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No. 書籍名 著者名 発行 

育５  1 機械工学便覧 基礎編・応用編  日本機械学会 

育５  2 機械工学便覧 Ｃ.エンジニアリング編  日本機械学会 

育５  3 機械設計便覧  丸善 

育５  4 新版 精密工作便覧 精密工学会 編 コロナ社 

育５  5 工業計測法ハンドブック 内藤正 編集 朝倉書店 

育５  6 自動化機構図面集 I コアテック(株) 編 日刊工業新聞社 

育５  7 自動化機構図面集 II コアテック(株) 編 日刊工業新聞社 

育５  8 技術資料 機械･建造物の破損事例と 解析技術  日本機械学会 

育５  9 次世代複合材料技術ハンドブック  日本規格協会 

育５ 10 潤滑ハンドブック 日本潤滑学会 編 養腎堂 

育５ 11 ＪＩＳに基づく機械システム設計便覧  日本規格協会 

育５ 12 型技術便覧 型技術協会 編 日刊工業新聞社 

育５ 13 金型設計マニュアル  日本金属プレス工業出版会 

育５ 14 ＮＣ システム事典 土井康弘･本田庸悟･井上久仁子編 朝倉書店 

育５ 15 治工具実用便覧 杉田稔 新技術開発センター 

育５ 16 超精密洗浄技術 角田光雄 監修 シーエムシー 

育５ 17 光学的測定ハンドブック 田中敏治･辻内順平･南茂夫 編 朝倉書店 

育５ 18 金属便覧 日本金属学会 編 丸善 

育５ 19 Material Database 金属材料  日刊工業新聞社 

育５ 20 鋼の熱処理 日本鉄鋼協会編 丸善 

育５ 21 溶接・接合便覧 溶接学会編 丸善 

育５ 22 アルミニウム表面技術便覧  軽金属出版 

育５ 23 最新 プラスチック成形技術大事典 杉浦祥吉 監修 日刊工業新聞社 

育５ 24 ロボット工学ハンドブック 日本ロボット学会 編 コロナ社 

育５ 25 生産管理便覧  丸善 

育５ 26 油空圧便覧 (社)日本油圧学会 編 オーム社 

育５ 27 地球環境工学ハンドブック  オーム社 

育５ 28 電気工学ポケットブック 電気学会 編 オーム社 

育５ 29 品質管理便覧 朝香鐵一･石川馨･山口襄 監修 日本規格協会 

育５ 30 画像処理ハンドブック  昭晃堂 

育５ 31 マテリアル ハンドリング便覧 日本ＭＨ協会 編 日刊工業新聞社 

育５ 32 ＪＩＳ工業用語大辞典  日本規格協会 

育５ 33 実験化学講座 1 基本操作 I 日本化学会 編 丸善 

育５ 34 実験化学講座 2 基本操作 II 日本化学会 編 丸善 

育５ 35 実験化学講座 3 基本操作 III  コンピュータ利用 日本化学会 編 丸善 

育５ 36 実験化学講座 4 熱・圧力 日本化学会 編 丸善 

育５ 37 実験化学講座 5 ＮＭＲ 日本化学会 編 丸善 

育５ 38 実験化学講座 6 分光 I 日本化学会 編 丸善 

育５ 39 実験化学講座 7 分光 II 日本化学会 編 丸善 

育５ 40 実験化学講座 8 分光 III 日本化学会 編 丸善 

育５ 41 実験化学講座 9 電気・磁気 日本化学会 編 丸善 
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育５ 42 実験化学講座 10 回折 日本化学会 編 丸善 

