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資料ID 書名 著者 出版社 請求記号

0100013232 大百科 : 丸善エンサイクロペディア
丸善エンサイクロペディア大百科編
集委員会編訳

丸善 031/MA

0300012757 日本大百科全書 2版 17(とけ-にほんく) 小学館 031/NI/17
0002995084 世界大百科事典 改訂新版 [2007年版] 20 トウケ-トン 平凡社 031/SE/20

0001334381
The Encyclopedia Americana. International ed., deluxe home
ed. set

Grolier Inc. 033/EN/17

0001670113
       

Krasnokamsk-Menadra. Encyclopaedia Britannica 033/BR/7

＊百科事典リスト
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資料ID 書名 著者 出版社 請求記号
0003364154 AI事典 第3版 中島秀之 [ほか] 著 近代科学社 007.1/AI
0003003414 パソコン用語に強くなるパソコン語源事典 藤田英時著 ナツメ社 007.6/FU

0003301719
Illustrator逆引きデザイン事典 : CC/CS6/CS5/CS4/CS3
増補改訂版

生田信一 [ほか] 著 翔泳社 007.6/IK

0003301728
Photoshop逆引きデザイン事典 : CC/CS6/CS5/CS4/CS3
増補改訂版

上原ゼンジ [ほか] 著 翔泳社 007.6/UE

0003327884
C言語による標準アルゴリズム事典 改訂新版
(Software technology:13)

奥村晴彦著 技術評論社 007.64/OK

0002142887 図説歴史散歩事典 井上 光貞監修 山川出版 203.3/IN
0002669525

    
の事例で検索 改訂新版 太田尚宏, 保垣孝幸, 中村大介編 東京堂出版 210.02/OT

0003307435 日本史モノ事典 新版 [正] 平凡社編 平凡社 210.036/NI
0003345739 書で見る日本人物史事典 坪内稔典監修 柏書房 281.04/TS
0003351522 数学大百科事典 : 仕事で使う公式・定理・ルール127 蔵本貴文著 翔泳社 410/KU
0003106107

  
い働きを知って、もっとヘルシーに! 中村丁次著 PHP研究所 498.55/NA

0003323359 色の野菜の栄養事典 : 野菜のすべては"色"でわかる! エクスナレッジ 498.52/IR
0003084473 モノづくりの仕組みがわかる事典 食品・生活・趣味編 デュマデジタル著 翔泳社 500/MO
0003084464 モノづくりの仕組みがわかる事典 電子機器・工業製品編 デュマデジタル著 翔泳社 500/MO
0003084991 モノができる仕組み事典 成美堂出版編集部編 成美堂出版 500/SE
0001657049 世界建築事典 鈴木博之監訳 鹿島出版会 520.33/NI

0002954618 インターネット&Webしくみ事典 アイドゥ, スマートイメージ著
ワークスコーポレーショ
ン

547.48/AI

＊専門事典リスト
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0003123699
  

ソーラーシステム (技術チャレンジ) 小林義行著 誠文堂新光社 549.51/KO
0002706167 コツと科学の調理事典 第3版 河野友美著 医歯薬出版 596.033/KO

0003105351
服飾がわかる事典 : これだけは知っておきたい : 素材デザイン
縫製

熊崎高道編著 日本実業出版社 589.21/KU

0003127197 靴の事典 : 下駄をはいた? 岸本孝著 文園社 589.25/KI
0001081394 サラダの事典 岡本清孝著 東京新聞出版局 596.23/OK
0003263241 紅茶のすべてがわかる事典 ナツメ社 596.7/CH
0002695016 日本名産事典 : 写真で見る 1 泉秀樹編著 日本図書センタ－ 602.1/IZ/1
0002695025 日本名産事典 : 写真で見る 2 泉秀樹編著 日本図書センタ－ 602.1/IZ/2
0003161788 乾物と保存食材事典 誠文堂新光社 619/KA
0002816122 緑茶の事典 新訂 高野實[ほか]執筆 柴田書店 619.8/TA
0002669623 ヴィジュアル日本庭園鑑賞事典 改訂増補版 大橋治三, 斎藤忠一編 東京堂出版 629.21/OH
0003227012

