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植原　量行 400/H
はっきりわかる現代サイエンスの常識事典 / 成美堂出版編集部編. -- 成美堂

出版, 2014.

占部　正承 410/A
初等離散数学 / 秋山仁, 占部正承共著. -- 森北出版, 1998. -- (新数学入門シ

リーズ / 一松信編集 ; 5).

 北　   勝利 511.3/S
地盤力学 / 柴田徹編著 ; 飯塚敦 [ほか] 著. -- 東京電機大学出版局, 2008. --

(ニューパラダイムテキストブック).

竹内　真一 656.5/F
Forest-water interactions / Delphis F. Levia [and five others] editors--

Springer , c2020.

松野　俊一 414.7/B

ベクトル解析 / 東京大学工学教程編纂委員会編 ; 大岩顕 [ほか] 著. -- 丸善

出版, 2016. -- (東京大学工学教程 / 東京大学工学教程編纂委員会編 . 基礎系

数学).

山田　吉彦 319.1/Y 日本の国境 / 山田吉彦著. -- 新潮社, 2005. -- (新潮新書 ; 107).

山田　吉彦 319.1/Y
日本国境戦争 : 21世紀・日本の海をめぐる攻防 / 山田吉彦著. -- ソフトバン

ククリエイティブ, 2011. -- (ソフトバンク新書 ; 168).

山田　吉彦 319.1/Y
驚いた!知らなかった日本国境の新事実 / 山田吉彦著. -- 実業之日本社,

2012. -- (じっぴコンパクト新書 ; 107).

山田　吉彦 319.1/Y 解決!すぐわかる日本の国境問題 / 山田吉彦著. -- 海竜社, 2013.

山田　吉彦 319.1/Y
国境の人びと : 再考・島国日本の肖像 / 山田吉彦著. -- 新潮社, 2014. -- (新

潮選書).

山田　吉彦 319.1/Y 日本の海が盗まれる / 山田吉彦著. -- 文藝春秋, 2019. -- (文春新書 ; 1225).

山田　吉彦 319.1/Y
日本の領土と国境 : 尖閣・竹島・北方四島問題を解決する / 山田吉彦著.--

育鵬社 , 扶桑社(発売) , 2022.5

山田　吉彦 329.23/Y
日本は世界4位の海洋大国 / 山田吉彦[著]. -- 講談社, 2010. -- (講談社+α新

書 ; 536-1D).

山田　吉彦 329.23/Y
国境の島を行く : 日本の領海がわかる本 / 山田吉彦著. -- 実業之日本社,

2016. -- (じっぴコンパクト文庫 ; [や2-1]).

山田　吉彦 329.26/Y 海の政治経済学 / 山田吉彦著.--成山堂書店 , 2009.8

山田　吉彦 333.6/Y 完全図解海から見た世界経済 / 山田吉彦著. -- ダイヤモンド社, 2016.

山田　吉彦 368.5/S 新世界海賊の作法 / 山田吉彦監修.--G.B. , 2021.5.

山田　吉彦 392.22/K
“海洋国家"中国にニッポンはどう立ち向かうか / 森本敏編著 ; 金田秀昭 [ほ

か著]. -- 日本実業出版社, 2016.

山田　吉彦 451.91/Y
天気で読む日本地図 : 各地に伝わる風・雲・雨の言い伝え / 山田吉彦著. --

PHP研究所, 2003. -- (PHP新書 ; 244).

山田　吉彦 452/H/10
人と海洋の共生をめざして : 150人のオピニオン ; X. -- 笹川平和財団海洋政

策研究所, 2022.

山田　吉彦 557.82/Y
海のテロリズム : 工作船・海賊・密航船レポート / 山田吉彦著. -- PHP研究

所, 2003. -- (PHP新書 ; 271).

山田　吉彦 558/Y
海洋資源大国日本は「海」から再生できる : 国民も知らない海洋日本の可

能性 / 山田吉彦著. -- 海竜社, 2011.

山田　吉彦 664.6/Y 日本全国お魚事典 / 山田吉彦著 : さかなクンイラスト. -- 海竜社, 2012.

山田　吉彦 KB/329.26/Y 海賊の掟 / 山田吉彦著. -- 新潮社, 2006. -- (新潮新書 ; 180).

山田　吉彦 KB/329.26/Y ONE PIECE勝利学 / 山田吉彦著. -- 集英社, 2016.

山田　吉彦 R/291/S
Shimadas : シマダス : 日本の島ガイド / 日本離島センター編集. -- 新版. --

日本離島センター, 2019.