育５ 43 実験化学講座 11 反応と速度 日本化学会 編 丸善 

育５ 44 実験化学講座 12 物質の機能性 日本化学会 編 丸善 

育５ 45 実験化学講座 13 表面・界面 日本化学会 編 丸善 

育５ 46 実験化学講座 14 核・放射線 日本化学会 編 丸善 

育５ 47 実験化学講座 15 分析 日本化学会 編 丸善 

育５ 48 実験化学講座 16 無機化合物 日本化学会 編 丸善 

育５ 49 実験化学講座 17無機錯体･キレート錯体 日本化学会 編 丸善 

育５ 50 実験化学講座 18 有機金属錯体 日本化学会 編 丸善 

育５ 51 実験化学講座 19 有機合成 I炭水化物･ハロゲン化合物 日本化学会 編 丸善 

育５ 52 実験化学講座 20 有機合成 II アルコール・アミン 日本化学会 編 丸善 

育５ 53 実験化学講座 21 有機合成 III アルデヒド･ケトン･キノン 日本化学会 編 丸善 

育５ 54 実験化学講座 22 有機合成 IV 酸･アミノ酸･ペプチド 日本化学会 編 丸善 

育５ 55 実験化学講座 23 有機合成 V 酸化反応 日本化学会 編 丸善 

育５ 56 実験化学講座 24 有機合成 VI ヘテロ元素･典型金

属元素化合物 

日本化学会 編 丸善 

育５ 57 実験化学講座 25 有機合成 VII有機金属試薬による合成 日本化学会 編 丸善 

育５ 58 実験化学講座 26 有機合成 VIII 不斉合成･還元･糖･ 

標識化合物 

日本化学会 編 丸善 

育５ 59 実験化学講座 27 生物有機 日本化学会 編 丸善 

育５ 60 実験化学講座 28 高分子合成 日本化学会 編 丸善 

育５ 61 実験化学講座 29 高分子材料 日本化学会 編 丸善 

育５ 62 実験化学講座 30 総索引 日本化学会 編 丸善 

育５ 63 JIS-ASME-DIN-BS HANDBOOK  材料規格対照表  日本工業出版 

育５ 64 高分子新素材便覧 高分子学会 編 丸善 
 

一５  1 鉄鋼の顕微鏡写真と解説 佐藤知雄 編 丸善 

一５  2 分析化学便覧 日本分析化学会 編 丸善 

一５  3 ソフトウェア品質管理ガイドブック  日本規格協会 

一５  4 ＴＥＣＨＮＯ ＭＡＮＵＡＬ ＤＡＴＡ  新技術開発センター 

一５  5 半導体ハンドブック  オーム社 

一５  6 JISにもとづく標準製図法 第９全訂版 大西清 理工学社 

一５  7 プラスチック金型ハンドブック (社)日本合成樹脂技術協会 編 日刊工業新聞社 

一５  8 理化学辞典  岩波書店 

一５  9 ソフトウェア品質管理事例集 菅野文友 監修 日科技連 

一５ 10 超音波技術便覧 実吉純一･菊地喜充･能本乙彦監修 日刊工業新聞社 

一５ 11 ＪＩＳ総目録 1994 0  日本規格協会 

一５ 12 ＪＩＳハンドブック 1994 １ 鉄鋼  日本規格協会 

一５ 13 ＪＩＳハンドブック 1994 ２ 非鉄  日本規格協会 

一５ 14 ＪＩＳハンドブック 1994 ３ ねじ  日本規格協会 

一５ 15 ＪＩＳハンドブック 1994 ４ 工具  日本規格協会 

一５ 16 ＪＩＳハンドブック 1994 ５ 機械要素  日本規格協会 

一５ 17 ＪＩＳハンドブック 1994 ７ 電気  日本規格協会 

一５ 18 JISﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ1994 ８ 電子試験方法･オプトエレクトロニクス編  日本規格協会 
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一５ 19 ＪＩＳハンドブック 1994 ９ 電子 部品編  日本規格協会 

