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1 AI×地方創生 : データで読み解く地方の未来 

2 DX ビジネス 全体像の可視化 : 情報サービス産業白書 . 2020 

3 ＥＵ法基本判例集 第 3 版 

4 GOZO ノート : わたしは映画だ . 3 

5 Morse 理論の基礎 

6 SDGs 思考 : 2030 年のその先へ 17 の目標を超えて目指す世界 

7 The Music of Color : 英文版：色を奏でる 

8 アウシュヴィッツの歯科医 

9 アニミズムの世界 

10 アフリカビジネス入門 : 地球上最後の巨大市場の実像 

11 アルゴリズムイントロダクション 第 3 版 総合版 

12 アルチュセールある連結の哲学 

13 ヴィータ : 遺棄された者たちの生 

14 ウィトゲンシュタイン全集 : 論理哲学論考／草稿 1914-1916／論理形式について . 巻号：1 

15 ウィトゲンシュタイン全集：哲学的考察． 巻号：2 

16 ウィトゲンシュタイン全集 : 哲学的文法．１ .  巻号：3 

17 ウィトゲンシュタイン全集 : 哲学的文法．２ .  巻号：4 

18 ウィトゲンシュタイン全集 : ウィトゲンシュタインとウィーン学団／倫理学講話 . 巻号：5 

19 
ウィトゲンシュタイン全集 : 青色本・茶色本／「個人的経験」および「感覚与件」について／ フレーザー『金枝篇』について . 巻

号：6 

20 ウィトゲンシュタイン全集 : 数学の基礎 . 巻号：7 

21 ウィトゲンシュタイン全集 : 確実性の問題／断片 . 巻号：9 

22 ウィトゲンシュタイン全集：講義集．巻号：１０ 

23 ウィトゲンシュタイン全集 : 心理学の哲学．１ . 補巻１ 

24 ウィトゲンシュタイン全集 : 心理学の哲学．２ . 補巻２ 

25 ウルリッヒ・ベックの社会理論 : リスク社会を生きるということ 

26 オーストラリア多文化社会論 : 移民・難民・先住民族との共生をめざして 

27 カウンセラーになる : 心理専門職の世界 

28 ガザに地下鉄が走る日 

29 キクタン フランス語 【初中級編】仏検３級レベル : 聞いて覚えるフランス語単語帳 

30 クラウドネイティブ・アーキテクチャ : 可用性と費用対効果を極める次世代設計の原則 

31 グローバル・ツーリズム 

32 グローバル現代社会論 

33 サスペンス映画史 

34 ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた : あなたがあなたらしくいられるための 29 問 

35 スッキリわかる SQL 入門 第 2 版 : ドリル 222 問付き！ 

36 ストレンジャーの人類学 : 移動の中に生きる人々のライフストーリー 

37 スポーツ立国論 : 日本人だけが知らない「経済、人材、健康」すべてを強 

38 ゼロからつくるビジネスモデル 

39 ゼロからはじめる心理学・入門 : 人の心を知る科学 

40 ソーシャル・イノベーションを理論化する : 切り拓かれる社会企業家の新たな実践 

41 テキストブックＮＰＯ（第３版） : 非営利組織の制度・活動・マネジメント 

42 テキストマイニング入門 : ＥｘｃｅｌとＫＨ Ｃｏｄｅｒでわかるデータ分析 

43 デジタル課税と租税回避の実務詳解 

44 デジタル時代の基礎知識『SNS マーケティング』 第 2 版 : 「つながり」と「共感」で利益を生み出す新しいルール 

45 トピックモデルによる統計的潜在意味解析 

46 ネットカフェの社会学 : 日本の個別性をアジアから開く 

47 ビッグデータ統計解析入門 : 経済学部／経営学部で学ばない統計学 

48 ファシズムの教室 : なぜ集団は暴走するのか 

49 「フクシマ」論 : 原子力ムラはなぜ生まれたのか 

50 フランス刑事法入門 

51 フランス語文法総解説 

52 プログラミングのための確率統計 

53 ベイズ計算統計学 

54 ベイズ統計の理論と方法 
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55 「ヘイト」の時代のアメリカ史 : 人種・民族・国籍を考える 