渡邉　啓介 501.32/Z 材料力学 : 構造強度設計の基礎 / 岡田哲男 [ほか] 著.--朝倉書店 , 2021.4.

渡邉　啓介 568.8/S

シェールガスの開発と化学プロセス / 幾島賢治, 八木宏監修. -- 普及版. --

シーエムシー出版, 2020. -- (CMCテクニカルライブラリー ; 731 . ファイン

ケ ミカルシリーズ).

合田　浩之 681.6/I
コンテナ物流の理論と実際 : 日本のコンテナ輸送の史的展開 / 石原伸志, 合

田浩之共著. -- 成山堂書店, 2010.

合田　浩之 683.21/G
戦後日本海運における便宜置籍船制度の史的展開 / 合田浩之 [著]. -- 青山

社, 2013.

合田　浩之 683.21/I
海からみた産業と日本 / 池田龍彦, 原田順子編著. -- 放送大学教育振興会,

2016. -- (放送大学教材 ; 1930028-1-1611).

合田　浩之 332.2/T
アジアのグローバル経済とビジネス / 田中則仁編著||アジア ノ グローバル

ケイザイ ト ビジネス.--文眞堂 , 2021.3

秋山　信彦 481.7/A
池や小川の生きもの / 秋山信彦文. -- 講談社, 1993. -- (講談社パノラマ図鑑

; 32).

秋山　信彦 487.5/A
川魚完全飼育ガイド / 秋山信彦, 上田雅一, 北野忠共著. -- エムピージェー,

2003.

秋山　信彦 487.5/M
淡水魚カタログ : 川や湖、沼で出会える魚たち190種 / 森文俊, 秋山信彦著.

-- 永岡書店, 1995.

秋山　信彦 666.18/J
循環式陸上養殖 : 飼育ステージ別「国内外」の事例にみる最新技術と産業

化 / 山本義久, 森田哲男, 陸上養殖勉強会監修. -- 緑書房, 2017.

秋山　信彦 666.693/T
タナゴのすべて : 釣り・飼育・繁殖完全ガイド / 赤井裕, 秋山信彦, 鈴木伸

洋, 増田修共著. -- エムピージェー, 2004.

秋山　信彦 666.9/A
川魚飼育のすべて : 図鑑・生態・飼育繁殖がわかる / 秋山信彦, 北野忠共著.

-- エムピージェー, 2011. -- (アクアライフの本).

秋山　信彦 666.9/T
タナゴ大全 : 生態・釣り・飼育・繁殖のすべてがわかる / 赤井裕 [ほか] 共

著 ; 月刊アクアライフ編集部編. -- エムピージェー, 2009.

泉　庄太郎 663.9/G 魚病学概論 / 小川和夫編 ; 飯田貴次編. -- 新版. -- 恒星社厚生閣, 2020.

清水 宗茂 https://www.intechopen.com/books/background-

and-management-of-muscular-atrophy

Background and management of muscular atrophy / edited by Julianna

Cseri.--IntechOpen , 2021.
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鉄　多加志 748/T [シュクラン] / 鉄多加志写真. -- [鉄多加志], 1995.

中村　雅子 452/G

Geophysical approach to marine coastal ecology : the case of Iriomote

Island, Japan / Shinya Shimokawa, Tomokazu Murakami, Hiroyoshi

Kohno, editors

平塚　聖一 664.6/O
深き海の魚たち : 資源開拓と有効利用に向けて / 落合芳博編著. -- 丸善プラ

ネット, 2017. -- (キヤノン財団ライブラリー).

平塚　聖一 667/H
地域水産物を活用した商品開発と衛生管理 : 6次産業化必携!! / 平塚聖一編

著. -- 幸書房, 2014.

武藤　文人 467.5/A
生物系統地理学 : 種の進化を探る / ジョン・C・エイビス著 ; 西田睦, 武藤

文人監訳. -- 東京大学出版会, 2008.

武藤　文人 468/C

サステイニング・ライフ : 人類の健康はいかに生物多様性に頼っているか /

エリック・チヴィアン, アーロン・バーンスタイン編著 ; 小 野展嗣, 武藤文

人監訳. -- 東海大学出版部, 2017.

武藤　文人 480.76/N 水族館の仕事 / 西源二郎編著 : 猿渡敏郎編著. -- 東海大学出版会, 2007.

武藤　文人 487.5/P
ダーウィンフィッシュ : ダーウィンの魚たちA～Z / ダニエル・ポーリー著 :

西田睦, 武藤文人訳. -- 東海大学出版会, 2012.

