
シラバス掲載の講義関連図書64冊を電子書籍で購入しました！

【提供サイト】

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/

※ ご利用の際は、必ず学内ネットワーク【VPN】に接続してください。
※ VPNの設定方法など、自宅から利用できる図書館サービスの案内はこちら
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『大学でまなぶ日本の歴史』

著編者：木村茂光【編】小山俊樹 戸部良一 深谷幸治
出版社：吉川弘文館 出版年：2016

大学で日本史を学ぶうえで不可欠なテーマを選び、最新の
研究成果をふまえわかりやすく叙述した、授業に格好の通
史テキスト。

『あなたのタンパク質精製、大丈夫ですか？
貴重なサンプルをロスしないための達人の技』

著編者：胡桃坂仁志 有村泰宏【編】
出版社：羊土社 出版年：2018

タンパク質実験、取り扱いの基本から発現・精製まで実験
の成功のノウハウを余さずに解説します。初心者にも、す
でにタンパク質実験に取り組んでいる方にも役立つ一冊。

Pick UP title

『善意で貧困はなくせるのか？貧乏人の行動経済学』

著編者：ディーン・カーラン ジェイコブ・アペル【著】
清川幸美【訳】 澤田康幸【解説】
出版社：みすず書房 出版年：2013

“社会実験”＋“行動経済学”が世界を救う。最前線のフィー
ルド研究から教えてくれる、貧困削減のためのアイデアが
満載。

『学生のためのＶｉｓｕａｌ Ｂａｓｉｃ．ＮＥＴ』

著編者：若山芳三郎
出版社：東京電機大学出版局 出版年：2004

非常に多くのステートメントやメソッドから、必要な項目
を精選した収録。簡単なプログラムから複雑なプログラム
へと順に学習できるように配列。

『ニューエクスプレスプラス ペルシア語』

著編者：浜畑祐子
出版社：白水社 出版年：2018

美しい響きをもつイランの公用語。文字はアラビア語そっくり
でも、文の作り方は日本語に似ています。基本からゆっくり学
びましょう。★音声アプリ無料ダウンロード

分子解析科学概説Ⅰ

日本史の方法

経済学入門Ⅰb

プログラミング基礎ｄ

特講(中東諸言語)

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00011002
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00016908
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00016908
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00000251
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00006698
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/bookdetail/p/KP00021249


▶▶学外から電子書籍を読む

©KINOKUNIYA COMPANY LTD 2020年5月作成

学外・スマホから利用する３ステップ

以下の手順で自宅・外出先などからKinoDenの電子書籍を読むことができます。

横浜市立大学図書館

横浜市立大学 KinoDen

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/yculib/

ステップ①

KinoDenサイトへアクセス

・学内ネットワーク（VPN）

に接続し、PC等から初回

アクセス

・画面右上の本のマークから

「ログイン」を選択

ステップ②

アカウントの作成

・ご希望のログイン方法で

アカウントを作成

ステップ③

学外からアクセス

・2回目以降は、

登録されたアカウントで

学外からアクセスできます

・ログイン有効期限は

最大90日間です。

期限を過ぎたら

再度学内からブラウザで

アクセスしてください。

For KinoDen

 KinoDenで気になるタイトルが見つかったら、購入希望を申請できます。
「購入をリクエスト」をクリックし、申請者の情報と、申請理由（コメント）を入力して申請してください。
購入可否を判断のうえ、図書館からご連絡します。ご希望に沿えない場合もありますので、ご了承ください。

 ７月末まで、約2,000タイトルの全文試読が可能です。
※全文試読サービスは１度のアクセスで５分間の試読が可能です。５分経過後は、60分以上空けてからご利用
いただくか、ブラウザを閉じて再度アクセスすると、連続利用が可能になる場合があります（ご利用のインター
ネットブラウザにより再試読までの時間が異なります）。

