みすず書房 2018 

611.1 農業経済 現代日本の農政改革 生源寺 真一 東京大学出版会 2006 

611.1 農業経済 
現代日本農業の政策過程 3（総合研究現代日本経済分
析） 

本間 正義 
慶應義塾大学出版
会 

2010 

611.152 農業経済 
近現代日本の村と政策 ―長野県下伊那地方 1910-60
年代― 

坂口 正彦 日本経済評論社 2014 

612.1 
農業史・事
情 

農業・食料問題入門 田代 洋一 大月書店 2012 

612.1 
農業史・事
情 

脱穀 （発明に見る日本の生活文化史 . 農具 1シリー
ズ 第 1巻） 

  ネオテクノロジー 2014 

612.1 
農業史・事
情 

籾摺り （発明に見る日本の生活文化史 . 農具 1シリ
ーズ 第 2巻） 

  ネオテクノロジー 2014 

612.1 
農業史・事
情 

精米 （発明に見る日本の生活文化史 . 農具 1シリー
ズ 第 3巻） 

  ネオテクノロジー 2014 

613.5 農業基礎学 土壌微生物学 （実践土壌学シリーズ 1）  豊田 剛己 朝倉書店 2018 

613.5 農業基礎学 土壌生態学 （実践土壌学シリーズ 2）  金子 信博 朝倉書店 2018 

613.5 農業基礎学 土壌生化学 （実践土壌学シリーズ 3） 犬伏 和之 朝倉書店 2019 

613.52 農業基礎学 
土壌物理学 ―土中の水・熱・ガス・化学物質移動の
基礎と応用― 

ウィリアム・
ジュリー 

築地書館 2006 

614.85 農業工学 
耕す （発明に見る日本の生活文化史 . 農具 2シリー
ズ  第 1巻） 

橋本 小百合 ネオテクノロジー 2014 

614.85 農業工学 
田植え （発明に見る日本の生活文化史 . 農具 2シリ
ーズ  第 2巻） 

橋本 小百合 ネオテクノロジー 2014 

614.85 農業工学 
草取り （発明に見る日本の生活文化史 . 農具 2シリ
ーズ  第 3巻） 

橋本 小百合 ネオテクノロジー 2014 

614.85 農業工学 
荷車 （発明に見る日本の生活文化史 . 農具 3シリー
ズ  第 1巻） 

橋本 小百合 ネオテクノロジー 2014 

614.85 農業工学 
踏車・水車 （発明に見る日本の生活文化史 . 農具 3
シリーズ  第 2巻） 

橋本 小百合 ネオテクノロジー 2014 

614.85 農業工学 
藁打ち・竹割り （発明に見る日本の生活文化史 . 農
具 3シリーズ  第 3巻） 

橋本 小百合 ネオテクノロジー 2014 

615. 
作物栽培、
作物学 

人工光型植物工場 ―世界に広がる日本の農業革命― 古在 豊樹 オーム社 2012 

616.2 食用作物 形態編 （稲学大成 第 1巻） 松尾 孝嶺 農山漁村文化協会 1990 

616.2 食用作物 生理編 （稲学大成 第 2巻） 松尾 孝嶺 農山漁村文化協会 1990 

616.2 食用作物 遺伝編 （稲学大成 第 3巻） 松尾 孝嶺 農山漁村文化協会 1990 

620.4 園芸 園芸家の一年 （平凡社ライブラリー 825） 

カレル・チャ
ペック 

平凡社 2015 
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ＮＤＣ 分野 書名 著編者 出版社 発行年 