武藤　文人 660.4/P
消えゆくさかな : 世界の漁業への科学者からの警鐘 / ダニエル・ポーリー

著 ; 武藤文人訳. -- 東海大学出版部, 2021.

武藤　文人 664.63/S
マグロの資源と生物学 / 水産総合研究センター編著. -- 成山堂書店, 2014. -

- (水産総合研究センター叢書).

武藤　文人 664.695/R

うなぎヨーロッパおよびアジアにおける漁獲と取引 / ステファン・リン

ゲット, 武藤文人, キャロライン・レイマーカー著 ; 武藤文人翻訳監修. -- ト

ラ フィックイーストアジアジャパン, 2003. -- (A Traffic East Asia report).

武藤　文人 798.5/M
モンスターハンター超生物学 : モンスターvs生物のスペシャリスト / 川上

和人, 武藤文人, 森由民, 中井穂瑞領考察・執筆. -- インプレス , 2020.1.

武藤　文人 798.5/M/1
MONSTER HUNTER超解釈生物論 / カプコン監修 ; 小林快次, 森由民, 武藤

文人考察・執筆 ; [1]. -- 笠倉出版社, 2014. -- (Sakura mook ; 02).

武藤　文人 798.5/M/2

MONSTER HUNTER超解釈生物論 / カプコン監修 ; 川上和人, 小林快次, 石

垣幸二, 武藤文人, 松橋利光, 森由民, 丸山宗利考察・執筆 ; 2. -- 笠倉出版社,

2015. -- (Sakura mook ; 35).

武藤　文人 949.83/L
カール・フォン・リンネ / トミー・イーセスコーグ著 ; 上倉あゆ子訳 ; 武

藤文人解説. -- 東海大学出版会, 2011.

 李　  銀姫 661.4/R
水産物ブランド化戦略の理論と実践 : 地域資源を価値創造するマーケティ

ング / 婁小波, 波積真理, 日高健編著. -- 北斗書房, 2010.

 李　  銀姫 661.9/H
育みの海 : 東幡豆今昔紀行 / 李銀姫編 ; 本間咲来, 木村文子編集協力. -- 東

海大学海洋学部, 2017.

 李  　銀姫 661/K
変わりゆく日本漁業 : その可能性と持続性を求めて / 多田稔 [ほか] 編著. --

北斗書房, 2014.

 李  　銀姫 663.2/G

Global change in marine systems : societal and governing responses /

edited by Patrice Guillotreau, Alida Bundy, R. Ian Perry.--Routledge ,

2017.

後藤　慶一 588.51/S 食と微生物の事典 / 北本勝ひこ[ほか]編集. -- 朝倉書店, 2017.

後藤　慶一 660.4/S

しずまえお魚図鑑 / 東海大学海洋学部生作成 ; 後藤慶一, 東海大学付属静岡

翔洋小学校, 静岡市経済局農林水産部水産漁港課しずまえ振 興係監修. --

[静岡市], 2017.

渡辺　友美 069.5/T 展示学事典 / 日本展示学会編. -- 丸善出版, 2019.

渡辺　友美 375.42/R 理科総合大百科 : ためしてわかる実験・観察.--少年写真新聞社, 2021. 　

渡辺　友美 375.464/H
ハンドブック生物基礎の要点整理.--学研教育出版,学研マーケティング (発

売) , 2013.7

大泉　宏 489.6/M
絶景・秘境に息づく世界で一番美しいシャチ図鑑 / 水口博也編著. -- 誠文堂

新光社, 2019.

小林　俊行 KB/375.423/M/1 未来へひろがるサイエンス / 大矢禎一, 鎌田正裕 [ほか] 著 1

小林　俊行 KB/375.423/M/2 未来へひろがるサイエンス / 大矢禎一, 鎌田正裕 [ほか] 著 2

小松　真治 430/K
化学概論 : 物質の誕生から未来まで / 岩岡道夫 [ほか] 著. -- 共立出版,

2018.

小松　真治 432/R 理工系基礎化学実験 / 岩岡道夫 [ほか] 著. -- 共立出版, 2014.

田中　克彦 485.3/E
エビ・カニの疑問50 / 日本甲殻類学会編. -- 成山堂書店, 2017. -- (みんなが

知りたいシリーズ ; 5).