学内ネットワークに接続された環境であれば、アカウント作成をせずにご利用できます。

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/%20yculib/


購入図書一覧

シラバス掲載講義 書名 編著者名 出版者名 ISBN

English　Grammar　for　Higher
Education

冠詞と名詞 (謎解きの英文法) 久野暲, 高見健一著 くろしお出版 9784874243015

English　Grammar　for　Higher
Education

使役 (謎解きの英文法) 久野暲, 高見健一著 くろしお出版 9784874246382

English　Grammar　for　Higher
Education

省略と倒置 (謎解きの英文法) 久野暲, 高見健一著 くろしお出版 9784874245897

English　Grammar　for　Higher
Education

単数か複数か (謎解きの英文法) 久野暲, 高見健一著 くろしお出版 9784874244524

English　Grammar　for　Higher
Education

時の表現 (謎解きの英文法) 久野暲, 高見健一著 くろしお出版 9784874245934

English　Grammar　for　Higher
Education

否定 (謎解きの英文法) 久野暲, 高見健一著 くろしお出版 9784874243916

English　Grammar　for　Higher
Education

文の意味 (謎解きの英文法) 久野暲, 高見健一著 くろしお出版 9784874243237

エビデンス計量評価論
メタ・アナリシス入門 : エビデンスの統合をめざす統
計手法

丹後俊郎著 朝倉書店 9784254127607

グローバル・アカウンティング特
殊研究

損益の区分シフト―経常利益の調整実態と株価への影
響

木村 晃久 中央経済社 9784502294419

グローバル政治論 戦後史の正体 : 1945-2012 (「戦後再発見」双書:1) 孫崎享著 創元社 9784422300511

ジェンダー論 女性学/男性学 (ヒューマニティーズ. Humanities) 千田有紀著 岩波書店 9784000283267

データ解析演習Ⅰ Rによるやさしい統計学
山田剛史, 杉澤武俊, 村井潤
一郎共著

オーム社 9784274067105

ドイツ文化論Ｂ 西洋政治思想史 : 視座と論点 (岩波テキストブックス) 川出良枝, 山岡龍一著 岩波書店 9784000289078

プログラミング演習Ⅱ
Python : 言語によるプログラミングイントロダクショ
ン : データサイエンスとアプリケーション 第2版 (世
界標準MIT教科書)

John V. Guttag著/麻生敏正
[ほか] 訳

近代科学社 9784764905184

プログラミング演習Ⅱ
Python言語によるビジネスアナリティクス : 実務家の
ための最適化・統計解析・機械学習

久保幹雄 [ほか] 著 近代科学社 9784764905160

プログラミング基礎ｄ 学生のためのVisual Basic.NET 若山芳三郎著 東京電機大学出版局 9784501536701

プログラミング基礎ｄ 学生のための詳解Visual Basic 山本昌弘, 重定如彦著 東京電機大学出版局 9784501545208

ミクロ経済学Ⅰa レヴィットミクロ経済学 発展編
スティーヴン・レヴィット, オー
スタン・グールズビー, チャド・
サイヴァーソン著/高遠裕子訳

東洋経済新報社 9784492315002

ミクロ経済学Ⅰa レヴィットミクロ経済学 基礎編
スティーヴン・レヴィット, オー
スタン・グールズビー, チャド・
サイヴァーソン著/高遠裕子訳

東洋経済新報社 9784492314951

ミクロ経済学Ⅱd
市場の失敗と政府の失敗への対策 (プログレッシブ経
済学シリーズ. ミクロ経済学:1)

八田達夫著 東洋経済新報社 9784492812983

ミクロ経済学Ⅱd 都市経済学 第2版 (プログレッシブ経済学シリーズ) 金本良嗣, 藤原徹著 東洋経済新報社 9784492813034

メディア英語
聞いて覚える英単語キクタンTOEFL test : ITP & iBT両
対応 頻出編

小川淳子編集/鈴木美幸, 田
辺希久子翻訳

アルク 9784757415652

演習Ⅰ
国際開発学入門 : 開発学の学際的構築 (勁草テキス
ト・セレクション)

大坪滋, 木村宏恒, 伊東早苗
編

勁草書房 9784326503278

演習Ⅱ
ビジネスフレームワーク図鑑 : すぐ使える問題解決・
アイデア発想ツール70

アンド著 翔泳社 9784798156910

化学概説Ｃ 反応速度論 (物理化学入門シリーズ) 真船文隆, 廣川淳著 裳華房 9784785334208

課題探究科目(科学技術行政)
地頭力 (じあたまりょく) を鍛える : 問題解決に活か
す「フェルミ推定」

細谷功著 東洋経済新報社 9784492555989



シラバス掲載講義 書名 編著者名 出版者名 ISBN

会社法Ⅰ 入門講義会社法 第2版 鈴木千佳子著 慶應義塾大学出版会 9784766424270

外書講読（経済学） 21世紀国際社会を考える : 多層的な世界を読み解く38章渋谷淳一, 本田量久編著 旬報社 9784845115167

観光振興論 観光政策への学際的アプローチ
高崎経済大学地域科学研究
所編

勁草書房 9784326302499

観光振興論 観光政策論 (観光学全集:第9巻)
寺前秀一編著/溝尾良隆 [ほ
か] 編集委員

原書房 9784562091379

基礎ゼミ
（非営利組織のマネジメント）

はじめての経営学 東洋経済新報社編 東洋経済新報社 9784492502501

経営情報論Ⅰ the four GAFA 四騎士が創り変えた世界 ギャロウェイ，スコット 東洋経済新報社 9784492503027

経済学入門Ⅰa クルーグマンミクロ経済学 第2版
ポール・クルーグマン, ロ
ビン・ウェルス著/大山道
広 [ほか] 訳

東洋経済新報社 9784492314821

経済学入門Ⅰb 善意で貧困はなくせるのか? : 貧乏人の行動経済学
ディーン・カーラン, ジェ
イコブ・アペル [著]/清川
幸美訳

みすず書房 9784622077268

経済成長論
経済成長がなければ私たちは豊かになれないのだろう
か (平凡社ライブラリー:513)