627. 
花卉園芸
［草花］ 

花ことば 上 ―花の象徴とフォークロア―（平凡社ラ
イブラリー 154） 

春山 行夫 平凡社 1996 

627. 
花卉園芸
［草花］ 

花ことば 下 ―花の象徴とフォークロア―（平凡社ラ
イブラリー 157） 

春山 行夫 平凡社 1996 

627.17 
花卉園芸
［草花］ 

電照栽培の基礎と実践 ―光の質・量・タイミングで
植物をコントロール― 【スマホ・読上付】 

久松 完 誠文堂新光社 2014 

645.6 
家畜・畜産
動物各論 

犬の日本史 ―人間とともに歩んだ一万年の物語―
（読みなおす日本史） 

谷口 研語 吉川弘文館 2012 

649.2 
獣医学、比
較医学 

獣医薬理学 （獣医学教育モデル・コア・カリキュラ
ム準拠） 

日本比較薬理
学・毒性学会 

近代出版 2013 

649.2 
獣医学、比
較医学 

獣医毒性学 （獣医学教育モデル・コア・カリキュラ
ム準拠） 

日本比較薬理
学・毒性学会 

近代出版 2013 

649.2 
獣医学、比
較医学 

獣医臨床薬理学 （獣医学教育モデル・コア・カリキ
ュラム準拠） 

日本比較薬理
学・毒性学会 

近代出版 2017 

650. 林業 
社会的共通資本としての森 （Social common 
capital） 

宇沢 弘文 東京大学出版会 2015 

651. 
林業経済・
行政・経営 

森林環境マネジメント ―司法・行政・企業の視点か
ら― 

小林 紀之 海青社 2015 

651.1 
林業経済・
行政・経営 

林政学講義 永田 信 東京大学出版会 2015 

653. 
森林立地、
造林 

造林学 第 4版  丹下 健 朝倉書店 2016 

653.17 
森林立地、
造林 

森林生態学 （シリーズ現代の生態学 8） 日本生態学会 共立出版 2011 

654.7 森林保護 樹木医学の基礎講座 樹木医学会 海青社 2014 

656.5 森林工学 緑のダムの科学 ―減災・森林・水循環― 蔵治 光一郎 築地書館 2014 

657.08 
森林利用、
林産物、木
材学 

木材の物理 （木材科学講座 3） 石丸 優 海青社 2017 

657.2 
森林利用、
林産物、木
材学 

木質の形成 ―バイオマス科学への招待― 第 2版 福島 和彦 海青社 2011 

657.2 
森林利用、
林産物、木
材学 

ティンバーメカニクス ―木材の力学理論と応用― 

日本木材学会
木材強度・木
質構造研究会 

海青社 2015 

664.9 
漁労、漁業
各論 

鯨を生きる ―鯨人の個人史・鯨食の同時代史―（歴
史文化ライブラリー 445） 

赤嶺 淳 吉川弘文館 2017 

670.91 商業 
日本語でビジネスメール ―書き方の基本と実用例文
― 

松本 節子 
ジャパンタイムズ
出版 

2018 

671.3 
商業政策・
行政 

不正競争防止法概説 （有斐閣双書 理論・実務編） 小野 昌延 有斐閣 1974 

672.1 
商業史・事
情 

江戸と上方 ―人・モノ・カネ・情報―（歴史文化ラ
イブラリー 112） 

林 玲子 吉川弘文館 2001 

674. 広告、宣伝 
広報・PR論 ―パブリック・リレーションズの理論と
実際―（有斐閣ブックス 470） 

伊吹 勇亮 有斐閣 2014 

678.1 貿易 日米通商摩擦の法的争点 ―紛争事例分析― 松下 満雄 有斐閣 1983 

678.21 貿易 
「通商国家」日本の情報戦略 ―領事報告をよむ―
（読みなおす日本史） 

角山 栄 吉川弘文館 2018 

678.3 貿易 基本経済条約集  第 2版  小寺 彰 有斐閣 2014 

678.4 貿易 新・国際売買契約ハンドブック 

住友商事株式
会社法務部 

有斐閣 2018 

682.1 
交通史・事
情 

近世おんな旅日記 （歴史文化ライブラリー 13） 柴 桂子 吉川弘文館 1997 

682.1 
交通史・事
情 

古代の道路事情 （歴史文化ライブラリー 108） 木本 雅康 吉川弘文館 2000 

685.1 
陸運、自動
車運送 

自動車事故損害賠償の理論と実際 椎木 緑司 有斐閣 1979 

686.21 鉄道 
海をわたる機関車 ―近代日本の鉄道発展とグローバ
ル化― 

中村 尚史 吉川弘文館 2016 

686.21 鉄道 鉄道と近代化 （歴史文化ライブラリー 38） 原田 勝正 吉川弘文館 1998 

687.1 航空運送 空中運送法論 増補版（商事法研究叢書 第 4） 小町谷 操三 有斐閣 1954 

687.7 航空運送 航空機事故と賠償責任 （商事法研究叢書 7） 小町谷 操三 有斐閣 1948 
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ＮＤＣ 分野 書名 著編者 出版社 発行年 

699.1 放送事業 放送法制の課題 （行政法研究 第 6巻） 塩野 宏 有斐閣 1989 

699.21 放送事業 戦争と放送 （読みなおす日本史） 竹山 昭子 吉川弘文館 2018 
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