田中　克彦 468.8/J
Japanese marine life : a practical training guide in marine biology /

Kazuo Inaba, Jason M. Hall-Spencer editors.--Springer , c2020

西川　淳 452/C

Coastal marine science in Southeast Asia : synthesis report of the Core

University Program of the Japan Society for the Promotion of Science :

Coastal Marine Science (2001-2010) / edited by Shuhei Nishida, Miguel

D. Fortes and Nobuyuki Miyazaki. -- Terrapub, 2011.

西川　淳 468.6/Z
ずかんプランクトン : 見ながら学習調べてなっとく / 清水洋美編著 : 日本

プランクトン学会監修. -- 技術評論社, 2011.

西川　淳 468.8/U 海の生き物100不思議 / 東京大学海洋研究所編. -- 東京書籍, 2003.

西川　淳 483.3/N 日本クラゲ大図鑑 / 峯水亮 [ほか] 著. -- 平凡社, 2015.

西川　淳 483.33/K
クラゲ類の生態学的研究 / 豊川雅哉, 西川淳, 三宅裕志編. -- 生物研究社,

2017.

西川　淳 R/468.6/N
日本産海洋プランクトン検索図説 = An illustrated guide to marine

plankton in Japan / 千原光雄, 村野正昭編. -- 東海大学出版会, 1997.
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堀江　琢 R/031/K こども大百科もっと大図解-- 小学館 , 2018.11.-- (小学館キッズペディア).

村山　司 468.8/K
海洋生物学入門 / 東海大学海洋学部海洋生物学科著 ; 村山司編. -- 東海大学

出版会, 2008.

村山　司 480.76/M
海獣水族館 : 飼育と展示の生物学 / 村山司, 祖一誠, 内田詮三編著. -- 東海大

学出版会, 2010.

村山　司 480.76/S 水族館と海の生き物たち / 杉田治男編. -- 恒星社厚生閣, 2014.

村山　司 489.6/M
ここまでわかったイルカとクジラ : 実験と観測が明らかにした真の姿 / 村

山司, 笠松不二男著. -- 講談社, 1996. -- (ブルーバックス ; B-1108).

村山　司 489.6/M
イルカが知りたい : どう考えどう伝えているのか / 村山司著. -- 講談社,

2003. -- (講談社選書メチエ ; 262).

村山　司 489.6/M
鯨類学 / 村山司編著. -- 東海大学出版会, 2008. -- (東海大学自然科学叢書 ;

3).

村山　司 489.6/M
イルカ : 生態、六感、人との関わり / 村山司著. -- 中央公論新社, 2009. --

(中公新書 ; 2018).

村山　司 489.6/M
イルカと心は通じるか : 海獣学者の孤軍奮闘記 / 村山司著. -- 新潮社, 2021.

-- (新潮新書 ; 923).

村山　司 489.6/M シャチ学 / 村山司著. -- 東海教育研究所, 2021.

村山　司 489.6/M イルカ・クジラ / 村山司著. -- 東海大学出版会, 2011. -- (Minimum ; 1).

村山　司 489.6/M
ケトスの知恵 : イルカとクジラのサイエンス / 村山司編著 : 森阪匡通編著. -

- 東海大学出版会, 2012.

村山　司 489.6/M
ナックの声が聞きたくて! : "スーパー・ベルーガ"にことばを教えるイルカ

博士 / 村山司著. -- 講談社, 2014. -- (世の中への扉).

村山　司 489.6/M イルカの不思議 / 村山司著. -- 誠文堂新光社, 2015.

村山　司 489.6/M イルカと話したい / 村山司著. -- 新日本出版社, 2016.

村山　司 489.6/M
イルカの認知科学 : 異種間コミュニケーションへの挑戦 / 村山司著. -- 東京

大学出版会, 2012. -- (Natural history).

村山　司 489.6/M/1
イルカ・クジラ学 : イルカとクジラの謎に挑む / 村山司, 中原史生, 森恭一

編著  -- 東海大学出版会, 2002.

村山　司 489.6/M/2
続イルカ・クジラ学  / 村山司, 鈴木美和, 吉岡基編著  -- 東海大学出版会,

2015.

村山　司 KB/489.6/M
海に還った哺乳類イルカのふしぎ : イルカは地上の夢を見るか / 村山司著.

-- 講談社, 2013. -- (ブルーバックス ; B-1826).

石川 智士 519.4/A
コモンズとしての海 / 秋道智彌, 角南篤編著. -- 西日本出版社, 2022. -- (海

とヒトの関係学 ; 5).