  
した決定版 増補改訂 村山忠親著 誠文堂新光社 657.2/MU

0003104694 図解Q&Aモバイル事典 南謙治著 秀和システム 694.6/MI
0002831923 日本美術図解事典 東京美術 702.1/NI
0002402575 テーマによる美術鑑賞事典 川村善之, 江口善之著 日本文教出版 703/KA
0003372352 浮世絵鑑賞事典 初版 (角川文庫:20028) 高橋克彦 [著] KADOKAWA 721.8/TA

0001628011
最新式辞・あいさつ大事典 : 冠婚葬祭・生活・ビジネスに役
立つ

講談社編 講談社 809.4/KO

0001011589 英語構文ニュアンス事典 田中実編著 北星堂書店 835.1/TA
0001011212 英語リンクワ―ド活用事典 ポ-ル・スノ―ドン著 ; 山本雅三訳 北星堂書店 836/SN
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0003273827
学問のしくみ事典 : あらゆる「学」の歴史とつながりがわか
る

日本実業出版社編 日本実業出版社 002/GA

0002699470 学問のしくみ事典 : あらゆる「学」の系譜と相関がわかる Valis Deux著 日本実業出版社 002/VA
0003106223 アラマタ大事典 講談社 049/AR
0003083449 アレ何?大事典 佐々木正孝著 小学館 049/SA
0002578421 レンタルの法則 : おもしろ雑学事典 生活経済研究所編 中央経済社 049/SE
0001731782 色彩と心理おもしろ事典 (知的生きかた文庫) 松岡武著 三笠書房 141.21/MA
0002353648 「故事名言」の事典 : 現代に生きる珠玉の人生訓 真藤建志郎著 講談社 159.8/SH
0003059470 狛犬事典 上杉千郷著 戎光祥出版 175.5/UE
0003295145 聖書読解事典 : ヴィジュアル版 北和丈訳 原書房 193/WA
0001122345 三六五日事典 : 今日はどんな日か 社会思想社編 社会思想社 204/SH
0002614824 年齢の事典 : その時何歳? 阿部猛編 東京堂出版 281.04/AB

0003111288 イラスト日本まるごと事典 改訂第3版 (Bilingual books:17)
インターナショナル・インターン
シップ・プログラムス著

講談社
インターナショナル

291/IN

0001854977
The日本 : 日本が見える、日本が読める大事典 Visual human
life

講談社 302.1/NI

0002634282 外国語になった日本語の事典 加藤秀俊, 熊倉功夫編 岩波書店 361.5/KA
0003320367 日本現代怪異事典 朝里樹著 笠間書院 388.1/AS

0002649989 タブーの事典 : それはなぜ「悪い」のか?「いけない」のか? フィリップ・トーディ著 原書房 389/TO

0003164832 星の文化史事典 出雲晶子編著 白水社 443.033/HO

＊思わず開いてみたくなる事典リスト
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0003242377
美しい鉱物と宝石の事典 : ロイヤル・オンタリオ博物館名品
コレクション

キンバリー・テイト著 創元社 459.038/TA

0003371668 トイレ学大事典 日本トイレ協会編 柏書房 528.1/NI
0003282611 和食の英語表現事典 成瀬宇平編集協力 丸善出版 596.21/KA
0003021761 ラルース新デザート事典 細川布久子訳 同朋舎メディアプラン 596.6/PI
0002998978 自分色表現事典 : あなたの"きれい"は配色で決まる ヨシタミチコ著 祥伝社 757.3/YO
0001573646 美術館へ行こう : 世界美術館旅事典 長谷川智恵子/著 求竜堂 706.9/HA

0003369908
神々と英雄 (しかけえほん) (エンサイクロペディア神話の世
界:[2])

マシュー・ラインハート, ロバート・
サブダさく

大日本絵画 726.6/RE

0003323868 世界シネマ大事典 遠藤裕子 [ほか] 訳 三省堂 778.2/KE
0003184405 世界アニメーション歴史事典 仲田由美子, 山川純子訳 ゆまに書房 778.77/SE
0003106349 アルファベットの事典 南條郁子訳 創元社 801.1/PF
0003362963 TJG頭字語事典 : 教養を高める500ワード 一校舎頭字語研究会編 ワニブックス 814.7/IK
0002904163 センスをみがく文章上達事典 中村明著 東京堂出版 816/NA
0002779759 図説ファンタジー百科事典 デイヴィッド・プリングル編 東洋書林 903.6/PR
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