一５ 20 ＪＩＳハンドブック 1994 10 環境測定  日本規格協会 

一５ 21 ＪＩＳハンドブック 1994 11 プラスチック  日本規格協会 

一５ 22 ＪＩＳハンドブック 1994 13 試薬  日本規格協会 

一５ 23 ＪＩＳハンドブック 1994 14 品質管理  日本規格協会 

一５ 24 ＪＩＳハンドブック 1994 15 製図  日本規格協会 

一５ 25 ＪＩＳハンドブック 1994 16 溶接  日本規格協会 

一５ 26 ＪＩＳハンドブック 1994 18 図記号  日本規格協会 

一５ 27 ＪＩＳハンドブック 1994 20 接着  日本規格協会 

一５ 28 ＪＩＳハンドブック 1994 22 油圧･空気圧  日本規格協会 

一５ 29 ＪＩＳハンドブック 1994 28 機械計測  日本規格協会 

一５ 30 ＪＩＳハンドブック 1994 29 塗料  日本規格協会 

一５ 31 ＪＩＳハンドブック 1994 30 工作機械   日本規格協会 

一５ 32 ＪＩＳハンドブック 1994 33 色彩  日本規格協会 

一５ 33 ＪＩＳハンドブック 1994 34 金属表面処理  日本規格協会 

一５ 34 ＪＩＳハンドブック 1994 35 標準化  日本規格協会 

一５ 35 ＪＩＳハンドブック 1994 36 セラミックス  日本規格協会 

一５ 36 ＪＩＳハンドブック 1994 37 ロボット・ＦＡ・システム  日本規格協会 

一５ 37 ＪＩＳハンドブック 1994 39 光学  日本規格協会 

一５ 38 ＪＩＳハンドブック 1994 42 電気計測  日本規格協会 

一５ 39 ＪＩＳハンドブック 1994 43 熱処理  日本規格協会 

一５ 40 ＪＩＳハンドブック 1992 46 計測標準  日本規格協会 

一５ 41 水のはなし I 高橋裕 編 技報堂出版 

一５ 42 水のはなし II 高橋裕 編 技報堂出版 

一５ 43 水のはなし III 高橋裕 編 技報堂出版 

一５ 44 雪と氷のはなし 木下誠一 技報堂出版 

一５ 45 図解 コンピュータのはなし 佐伯平二 技報堂出版 

一５ 46 エレクトロニクスのはなし 佐伯平二 技報堂出版 

一５ 47 トランジスタのはなし 塩沢修 技報堂出版 

一５ 48 ロボット工作のはなし 佐伯平二 技報堂出版 

一５ 49 レーザーのはなし 佐伯平二 技報堂出版 

一５ 50 ガラスのはなし 井上暁子 技報堂出版 

一５ 51 貴金属のはなし 山本博信 技報堂出版 

一５ 52 暮らしの中の科学技術のはなし  技報堂出版 

一５ 53 機械のはなし 江守一郎 技報堂出版 

一５ 54 コンクリートのはなし I 藤原忠司･宮川豊章･長谷川寿夫･ 

河井徹･編 

技報堂出版 

一５ 55 コンクリートのはなし II 藤原忠司･宮川豊章･長谷川寿夫･ 

河井徹 編 

技報堂出版 

一５ 56 デザインのはなし I 佐藤方彦 技報堂出版 

一５ 57 デザインのはなし II 佐藤方彦 技報堂出版 

一５ 58 21世紀の材料研究 堂山昌男･小川恵一･北田正弘 編 アグネ承風社 

一５ 59 新コロナシリーズ 18 もの作り不思議百科 ＪＳＴＰ 編 コロナ社 



 32 

一５ 60 一億人の化学 5リサイクルのための化学 日本化学会 編 大日本図書 

一５ 61 一億人の化学 7 嫌われ元素は働き者 日本化学会 編 大日本図書 

一５ 62 一億人の化学 14 どうする地球環境 日本化学会 編 大日本図書 

一５ 63 一億人の化学 15 光が活躍する 日本化学会 編 大日本図書 

一５ 64 一億人の化学 16 新しい磁石 日本化学会 編 大日本図書 

一５ 65 一億人の化学 17 膜は生きている 日本化学会 編 大日本図書 

一５ 66 一億人の化学 18 お化粧と科学 日本化学会 編 大日本図書 

一５ 67 光技術の時代 宮内克己 丸善 

一５ 68 太陽エネルギー利用技術 藤井石根 工業調査会 

一５ 69 色 その化学と文化 江森康文･大山正･深尾謹之介 編 朝倉書店 

一５ 70 色彩工学 大田登 東京電気大学出版局 

一５ 71 東京大学公開講座 52 環境  東京大学出版会 

一５ 72 そこが知りたい 単位の知識 山川正光 日刊工業新聞社 

一５ 73 ごみ処理問題と分解性プラスチック 筏英之 アグネ承風社 

一５ 74 地球の化学と環境 多賀光彦･那須淑子 山共出版 

一５ 75 基礎の数学 寺田文行 編 サイエンス社 

一５ 76 工科の数学 1 微分・積分 田島一郎･渡部隆一･宮崎浩 培風館 

一５ 77 工科の数学 2 線形代数･ベクトル解析 小西栄一･深見哲造･遠藤静男 培風館 

一５ 78 工科の数学 3 微分方程式･フーリエ解析 近藤次郎･小林竜一･高橋磐郎･ 

小柳芳雄･渡辺正 

培風館 

一５ 79 工科の数学 4 複素関数 渡部隆一･宮崎浩･遠藤静男 培風館 

一５ 80 工科の数学 5 統計解析 高橋磐郎･小林竜一･小柳芳雄 培風館 

一５ 81 設計技術者のための品質管理 大津亘 日科技連 

一５ 82 有限要素法入門 春海佳三郎･大槻明 共立出版株式会社 

一５ 83 人工知能のはなし 大村平 日科技連 

一５ 84 超音波のはなし 伊藤健一 日刊工業新聞社 

一５ 85 メカトロニクスのはなし 舘暲 日刊工業新聞社 

一５ 86 バイオテクノロジーのはなし 戸田清 日刊工業新聞社 

一５ 87 酵素応用のはなし 軽部征夫 日刊工業新聞社 

一５ 88 形状記憶合金のはなし 鈴木雄一 日刊工業新聞社 

一５ 89 材料力学 竹内洋一 日新出版 

一５ 90 設計のための材料力学 福田秀雄 廣川書店 

一５ 91 機械振動学 動的問題解決の基本知識 佐藤秀紀･岡部佐規一･岩田佳雄 工業調査会 

一５ 92 光ファイバ 大越孝敬･岡本勝就･保立和夫 オーム社 

一５ 93 東京大学公開講座 42 光  東京大学出版会 

一５ 94 機械工学基礎講座 伝熱学 西川兼康･藤田恭伸 理工学社 

一５ 95 機械工学基礎講座 工業熱力学 小林清志 理工学社 

一５ 96 標準電気工学講座 I 電磁気学 川西健次 コロナ社 

一５ 97 電磁気学の直観的理解法 後藤尚久 コロナ社 

一５ 98 液晶の基礎と応用 松本正一･角田市良 工業調査会 

一５ 99 液晶 基礎編 岡野光治･小林駿介 培風館 

一５ 100 液晶 応用編 岡野光治･小林駿介 培風館 

一５ 101 固体物性論 笹倉博 編 朝倉書店 
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一５ 102 物性論  固体を中心とした 黒沢達美 裳華房 