石川 智士 601.1/I

エリアケイパビリティー : 地域資源活用のすすめ / 石川智士, 渡辺一生 [著]

; 「東南アジア沿岸域におけるエリアケイパビリティーの向上」プロジェク

ト編.--総合地球環境学研究所 , 2015.11

石川 智士 601.1/I

Area-capability : promoting the use of local resources / Satoshi

Ishikawa, Kazuo Watanabe ; edited by "Coastal area capability

enhancement in Southeast Asia" project.--Research Institute for

Humanity and Nature , 2015

石川 智士 660.4/S
海の食料資源の科学 : 持続可能な発展にむけて / 佐藤洋一郎, 石川智士, 黒

倉寿編集. -- 勉誠出版, 2019. -- (生命科学と現代社会).

中山  直英 487.521/N
日本魚類館 : 精緻な写真と詳しい解説 / 中坊徹次編・監修. -- 小学館,

2018.3, 2018. -- (小学館の図鑑Z(ゼット)).

中山  直英 R/487.52/A

奄美群島の魚類図鑑 = Identification guide to fishes of the Amami islands

in the Ryukyu archipelago, Japan / 本村浩之 [ほか] 編著. -- 南日本新聞開

発セン ター, 2019.

中山  直英 R/487.52/T/1
台灣南部魚類圖鑑 = Fishes of Southern Taiwan / 小枝圭太, 何宣慶編-- 国

立海洋生物博物館 , -- 第二版. 2020.12. -- (海洋生物博物館圖鑑系列 ; 18).
1

中山  直英 R/487.52/T/2
台灣南部魚類圖鑑 = Fishes of Southern Taiwan / 小枝圭太, 何宣慶編-- 国

立海洋生物博物館 , -- 第二版. 2020.12. -- (海洋生物博物館圖鑑系列 ; 18).
2

海洋学部 岡田　夕佳 680/S 新時代の物流経済を考える / 柴田悦子 [ほか] 共著. -- 成山堂書店, 2008.

岡田　夕佳 686.54/S
進展する交通ターミナル : 鉄道駅・港湾・空港 / 柴田悦子, 土居靖範, 岡田

夕佳共著. -- 成山堂書店, 2011.

吉田　弥生 481.7/Y
野生動物 : 追いかけて、見つめて知りたいキミのこと / 京都大学野生動物

研究センター編. -- 京都通信社, 2018.

吉田　弥生 482/H/2
海の哺乳類編 / 吉田弥生 [ほか] 著 :. -- 東海大学出版部, 2016. -- (はじめて

のフィールドワーク ; 2).

福井　篤 487.5/S 魚 / 福井篤監修. -- 新訂版. -- 講談社, 2016. -- (講談社の動く図鑑MOVE).

福井　篤 487.5/S
生きざまの魚類学 : 魚の一生を科学する / 猿渡敏郎編著. -- 東海大学出版

部, 2016.

福井　篤 487.51/G
魚類学 = Ichthyology / 矢部衞, 桑村哲生, 都木靖彰編. -- 恒星社厚生閣,

2017.

平　 朝彦 402/T
人新世 : 科学技術史で読み解く人間の地質時代 / 平朝彦著. -- 東海大学出版

部, 2022.

平　 朝彦 450/C
地球の内部で何が起こっているのか? / 平朝彦 [ほか] 著. -- 光文社, 2005. -

- (光文社新書 ; 214).

平　 朝彦 455/T/1
地球のダイナミックス / 平朝彦著. -- 岩波書店, 2001. -- (地質学 / 平朝彦著

; 1).

平　 朝彦 455/T/2 地層の解読 / 平朝彦著. -- 岩波書店, 2004. -- (地質学 / 平朝彦著 ; 2).

平　 朝彦 455/T/3 地球史の探求 / 平朝彦著. -- 岩波書店, 2007. -- (地質学 / 平朝彦著 ; 3).

平　 朝彦 450/T
地球科学入門 : カラー図解 : 地球の観察 : 地質・地形・地球史を読み解く /

平朝彦, 海洋研究開発機構著. -- 講談社, 2020.

平　 朝彦 450.8/I/14
社会地球科学 / 鳥海光弘 [ほか] 著. -- 岩波書店, 1998. -- (岩波講座地球惑

星科学 ; 14).
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大久保　彩子 661.1/K
漁業資源管理の法と政策 : 持続可能な漁業に向けた国際法秩序と日本 / 児矢野マ

リ編. -- 信山社, 2019.

川崎　一平 389.04/N
生き方としてのフィールドワーク : かくも面倒で面白い文化人類学の世界 / 中尾

世治, 杉下かおり編著. -- 東海大学出版部, 2020.

木村　淳 202.5/K
Archaeology of East Asian shipbuilding / Jun Kimura　-- University

Press of Florida , c2016

木村　淳 202.5/S 水中文化遺産 : 海から蘇る歴史 / 林田憲三編. -- 勉誠出版, 2017.