C.ダグラス・ラミス著 平凡社 9784582765130

計量経済学Ⅰ EViewsによる計量経済学入門
松浦克己, コリン・マッケ
ンジー著

東洋経済新報社 9784492313516

原価計算論Ⅰ 最新工業簿記 3訂版 伊藤博著/小林哲夫 [著] 実教出版 9784407318203

言語文化論特講1
(コミュニケーション論)

会話分析入門 串田秀也, 平本毅, 林誠著 勁草書房 9784326602964

国土及び広域計画 戦後国土計画への証言 下河辺淳著 日本経済評論社 9784818807060

財務諸表分析Ⅱ 企業評価論入門 奈良沙織著
中央経済社/中央経済
グループパブリッシン
グ (発売)

9784502299612

資源経済学研究 都市計画 川上光彦著 森北出版 9784627496132

社会文化論特講6
(日本社会論)

東京オリンピックの社会経済史 老川慶喜編著 日本経済評論社 9784818820609

人間科学論 生命倫理と医療倫理 改訂3版 伏木信次, 樫則章, 霜田求編 金芳堂 9784765315982

生体制御科学概説Ⅲ もっとよくわかる!免疫学 河本宏著 羊土社 9784758122009

生命環境システム科学特別演習(履
修登録毎年、採点最終年度)

時間生物学事典 石田直理雄, 本間研一編集 朝倉書店 9784254171303

生命機能実習Ⅳ
バイオ実験超基本Q&A : 意外に知らない、いまさら聞
けない 改訂版

大藤道衛著 羊土社 9784758120159

総合講義(国際関係論)
市民政治の育てかた : 新潟が吹かせたデモクラシーの
風

佐々木寛著 大月書店 9784272211180

卒論演習Ⅰ
社会科学系のための「優秀論文」作成術 : プロの学術
論文から卒論まで

川崎剛著 勁草書房 9784326000340

卒論演習Ⅰ（鴨志田ゼミ） 文系でもわかるビジネス統計入門
内田学, 兼子良久, 斉藤嘉一
著

東洋経済新報社 9784492470824

大学院特別講義(日本外交論)
Understanding international relations : the world and
Japan 2nd ed (ASシリーズ:no. 10)

Takeuchi Toshitaka (ed.) 大学教育出版 9784864295185

地域調査実習Ａ ジオ・パルNEO : 地理学・地域調査便利帖 第2版 野間晴雄 [ほか] 編著 海青社 9784860993153

地理学入門
サステイナビリティ : 地球と人類の課題 (シリーズ地
誌トピックス:3)

矢ケ﨑典隆, 森島済, 横山智
編

朝倉書店 9784254168839



シラバス掲載講義 書名 編著者名 出版者名 ISBN

特講（寄附講座：横浜銀行グルー
プによる「銀行講座」）

金融読本 第30版 (読本シリーズ) 島村高嘉, 中島真志著 東洋経済新報社 9784492100332

特講(中東諸言語) ニューエクスプレスプラス　ペルシア語 浜畑祐子著 白水社 9784560087985

日本史の方法 大学でまなぶ日本の歴史 木村茂光 [ほか] 編 吉川弘文館 9784642008310

日本史の方法
陸軍の横暴と闘った西園寺公望の失意 : 政党政治の育
成を目指した上級公卿の挫折

鈴木荘一著 勉誠出版 9784585222323

比較言語論Ｂ はじめての言語獲得 : 普遍文法に基づくアプローチ 杉崎鉱司著 岩波書店 9784000058391

非営利組織論 公会計テキスト 黒木淳編著
中央経済社/中央経済
グループパブリッシン
グ(発売)

9784502295218

非構造化データ 基本からわかる信号処理講義ノート 久保田彰 [ほか] 共著 オーム社 9784274215315

分子解析科学概説Ⅰ
あなたのタンパク質精製、大丈夫ですか? : 貴重なサ
ンプルをロスしないための達人の技

胡桃坂仁志, 有村泰宏編集 羊土社 9784758122382

文化人類学 文化人類学の思考法
松村圭一郎, 中川理, 石井美
保編

世界思想社 9784790717331

保健医療統計学 SPSSによるやさしい統計学 第2版 岸学著 オーム社 9784274068706

理論言語学 形容詞 久野暲, 高見健一著 くろしお出版 9784874247761

量子力学 基礎からの量子力学 上村洸, 山本貴博共著 裳華房 9784785322427