一５ 103 表面物理入門 塚田捷 東京大学出版会 

一５ 104 機能材料入門  下巻 本間基文･北田正弘 アグネ承風社 

一５ 105 固体電子材料 小沼稔 工学図書株式会社 

一５ 106 化学便覧 基礎編 I 日本化学会 編 丸善 

一５ 107 化学便覧 基礎編 II 日本化学会 編 丸善 

一５ 108 環境化学物質要覧 環境庁環境化学物質研究会 編 丸善 

一５ 109 材料力学 山田敏郎 日刊工業新聞社 
 

一６  1 やさしい化学 安井博 学術図書出版社 

一６  2 材料からみた化学 今井弘･浦上忠･辰巳正和 培風館 

一６  3 電池の話 平井竹次･高橋祥夫 裳華房 

一６  4 活性剤の化学 ぬらすことと洗うこと 井上勝也･彦田毅 裳華房 

一６  5 錆と防食のはなし 松島巌 日刊工業新聞社 

一６  6 セラミックスの基礎科学 守吉佑介･笹本忠･植松敬三･伊熊泰郎 内田老鶴圃 

一６  7 ファインセラミクスの基礎 小泉光恵･柳田博明 オーム社 

一６  8 セラミックスの科学 柳田博明･永井正幸 技報堂出版 

一６  9 入門 高分子材料 高分子学会 編 共立出版株式会社 

一６ 10 プラスチック材料読本 桜内雄二郎 工業調査会 

一６ 11 機能性高分子材料の基礎 藤重昇永 工業調査会 

一６ 12 生分解性高分子材料 土肥義治 工業調査会 

一６ 13 電子材料セラミクス 中重治･早川茂 オーム社 

一６ 14 エンジニアのための 機械工学入門 中川隆夫 朝倉書店 

一６ 15 工学基礎数学 PART I 実践教育研究会 編 工業調査会 

一６ 16 工学基礎数学 PART II 実践教育研究会 編 工業調査会 

一６ 17 温度の計測  コロナ社 

一６ 18 機械加工計測技術 日本機械学会編 朝倉書店 

一６ 19 シーケンス制御入門 萩原國雄･山城健太郎 理工学社 

一６ 20 実践メカトロニクス  計測・制御 佐竹博 産業図書 

一６ 21 実践メカトロニクス  油圧・空気圧 仙田良二 産業図書 

一６ 22 歯車  ジャパンマシニスト社 

一６ 23 機械技術者のための電気一般 鈴木一郎･松本和幸 明現社 

一６ 24 工学基礎  振動論 徳岡辰雄 サイエンス社 

一６ 25 材料の強度と塑性 佐藤和郎 森北出版株式会社 

一６ 26 金属の腐食疲労と強度設計 遠藤吉郎･駒井謙治郎 養賢堂 

一６ 27 金属疲労の力学と組織学 M.Klesnil，P.Lukas 養賢堂 

一６ 28 破壊と材料 日本材料科学会 編 裳華房 

一６ 29 硬さのおはなし 寺澤正男 日本規格協会 

一６ 30 摩擦のおはなし 田中久一郎 日本規格協会 

一６ 31 強さの基礎 砂田久吉 パワー社 

一６ 32 例題で学ぶ 材料力学 西村尚 丸善 

一６ 33 機械材料 松尾哲夫･末永勝郎･立川逸郎･ 

幡中憲治･福永秀春 

朝倉書店 

一６ 34 機構学および機械力学 北郷薫･玉置正恭 工学図書株式会社 
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一６ 35 図面の見方 山中秀男 共立出版株式会社 

一６ 36 機構学大要 酒井高男 養賢堂 

一６ 37 ばねのおはなし 小玉正雄 日本規格協会 

一６ 38 ベアリングのおはなし 綿林英一･田原久祺 日本規格協会 

一６ 39 JISにもとづく 機械設計製図便覧 津村利光･大西清 理工学社 

一６ 40 実践 設計心得ノート 渡辺秀則 日刊工業新聞社 

一６ 41 はじめて学ぶ 機械設計製図   

一６ 42 ＪＩＳに基づく 標準製図法 第 10全訂版 大西清 理工学社 

一６ 43 自動化の設計と製作 松田博信 近代図書 

一６ 44 加工学基礎１ 基礎切削加工学 杉田忠彰･上田完次･稲村豊四郎 共立出版株式会社 

一６ 45 加工学基礎２ 研削加工と砥粒加工 河村末久･矢野章成･樋口誠宏･ 

杉田忠彰 

共立出版株式会社 

一６ 46 工業熱力学 河野通方･岡島敏 学献社 

一６ 47 熱のはなし 中村茂夫･畠山立子･橋本壽正 技法堂出版 

一６ 48 機械流体工学 中村育雄･大坂英雄 共立出版株式会社 

一６ 49 油圧と空気圧のおはなし 辻茂 日本規格協会 

一６ 50 図解 合金状態図読本 横山亨 オーム社 

一６ 51    

一６ 52 金属材料概論 小原嗣朗 朝倉書店 

一６ 53    

一６ 54 やさしい 電気の一般知識 古川修文 新星出版社 

一６ 55 危険物ハンドブック  新星出版社 

一６ 56 第４類危険物 予想問題と解説   西東社 

一６ 57 Windows 3.1 ハンドブック 島谷明男 ナツメ社 

一６ 58 新クラウン英和辞典 河村重治郎 編 三省堂 

一６ 59 新クラウン和英辞典 山田和男 編 三省堂 

一６ 60 クラウン仏和辞典  三省堂 

一６ 61 プログレッシブ スペイン語辞典  小学館 

一６ 62 コンサイス 外来語辞典  三省堂 

一６ 63 アルファ 独和辞典  三修社 

一６ 64 コンサイス ワープロ漢字辞典  三省堂 

一６ 65 宮後臣吉伝 忍ぶ心 和の心 執筆 清水協・企画 宮後睦雄 銀河書房 

一６ 66 変革期の日本産業 加藤秀雄 新評論 

一６ 67 テクノポリスと地域産業振興 関満博･加藤秀雄 編 新評論 

一６ 68 地域産業時代の政策 関満博･西沢正樹 編 新評論 

一６ 69 中国長江下流域の発展戦略 関満博 新評論 

一６ 70 図解 21世紀の新成長ビジネス 日興リサーチセンター編 東洋経済新報社 

一６ 71 信州 共創 信州に集う創造性開発セミナー  長野県出版編集ﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ  ー