木村　淳 202.5/S 水中遺跡の歴史学 / 佐藤信編 -- 山川出版社 , 2018.3

木村　淳 202.5/S
水中遺跡ハンドブック = A handbook for underwater archaeological sites

/ 文化庁文化財第二課編--文化庁文化財第二課 , 2022.3

木村　淳 202.5/S

Safeguarding underwater cultural heritage in the Pacific: report on good

practice in the protection and management of World War II-related

underwater cultural heritage / edited by The Pacific underwater cultural

heritage partnership.-- United nations educational,scientific and cultural

organization , 2017

木村　淳 210.02/T

徳之島の水中・沿岸遺跡分布調査報告書 / 天城町教育委員会, 伊仙町教育委員会,

徳之島町教育委員会 [編]. -- 天城町教育委員会, 2021. -- (天城町埋蔵文 化財調査

報告書 ; 10)(伊仙町埋蔵文化財発掘調査報告書 ; 20)(徳之島町文化財調査報告書 ;

3).

木村　淳 219.9/R 琉球の中世 / 中世学研究会編. -- 高志書院 , 2019.7. -- (中世学研究 ; 2).

木村　淳 220/H/3
小説・芸能から見た海域交流 / 勝山稔編. -- 汲古書院, 2010. -- (東アジア海

域叢書 / 小島毅監修 ; 3).

木村　淳 220/S
Silk roads : peoples, cultures, landscapes / edited by Susan Whitfield ;

foreword by Peter Sellars. -- University of California Press , c2019.

木山　克彦 202.5/S
世界と日本の考古学 : オリーブの林と赤い大地 / 常木晃先生退職記念論文

集編集委員会編--六一書房 , 2020.3.

小林　孝広 334.4/H
人の移動事典 : 日本からアジアへ・アジアから日本へ / 吉原和男編者代表 ;

蘭信三 [ほか] 編. -- 丸善出版, 2013.

小林　孝広 389.04/B 文化の遠近法 / 伊藤純, 藤井紘司, 山越英嗣編 ； 言叢社 , 2017.3.

小林　孝広 389/K
人類学ワークブック : フィールドワークへの誘い / 小林孝広, 出口雅敏編著.

-- 新泉社, 2010.

サリバン スーザン ローラ 367.1/W Women of a certain age / edited by Liz Byrski.--Fremantle Press , 2021.

関　いずみ 661.7/N 女性からみる日本の漁業と漁村 / 中道仁美編著. -- 農林統計出版, 2008.

関　いずみ 664.33/H

沿岸漁業のビジネスモデル : ビジネスモデル構築を出口とした水産研究の

総合化 / 堀川博史編著. -- 東海大学出版部, 2015. -- (水産総合研究センター

叢書).

高塚　千広 471.3/Ｉ

Isolation of plant organelles and structures : methods and protocols /

edited by Nicolas L. Taylor; A. Harvey Millar.--c2017.--(Methods in

molecular biology ; 1511)

瀧川　郁久 180.9/B
ダライ・ラマ : こころを導く言葉365 / ダライ・ラマ14世テンジン・ギャ

ツォ著 ; 瀧川郁久訳.--春秋社 , 2009.

瀧川　郁久 180.9/B
ダライ・ラマ誰もが聞きたい216の質問 / ダライ・ラマ14世テンジン・

ギャツォ著 ; ラジーヴ・メロートラ編 ; 瀧川郁久訳. -- 春秋社, 2013.

瀧川　郁久 180/H
仏教 / ブラッドリー・K.ホーキンズ著 ; 滝川郁久訳. -- 春秋社, 2004. -- (シ

リーズ21世紀をひらく世界の宗教).

瀧川　郁久 181/K
仏教のコスモロジー / W.ランドルフ・クレツリ著 ; 瀧川郁久訳. -- 春秋社,

2002.

瀧川　郁久 762.33/Ｈ チェリストの物語 / コリン・ハンプトン著 ; 瀧川郁久訳.--春秋社 , 2003.

丸山　真史 202.5/M
動物考古学論 : 松井章著作集 / 松井章著 ; 丸山真史, 菊地大樹編. -- 新泉社,

2021.

丸山　真史 210.025/T
特集動物考古学のいま / 丸山真史, 内山純蔵編集. -- 雄山閣, 2018. -- (季刊

考古学 ; 第144号).