56 ヘブライ語文法ハンドブック 

57 ベルグソン全集：時間と自由／アリストテレスの場所論 巻号：1 

58 ベルグソン全集：物質と記憶 巻号：2 

59 ベルグソン全集：笑い／持続と同時性 巻号：3 

60 ベルグソン全集：創造的進化 巻号：4 

61 ベルグソン全集：精神のエネルギー 巻号：5 

62 ベルグソン全集：道徳と宗教の二源泉 巻号：6 

63 ベルグソン全集：思想と動くもの 巻号：7 

64 ベルグソン全集：小論集 . 1 巻号：8 

65 ベルグソン全集：小論集 . 2 巻号：9 

66 マインドフルネス入門講義 

67 マジックにだまされるのはなぜか : 「注意」の認知心理学 

68 マッキンゼー ホッケースティック戦略 : 成長戦略の策定と実行 

69 メタ複製技術時代の文化と政治 

70 ヤバい経済学〔増補改訂版〕 : 悪ガキ教授が世の裏側を探検する 

71 ルーマン/社会の理論の革命 

72 ロイヤルスタイル 英国王室ファッション史 

73 明日の地方創生を考える 

74 安心の社会保障改革 : 福祉思想史と経済学で考える 

75 意識的な行動の無意識的な理由 : 心理学ビジュアル百科認知心理学編 

76 一生使えるプレゼン上手の資料作成入門 

77 一般化線形モデル 

78 いのちの初夜 

79 移民が導く日本の未来 : ポストコロナと人口激減時代の処方箋 

80 岩波データサイエンス : 特集：スパースモデリングと多変量データ解析 . Vol．5 

81 岩波日本古典文学辞典 

82 映画音響論 : 溝口健二映画を聴く 

83 英字新聞「日経ウイークリー」活用法 : TOEIC 対策必携書 . 3 

84 遠隔心理支援 : 物理的距離を越えてケアを継続するヒント 

85 「男らしさ」の快楽 : ポピュラー文化からみたその実態 

86 おとなの軽度発達障害 : こども時代をふりかえり自分をいかすためのヒント 

87 鬼の大事典 : 妖怪・王権・性の解読 . 上 

88 鬼の大事典 : 妖怪・王権・性の解読 . 中 

89 鬼の大事典 : 妖怪・王権・性の解読 . 下 

90 女は見た目が 10 割 : 誰のために化粧をするのか 

91 外資系コンサルのスライド作成術 : 図解表現２３のテクニック 

92 外地巡礼 : 「越境的」日本語文学論 

93 格差と分断のアメリカ 

94 革命論 : マルチチュードの政治哲学序説 

95 観光計画論 : 理論と実践 . 1 

96 観光計画論 : 事例に学ぶ . 2 

97 観光行動論 

98 観光産業論 

99 完璧を求める心理 : 自分や相手がラクになる対処法 

100 幾何解析 

101 窮乏の民族誌 : 中部太平洋・キリバス南部環礁の社会生活 

102 教育心理学の新しいかたち 

103 教師と学習者のための日本語文型辞典 

104 郷土・地域をしらべる レファレンスブック 

105 偶然の日本文学 : 小説の面白さの復権 

106 郡上八幡 伝統を生きる : 地域社会の語りとリアリティ 

107 形態素解析の理論と実装 

108 憲法解釈権力 

109 憲法の円環 

110 憲法入門 ６訂 
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111 現役東大生が書いた地頭を鍛えるフェルミ推定ノート : 「６パターン、５ステップ」でどんな難問もスラスラ解ける 