一６ 72 三鷹小企業集団  (協)三鷹ハイテクセンター 

一６ 73 エレメンタル 中小企業 中村秀一郎･金谷貞夫 編 英創社 

一６ 74 最新 全国中小企業集積の動向 (財)中小企業総合研究機構 編 同友館 

一６ 75 ヒューマン・マネジメント 石門心学に学ぶ 本多哲夫 白桃書房 

一６ 76 １ドル 80円工場 日経ビジネス 編 日本経済新聞社 
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No. 冊 書籍名 著者名 発行 

経営  Management 

Ｋ５ M1  経営工学ｼﾘｰｽﾞ1 企業経営 山口襄 編 日本規格協会 

Ｋ５ M2  経営工学ｼﾘｰｽﾞ2 経営工学概論 山口襄 編 日本規格協会 

Ｋ５ M3  経営工学ｼﾘｰｽﾞ15 品質管理 朝香鐵一 編 日本規格協会 

Ｋ５ M4  経営名著ｼﾘｰｽﾞ2 経営者の役割 Ｃ･Ｉ･バーナード ダイヤモンド社 

Ｋ５ M5  経営名著ｼﾘｰｽﾞ3 産業の社会心理 Ｊ･Ａ･Ｃ･ブラウン ダイヤモンド社 

Ｋ５ M6  経営名著ｼﾘｰｽﾞ4 経営と勤労意欲 Ｆ･Ｊ･レスリスバーガー ダイヤモンド社 

Ｋ５ M7  経営名著ｼﾘｰｽﾞ5 フォレット経営管理の基礎 アーウィック 編 ダイヤモンド社 

Ｋ５ M8  経営名著ｼﾘｰｽﾞ7 トップ・マネージメント Ｐ･Ｅ･ホールデン 他 ダイヤモンド社 

Ｋ５ M9  経営名著ｼﾘｰｽﾞ8 経営と社会 Ａ･Ｈ･コール ダイヤモンド社 

Ｋ５ M10  Blue Backs  企業をのばす情報管理 松平誠 講談社 

Ｋ５ M11  Blue Backs  企業をのばす品質管理 唐津一 講談社 

Ｋ５ M12  Blue Backs  計画の科学 加藤昭吉 講談社 

Ｋ５ M13  Blue Backs  計画の科学 II 加藤昭吉 講談社 

Ｋ５ M14  Blue Backs  自動車の再発見 樋口健治 講談社 

Ｋ５ M15  Blue Backs  創造性の開発 恩田彰･野村健二 講談社 

Ｋ５ M16  Blue Backs  労働科学入門 三浦豊彦 講談社 

Ｋ５ M17 ２ Executive Books  経営正攻法   山城章 ダイヤモンド社 

Ｋ５ M18  Executive Books  経営の新次元 Ｐ･Ｆ･ドラッカー ダイヤモンド社 

Ｋ５ M19  Executive Books 社長室 大坪檀 ダイヤモンド社 

Ｋ５ M20  Executive Books  日本的経営の探求 小野豊明 ダイヤモンド社 

Ｋ５ M21  Executive Books リーダーシップの技術 Ａ･ユーリス ダイヤモンド社 

Ｋ５ M22  Executive Books 歴史に学ぶ人材活用法 藤田忠 ダイヤモンド社 

Ｋ５ M23  Kappa Business  朝日文化人 酒井寅吉 光文社 

Ｋ５ M24  Kappa Business  危ない会社 占部都美 光文社 

Ｋ５ M25  Kappa Business  会社の法律 並木俊守 光文社 

Ｋ５ M26 ２ Kappa Business 関西商法   田辺昇一 光文社 

Ｋ５ M27  Kappa Business  奇跡の会社 渡辺栄二 光文社 

Ｋ５ M28  Kappa Business  経営学教科書 坂本藤良 光文社 

Ｋ５ M29  Kappa Business  社長への直訴状 三鬼陽之助 光文社 

Ｋ５ M30  Kappa Business  十年後 グループＳＴ 光文社 

Ｋ５ M31  Kappa Business  続･十年後 グループＳＴ 光文社 

Ｋ５ M32  Kappa Business  十年後 ビジネス編 グループＳＴ 光文社 

Ｋ５ M33  Kappa Business  情報の集め方 有田恭助 光文社 

Ｋ５ M34 ２ Kappa Business  人件費   占部都美 光文社 

Ｋ５ M35  Kappa Business  世界が日本の将来に蒼ざめる理由 伊藤憲一 光文社 

Ｋ５ M36  Kappa Business  チームワーク 川喜田二郎 光文社 

Ｋ５ M37  Kappa Business  電子計算機 南沢宣郎 光文社 

Ｋ５ M38  明日のための思想 ピーター･Ｆ･ドラッカー ダイヤモンド社 

Ｋ５ M39  新しい経営者の創造 坂本藤良 監修 日本生産性本部 

Ｋ５ M40  異色企業 米沢成彬 日本経済新聞社 

Ｋ５ M41  異説･企業の効率化時代 門田武治 日本能率協会 
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Ｋ５ M42  エクセレント･カンパニー 超優良企業の条件 Ｔ･Ｊ･ピーターズ,Ｒ･Ｈ･ウォータマン 講談社 