丸山　真史 210.025/T
特集・飲食の風景と考古学 / 谷口榮[編] ; 丸山真史[編]. -- 雄山閣, 2022. --

(季刊考古学 ; 第159号).

丸山　真史 210.32/U 馬の考古学 / 青柳泰介 [ほか] 編集. -- 雄山閣 , 2019.11.

丸山　真史 219.2/S
縄文の奇跡!東名(ひがしみょう)遺跡 : 有明海に沈んだまぼろしの縄文文化 :

国史跡指定記念シンポジウム--佐賀市教育委員会 , 2016.11-2017.3

丸山　真史 222.02/K 河姆渡と良渚 : 中国稲作文明の起源 / 中村慎一, 劉斌編.--雄山閣 , 2020.12

村山　勝 780/K
健康・フィットネスと生涯スポーツ / 東海大学一般体育研究室編 ; [本冊],

別冊ワークブック. -- 改訂版. -- 大修館書店, 2013.

日下宗一郎 202.5/K/1 環境考古学と富士山 / 松島仁, 日下宗一郎編 ; 1, 2, 3. -- 雄山閣, 2017. 1

日下宗一郎 202.5/K/2 環境考古学と富士山 / 松島仁, 日下宗一郎編 ; 1, 2, 3. -- 雄山閣, 2017. 2

日下宗一郎 202.5/K/3 環境考古学と富士山 / 松島仁, 日下宗一郎編 ; 1, 2, 3. -- 雄山閣, 2017. 3

日下宗一郎 202.5/K/4 環境考古学と富士山 / 松島仁, 日下宗一郎編 ; 1, 2, 3. -- 雄山閣, 2017. 4

日下宗一郎 202.5/W
A world view of bioculturally modified teeth / edited by Scott E. Burnett

and Joel D. Irish.--University Press of Florida , c2017.

日下宗一郎 210.2/K 先史時代の輝き : 旧石器･縄文時代の人と環境

日下宗一郎 210.2/T
津雲貝塚 : 総合調査報告書. -- 笠岡市教育委員会, 2020. -- (笠岡市埋蔵文化

財発掘調査報告 ; 6).

日下宗一郎 210.25/J
縄文文化の繁栄と衰退 / 阿部芳郎編-- 雄山閣 , 2019.9-- (先史文化研究の新

展開 / 明治大学資源利用史研究クラスター [編] ; 1).

日下宗一郎 210.25/K
縄文時代の環境への適応と資源利用 / 栗島義明編.--雄山閣 , 2022.5--(明治

大学黒耀石研究センター叢書).

日下宗一郎 215.4/S/4 静岡県史 / 静岡県編 ; 通史編1 - 別編3. -- 静岡県, 1989. 別編4

日下宗一郎 302.4/A
アフリカ学事典 = Encyclopedia of African studies / 日本アフリカ学会編.

-- 昭和堂, 2014.

日下宗一郎 406.9/H
百年先 : 地方博物館の大きな挑戦 / ふじのくに地球環境史ミュージアム編.-

-静岡新聞社 , 2021.1.

人

文

学

科

人

文

学

部



静岡キャンパス教員の著作物コレクションリスト
2022.06.04現在

学部 所属名 教員名 請求記号 電子ブック 資料情報 巻号

日下宗一郎 460/I/1
生き物たちのつづれ織り : 多様性と普遍性が彩る生物模様 / 井上敬 [ほか]

編 ; 上, 下. -- 京都大学学術出版会, 2012.
上

日下宗一郎 460/I/2
生き物たちのつづれ織り : 多様性と普遍性が彩る生物模様 / 井上敬 [ほか]

編 ; 上, 下. -- 京都大学学術出版会, 2012.
下

日下宗一郎 469.4/K
古人骨を測る : 同位体人類学序説 / 日下宗一郎著. -- 京都大学学術出版会,

2018.

日下宗一郎 519.81/S/6
環境史をとらえる技法 / 湯本貴和編 ; 高原光, 村上哲明責任編集. -- 文一総

合出版, 2011. -- (シリーズ日本列島の三万五千年 : 人と自然の環境史 ; 6).