112 〈現在〉という謎 : 時間の空間化批判 

113 現代語訳 隋書 

114 高校生に知ってほしい心理学 : どう役立つ？どう活かせる？ 

115 広告、もうひとつの科学。 : 日本の広告コミュニケーション 

116 こころの旅 : 発達心理学入門 

117 国境政策のパラドクス 

118 子どもたちの階級闘争 : ブロークン・ブリテンの無料託児所から 

119 孤立不安社会 : つながりの格差、承認の追求、ぼっちの恐怖 

120 これからの男の子たちへ : 「男らしさ」から自由になるためのレッスン 

121 債権総論 

122 最新 英語論文によく使う表現 基本編 

123 里山観光の資源人類学 : 京都府美山町の地域振興 

124 真田四代と信繁 

126 時間のかかる営みを、時間をかけて学ぶための心理療法入門 

125 私的空間と公共性 : 『資本論』から現代をみる 

127 自己啓発の時代 : 「自己」の文化社会学的探究 

128 実地調査入門 : 社会調査の第一歩 

129 指紋と近代 : 移動する身体の管理と統治の技法 

130 社会心理学のための統計学 : 心理尺度の構成と分析 

131 社会保障入門 . 2020 

132 写真を紡ぐキーワード 123 : 写真史から学ぶ撮影表現 

133 出題基準対応 公認心理師のための基礎心理学 

134 商品開発のための心理学 

135 消費社会の神話と構造 新装版 

136 消費生活と女性 : ドイツ社会史（１９２０～７０年）の一側面 

137 昭和戦前期怪異妖怪記事資料集成 . 上 

138 女性ホームレスとして生きる : 貧困と排除の社会学 

139 人口減少社会のデザイン 

140 新人エンジニアのためのインフラ入門 

141 新日本古典文学大系 : 日本霊異記 . ３０ 

142 新版 障害者の経済学 

143 心理学で文学を読む : 困難を乗り越える力を育む 

144 心理学入門一歩手前 : 「心の科学」のパラドックス 

145 性格を科学する心理学のはなし : 血液型性格判断に別れを告げよう 

146 政治学 

147 精神の革命 : 急進的啓蒙と近代民主主義の知的起源 

148 正訳 源氏物語 本文対照 : 桐壺・帚木・空蝉・夕顔・若紫 . 第一冊 

149 世界図絵 

150 「世界の英語」リスニング : グローバル時代の必須英語 

151 絶対音感神話 : 科学で解き明かすほんとうの姿 

152 線型代数群の基礎 

153 創業者一族の経営とコーポレート・ガバナンス 

154 漱石の『猫』とニーチェ : 稀代の哲学者に震撼した近代日本の知性たち 

155 大学１年生からの研究の始めかた 

156 大学一年生の文章作法 

157 大学生のための動画制作入門 : 言いたいことを映像で表現する技術 

158 大正期日本法学とスイス法 

159 対人援助職に効く 認知行動療法ワークショップ : 専門職としての力量を高める３つのチカラ 

160 対人援助と心のケアに活かす心理学 

161 多機能化する農村のジレンマ : ポスト生産主義後にみるフランス山村変容の地理学 

162 大嘗祭と古代の祭祀 

163 旅を生きる人びと : バックパッカーの人類学 

164 だまされる視覚 : 錯視の楽しみ方 

165 多様体のトポロジー 

166 地域再生の論理と主体形成 : 農業・農村の新たな挑戦 

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00005200/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00032010/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00001269/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00027427/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00008861/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00004630/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00007244/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00022840/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00022696/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00032111/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00030992/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00028188/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00004643/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00014673/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00025926/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00000673/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00019479/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00001859/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00009977/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00016622/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00032789/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00021138/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00020840/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00007132/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00028350/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00000614/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00030259/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00026335/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00025112/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00016725/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00013671/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00013101/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00004679/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00009795/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00004635/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00026032/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00022849/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00004408/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00014173/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00025228/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00006314/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00017793/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00022232/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00015209/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00016042/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00027000/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00016082/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00001803/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00018391/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00033438/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00032038/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00026199/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00019095/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00006299/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00017783/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00025202/