Ｋ５ M43  ＦＡが工場をどう変えるか  日本能率協会 

Ｋ５ M44  会社成長の理論 Ｅ･Ｔ･ペンローズ ダイヤモンド社 

Ｋ５ M45  会社の寿命  ｢盛者必衰の理｣ 日経ビジネス 編 日本経済新聞社 

Ｋ５ M46  続･会社の寿命  衰亡招く｢第２の法則｣ 日経ビジネス 編 日本経済新聞社 

Ｋ５ M47  カイゼン 今井正明 講談社 

Ｋ５ M48  科学的管理の体系と本質 山本純一 森山書店 

Ｋ５ M49  価値分析計画の展開 光田基成 日刊工業新聞社 

Ｋ５ M50  変われ日本人 甦れ企業 堀紘一 講談社 

Ｋ５ M51  関東平野は世界の心臓 長谷川慶太郎 徳間書店 

Ｋ５ M52  管理者のリーダーシップ  (下) ラルフ･Ｃ･デヴィス 日本生産性本部 

Ｋ５ M53  管理推計学  上巻 加藤ライジ 野田経済社 

Ｋ５ M54  管理推計学  中巻 加藤ライジ 野田経済社 

Ｋ５ M55  企業参謀 ｢戦略的思考とはなにか」 大前研一 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾀｲﾑ社 

Ｋ５ M56  続･企業参謀 ｢戦略的経営計画の実際｣ 大前研一 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾀｲﾑ社 

Ｋ５ M57 ２ 企業進化論   Ｒ･ブレーク,Ｗ･エイビス,Ｊ･ムートン 産能大出版部 

Ｋ５ M58  企業は変わる人が変わる 江坂彰 文藝春秋 

Ｋ５ M59  技術と変化 ドナルド･Ａ･ショーン 産能大出版部 

Ｋ５ M60  技術・プラント輸出の常識 松永芳雄 日刊工業新聞社 

Ｋ５ M61  技術輸出契約の手引き 松永芳雄 日刊工業新聞社 

Ｋ５ M62 ２ 期待される管理者像 マネジリアル・グリッド ロバート･Ｒ･ブレーク,ジェーン･Ｓ･ムートン 産能大出版部 

Ｋ５ M63  クオリティ･マネジメント フィリップ･Ｂ･クロスビー 日本能率協会 

Ｋ５ M64  ＱＭ革命 品質コスト低減の新手法 Ｐ･Ｂ･クロスビー 日本能率協会 

Ｋ５ M65  グラフィックマネジメント 加藤邦宏 オーム社 

Ｋ５ M66  グラフによる経営管理 青木茂男 ダイヤモンド社 

Ｋ５ M67  経営回想録 わが企業再建 早川種三 プレジデント社 

Ｋ５ M68  最新 経営管理技術用語解説  日本能率協会 

Ｋ５ M69  経営管理  その理論と実際 アーネスト・デール ダイヤモンド社 

Ｋ５ M70  経営管理の思想家たち 車戸實 編 ダイヤモンド社 

Ｋ５ M71  経営計画 金子佐一郎 監修 中央経済社 

Ｋ５ M72  経営計画のすすめ方 ジョン･アージェンティ 産能大出版部 

Ｋ５ M73  経営行動科学 豊原恒男 編 河出書房 

Ｋ５ M74  経営の行動科学 Ｒ・リッカート ダイヤモンド社 

Ｋ５ M75  経営者育成ハンドブック ジョセフ･ドーハー,ビビーネ･マーキス編 日本生産性本部 

Ｋ５ M76  経営者に望む 朝香鐵一 全国中小企業技術者研

修協会 

Ｋ５ M77  経営者の実行原理 エドワード･Ｃ･シュレー 日本生産性本部 

Ｋ５ M78  経営重点の解明 高仲顕 産能大出版部 

Ｋ５ M79  経営戦略と組織 アルフレッド･Ｄ･チャンドラｰ 実業之日本社 

Ｋ５ M80  経営戦略の核心 Ｂ･Ｄ･ヘンダーソン ダイヤモンド社 

Ｋ５ M81  経営組織論 高宮晋 ダイヤモンド社 

Ｋ５ M82  経営統計の見方・使い方 深田正夫･楠田丘 同文舘 

Ｋ５ M83  経営の行動指針 土光敏夫 産能大出版部 
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Ｋ５ M84  経営の小さなヒント 浅野喜起 日本経済新聞社 