人

文
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科

人

文

学

部
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木村　淳

丸山　真史

坂本　泉

野原　健司

坂上　憲光

坂上　憲光

鉄　多加志

木山　克彦

木村　淳

坂上　憲光

鉄　多加志

高見　宗宏

鉄　多加志

村山　司

大泉　宏

関　いずみ

坂本　泉

馬塲　久紀

成田　尚史

中村　雅子

福井　篤

武藤　文人

吉川　尚

吉川　尚

大泉　宏

田中　克彦

西川　淳

村山　司

新谷　浩一

高嶋　恭子

鉄　多加志

川崎　一平

植原　量行

馬塲　久紀

坂本　泉

成田　尚史

福井　篤

松浦　弘行

堀江　琢

鉄　多加志

村山　司

大泉　宏

大西　修平

庄司　隆行

田中　克彦

中山  直英

西川　淳

野原　健司

堀江　琢

仁木　将人

松浦　弘行

武藤　文人

吉川　尚

野原　健司

秋山　信彦

吉川　尚

武藤　文人

中山  直英

石川 智士

吉川　尚

石川 智士

武藤　文人

吉川　尚

関　いずみ

坂本　泉

秋山　信彦

李　銀姫

関　いずみ

小林　孝広

平塚　聖一

石川 智士

小林　孝広

仁木　将人

202.5/Y
屋良部沖海底遺跡調査報告 / 小野林太郎, 木村淳編.--東海大学海洋学部海

洋文明学科,2018

402.1/F
フィールドガイドマップ / 折戸湾環境創造プロジェクト. -- 清水港開港

120周年記念事業実行委員会, 2019. a.

424.9/I

487.5/G

あり

魚類学の百科事典 / 日本魚類学会編. -- 丸善, 2018.あり

468.8/K

452.2/M 駿河湾学 / 村山司編著. -- 東海大学出版部, 2017.

生き物と音の事典 / 生物音響学会編. -- 朝倉書店, 2019.

452.21/D
THE DEEP SEA : 日本一深い駿河湾 / 東海大学海洋学部編. -- 静岡新聞社,

2015.

601/I
地域と対話するサイエンス : エリアケイパビリティー論 / 石川智士, 渡辺

一生編. -- 勉誠出版, 2017.

601/I
地域が生まれる、資源が育てる : エリアケイパビリティーの実践 / 石川智

士, 渡辺一生編. -- 勉誠出版, 2017.
あり

あり

662.1/I

In the era of big change : essays about Japanese small-scale fisheries /

edited by Yinji Li, Tamano Namikawa. -- TBTI global, 2020. -- (TBTI

global book series).

664.33/H 幡豆の海と人びと / 石川智士, 吉川尚編. -- 東海大学海洋学部, 2016.

海洋生物学マニュアル / 村山司 [ほか] 編著. -- 東海大学出版部, 2019.

1

2

水産と海洋の科学 / 全国高等学校水産教育研究会編. -- 海文堂出版, 2014.

子どもと一緒に覚えたい貝殻の名前 / 東海大学海洋学部, 海洋科学博物館

監修 ; 加古川利彦絵

幡豆の干潟探索ガイドブック / 石川智士, 仁木将人, 吉川尚編. -- 総合地球

環境学研究所, 2016.2, 2016.

日本産稚魚図鑑 / 沖山宗雄編 = An atlas of early stage fishes in Japan /

edited by Muneo Okiyama ; : セット, 1, 2. -- 第2版. -- 東海大学出版会,

2014.

共同著（編）書

660/S

武藤　文人

R/487.5/N/2
高見　宗宏

福井　篤
R/487.5/N/1

484/K

481.72/H

202.5/K
海洋考古学入門 : 方法と実践　/　木村淳,　小野林太郎編著.--東海大学出

版会,2018.

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000083809;jsessionid=2E7B8C2D7E06EB53D50FB4E5789CE086?0
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075574?4
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/u-tokai/bookdetail/p/KP00001278/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/u-tokai/bookdetail/p/KP00001279/
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/u-tokai/bookdetail/p/KP00001279/
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000075574?4
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吉川　尚

664.33/H 幡豆の海と人びと / 石川智士, 吉川尚編. -- 東海大学海洋学部, 2016.

共同著（編）書
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秋山　信彦

泉　庄太郎

李　銀姫

関　いずみ

李　銀姫

関　いずみ

666/M 水族育成学入門 / 間野伸宏, 鈴木伸洋共編著. -- 成山堂書店, 2020.

Unlocking Legal and Policy Frameworks for Small-Scale Fisheries:Global Illustrations/

Vesna Kerezi, Julia Nakamura, Mostafa El Halimi & Ratana Chuenpagdee.-- TBTI

Global,　2020.11

共同著（編）書
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7b8ce8d1492d.usrfiles.com/ugd/45cb94_9d6e2c9ab
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水面上の生命 / スヴェイン・イェントフト 著 ； 李銀姫 ,  浪川珠乃編訳.--TBTI Global,

2020.11

http://toobigtoignore.net/unlocking-legal-and-
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