167 中学・高校教師になるための教育心理学〔第 4 版〕 

168 注釈日本国憲法 : 国民の権利及び義務（2）・国会 §§25～64 . 3 

169 超ヤバい経済学 

170 つくられる偽りの記憶 : あなたの思い出は本物か？ 

171 東京貧困女子。 : 彼女たちはなぜ躓いたのか 

172 統計嫌いのための心理統計の本 : 統計のキホンと統計手法の選び方 

173 統計的機械学習 : 生成モデルに基づくパターン認識 

174 東国の南北朝動乱 : 北畠親房と国人 

175 どうして就職活動はつらいのか 

176 東大生が書いた問題を解く力を鍛えるケース問題ノート : ５０の厳選フレームワークで、どんな難問もスッキリ「地図化！」 

177 なぜ外国語を身につけるのは難しいのか : 「バイリンガルを科学する」言語心理学 

178 怠ける権利 

179 奈良朝の政変劇 : 皇親たちの悲劇 

180 日本政治史 : 現代日本を形作るもの 

181 日本戦前映画論集 : 映画理論の再発見 

182 日本の学歴エリート 

183 日本の経済思想世界 : 「十九世紀」の企業者・政策者・知識人 

184 日本のセーフティーネット格差 : 労働市場の変容と社会保険 

185 入門 課税要件論 

186 入門パターン認識と機械学習 

187 庭 : 造園空間に求められるものとは 高齢者福祉と庭 . 2020 年冬号（第 241 号） 

188 幕末以降 帝国軍艦写真と史実（新装版） 

189 はじめてのアントレプレナーシップ論 

190 はじめての最適化 

191 はじめてまなぶ行動療法 

192 発達障害の「本当の理解」とは : 医学，心理，教育，当事者，それぞれの視点 

193 一橋ＭＢＡケースブック 【戦略転換編】 

194 ひと目でわかる 心のしくみとはたらき図鑑 

195 不寛容な時代のポピュリズム 

196 物理のための応用数学 

197 風土学はなぜ 何のために 

198 分断社会と若者の今 

199 分断と対話の社会学 : グローバル社会を生きるための想像力 

200 平成の出版が歩んだ道 : 激変する「出版業界の歩んだ道」30 年史 

201 「平成の大合併」の政治経済学 

202 包括的性教育 : 人権、性の多様性、ジェンダー平等を柱に 

203 方法としての構築主義 

204 方法としての心理学史 : 心理学を語り直す 

205 星の王子さま 

206 街の人生 

207 「未解」のアフリカ : 欺瞞のヨーロッパ史観 

208 身近に感じる国際金融 

209 源 義経 

210 村上春樹とポストモダン・ジャパン : グローバル化の文化と文学 

211 名句で読む英語聖書 : 聖書と英語文化 

212 儲かる SDGs : 危機を乗り越えるための経営戦略 

213 物語の力 : 物語の内容分析と表現分析 

214 やさしく学ぶ データ分析に必要な統計の教科書 

215 歴史のなかの人びと : 出会い・喚起・共感 

216 1992 年の「精神薄弱」用語問題 : 伊藤隆二教授の教育思想をめぐって 

217 ２０３０年アパレルの未来 : 日本企業が半分になる日 

218 ５０の英単語で英文決算書を読みこなす 

注：「KinoDen で電子書籍を選んでみよう」でリクエスト頂いた中で、東洋経済新報社「四季報」シリーズは、図書館が契約している 

「東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー」で閲覧できます。 

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00033595/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00033609/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00013147/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00006301/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00020924/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00015287/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00005863/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00027634/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00001012/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00005337/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00009753/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00014262/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00012866/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00033406/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00027007/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00011897/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00000536/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00033557/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00033081/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00008567/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00032952/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00024191/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00031395/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00012266/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00022117/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00028162/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00013605/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00032501/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00018509/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00006353/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00024665/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00022713/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00016073/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00031490/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00009692/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00033083/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00007235/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00004629/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00014250/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00007291/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00019651/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00033453/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00032529/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00026358/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00007780/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00033084/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00020519/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00015333/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00032183/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00015491/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00022530/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/rikkyolib/bookdetail/p/KP00031389/
http://library.rikkyo.ac.jp/librarypress/search/?s=%E6%9D%B1%E6%B4%8B%E7%B5%8C%E6%B8%88%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%BC&x=0&y=0