Ｋ５ M85  経営の統一理論 ハロルド･クーンツ 編 ダイヤモンド社 

Ｋ５ M86  経営の名著 〈理論編〉 坂本藤良 編 経林書房 

Ｋ５ M87  経営比率に強くなる本 長島俊男 日本実業出版社 

Ｋ５ M88  経営目標と個人目標 アーネスト･Ｃ･ミラー 産能大出版部 

Ｋ５ M89  決断の経営 松下幸之助 ＰＨＰ研究所 

Ｋ５ M90  現代の経営 ピーター･Ｆ･ドラッカー 自由国民社 

Ｋ５ M91  現状打破の経営哲学 Ｊ･Ｍ･ジュラン 日科技連 

Ｋ５ M92  減量経営のすすめ方と実例 竹山正憲 日本法令 

Ｋ５ M93  交渉力 ｢攻撃｣と｢譲歩｣の研究 藤田忠 プレジデント社 

Ｋ５ M94  高齢・高学歴下の日本的経営 津田真澂 日経連 

Ｋ５ M95  国際経営 小林規威 編 河出書房 

Ｋ５ M96  国際ビジネス戦略を求めて  ジェトロ 

Ｋ５ M97  コスト工学 佐藤良 産能大出版部 

Ｋ５ M98  五大技術革命 牧野昇 ＰＨＰ研究所 

Ｋ５ M99  これからの産業人 フレデリック･Ｒ･カッペル 産能大出版部 

Ｋ５ M100  コンピュータ経営 岸本英八郎 編 河出書房 

Ｋ５ M101  自主技術の開発 岸田純之助 日本放送出版協会 

Ｋ５ M102  自分の会社を持つなら有限会社にしなさい！ 石野誠一 明日香出版社 

Ｋ５ M103  社長が書いた ｢月次決算｣経営法 田井野治郎 中経出版 

Ｋ５ M104  社長･重役のための事業後継と財産管理 金井澄雄 ダイヤモンド社 

Ｋ５ M105  省エネ革新経営  日本経済新聞社 

Ｋ５ M106  ｢商機｣をつかむ  企業盛衰のカギ 海藤守 ＰＨＰ研究所 

Ｋ５ M107  新 企業繁栄論 牧野昇 講談社 

Ｋ５ M108  新戦略と日本 上居明夫 時事通信社 

Ｋ５ M109  シンボリック・マネジャー Ｔ･ディール，Ａ･ケネディー 新潮社 

Ｋ５ M110  スモール･ビジネスの挑戦 Ｎ･Ｊ･ハンフリーズ,Ｇ･Ｗ･リムラー ＰＨＰ研究所 

Ｋ５ M111  成功への処方箋 ローレンス･Ａ･アプレー ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾀｲﾑ社 

Ｋ５ M112  生産管理 菅又忠美 長野県企業合理化協

会 

Ｋ５ M113  生産管理の経営学 野口祐 税務経理協会 

Ｋ５ M114  生産システムの設計と管理 横山倉三 工学院大学 

Ｋ５ M115  生産性向上の理論的諸問題 山辺孝 日本生産性本部 

Ｋ５ M116  生産性分析 理論とその活用 上領英之 日本能率協会 

Ｋ５ M117  生産性と賃金/物価  日本生産性本部 

Ｋ５ M118  製品のライフサイクル 今居謹吾 ダイヤモンド社 

Ｋ５ M119  設備投資計画法 千住鎭雄･伏見多美雄 日科技連 

Ｋ５ M120 ３ 全員経営のバゼットシステム   秦一徳 ダイヤモンド社 

Ｋ５ M121  先端技術で中小企業が変わった 小林紀興 リクルート出版 

Ｋ５ M122  専門経営者 Ｌ･Ａ･アレン ダイヤモンド社 

Ｋ５ M123  創造活動の理論  (上) アーサー･ケストラー ラテイス 

Ｋ５ M124  創造的経営 小林茂 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ出版部 

Ｋ５ M125  ソフト・エネルギー 太田時男 講談社 
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Ｋ５ M126  体当り経営論 高橋達男 産能大出版部 

Ｋ５ M127  中堅活力企業の時代  野村総合研究所 

Ｋ５ M128  中小企業経営のカンどころ 齋藤俊勝 ぎょうせい 

Ｋ５ M129  中小企業｢攻め｣の戦略 森清 ダイヤモンド社 

Ｋ５ M130  中小企業と週休二日制 堀越昌安章 日本労働協会 

Ｋ５ M131 ３ 中小企業の経営計画のつくり方と実例   竹山正憲 日本法令 

Ｋ５ M132  中小企業のための海外進出･派遣ﾏﾆｭｱﾙ 新井洋 明日香出版社 

Ｋ５ M133  中小企業のための経営数字の見方 長島俊男 日本経済新聞社 

Ｋ５ M134  ツキを呼ぶ  企業のミニ発明 豊沢豊雄 にっかん書房 

Ｋ５ M135  ドラッカー経営学説の研究 藻利重隆 森山書店 

Ｋ５ M136  日本的経営の論理 津田眞澂 中央経済社 

Ｋ５ M137  日本的経営の理論のために 人事管理の現代的課題 津田眞澂 税務経理協会 

Ｋ５ M138  日本の技術革新 星野芳郎 勁草書房 

Ｋ５ M139  テラスで読む 日本の経営  日本経済新聞社 

Ｋ５ M140  日本の産業再編成 日本経済調査協議会 編 至誠堂 

Ｋ５ M141  人間発見の経営 Ｓ･Ｗ･ゲラマン 産能大出版部 

Ｋ５ M142  農家の家庭経営を考える 三石千代子 信毎書籍出版ｾﾝﾀｰ 

Ｋ５ M143  パソコンによる企業の体質改善計画 松野茂雄 日本能率協会 

Ｋ５ M144 ２ パック＝高度生産性の秘密   門田武治 日本能率協会 

Ｋ５ M145 ３ パック  高度生産性の秘密  (新版)  門田武治 日本能率協会 

Ｋ５ M146  バリュー･アナリシス 最適購買の方法と事例 亀岡志郎･服部明 日本能率協会 

Ｋ５ M147  バリュー・アナリシス入門 瀬口龍一 日本能率協会 

Ｋ５ M148 ２ 複眼のアドバイス   十時昌 日本能率協会 

Ｋ５ M149  複合先端産業  日本経済新聞社 

Ｋ５ M150  プロフェッショナル マネジャー ハロルド･ジェニーン,アルヴィン･モスコー 早川書房 

Ｋ５ M151  分社・ある経営感覚 酒井邦恭 朝日新聞社 

Ｋ５ M152  ベンチャー時代の大成功への戦略 今原禎治 かんき出版 

Ｋ５ M153  マッキンゼー  現代の経営戦略 大前研一 プレジデント社 

Ｋ５ M154 ６ マン･パワー･コスト･システム  (初版)   花岡正夫 白桃書房 

Ｋ５ M155 ２ マン･パワー･コスト･システム  (再版)   花岡正夫 白桃書房 

Ｋ５ M156 ８ 目標管理の考え方   猿谷誠治 産能大出版部 

Ｋ５ M157  目標による管理 上野一郎 池田書店 

Ｋ５ M158 ２ 目標設定による管理体制   猿谷雅治･千田洸 ダイヤモンド社 

Ｋ５ M159  優良企業の条件 上野明 講談社 

Ｋ５ M160  ライフ･サイクル･コスティング 日比宗平 監修 日本能率協会 

Ｋ５ M161  ラッカー・プラン 今坂朔久 日本能率協会 

Ｋ５ M162  利益計画のたて方 古川栄一 森山書店 

Ｋ５ M163  例外管理 レスター･Ｒ･ビッテル 産能大出版部 

Ｋ５ M164 ２ 私の品質経営   上窪實 日科技連 

Ｋ５ M165  アイアコッカ  我が闘魂の経営 リー･アイアコッカ ダイヤモンド社 

Ｋ５ M166  アイアコッカ Part2  トーキング･ストレート リー･アイアコッカ ダイヤモンド社 

Ｋ５ M167  ＩＢＭの人事管理 亀岡大郎 三天書房 

Ｋ５ M168  アサヒビールの挑戦 石山順也 日本能率協会 



 33 

Ｋ５ M169  キャノンスピリットの軌跡 岩井正和 日本ﾘｸﾙｰﾄｾﾝﾀｰ 

Ｋ５ M170 ２ キャノンの生産革新    日本能率協会 

Ｋ５ M171  クライスラーの没落 マイケル･モーリッツ,バレット･シーマン ＴＢＳブリタニカ 

Ｋ５ M172  ＧＭはなぜ世界最強なのか 山本隆 三天書房 

Ｋ５ M173  人材マップマニュアル  TDK編  産能大出版部 

Ｋ５ M174  スーパー･ダイエーの秘密 吉田時雄 日本実業出版社 

Ｋ５ M175  それでも私は会社を買う 香村正光 東都書房 

Ｋ５ M176  ドキュメント 日産自動車の決断 梶原一明 プレジデント社 

Ｋ５ M177  トヨタ 高収益構造の解明 梶原一明 産能大出版部 

Ｋ５ M178  トヨタ システム 門田安弘 講談社 

Ｋ５ M179 ３ トヨタ生産方式   大野耐一 ダイヤモンド社 

Ｋ５ M180 ２ トヨタ生産方式のＩＥ的考察   新郷重夫 日刊工業新聞社 

Ｋ５ M181 ２ トヨタ生産方式の新展開   大野耐一 監修 日本能率協会 

Ｋ５ M182  トヨタとホンダが合併する日･･････ 山下雄璽郎 コスカ出版 

Ｋ５ M183  トヨタ、日産の明日は暗い 北沢輝夫 エール出版社 

Ｋ５ M184 ９ トヨタの現場管理    日本能率協会 

Ｋ５ M185  トヨタ 40年の軌跡 山本直 ダイヤモンド社 

Ｋ５ M186  日清紡 ロマンへの挑戦 網淵昭三 ビジネス社 

Ｋ５ M187  ニッセイ ひと 未来 片山修 毎日新聞社 

Ｋ５ M188  評伝 弘世 現 萩原啓一 国際商業出版 

Ｋ５ M189  日立精機  ダイヤモンド社 

Ｋ５ M190  日立の生産革命  日本能率協会 

Ｋ５ M191  不況になぜ強いか ｢松下経理大学｣の本 樋野正二 実業之日本社 

Ｋ５ M192  ホンダ・マネジメント・システム 三戸節雄 ダイヤモンド社 

Ｋ５ M193  日立工機株式会社 (ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ)   

Ｋ５ M194  通商産業省 工業技術院機械技術研究所   

Ｋ５ M195  中小企業白書  昭和 42年度版 中小企業庁 編 大蔵省印刷局 

Ｋ５ M196  中小企業白書  昭和 59年度版 中小企業庁 編 大蔵省印刷局 

Ｋ５ M197  平成二年版 日本の企業 西日本篇  日刊工業新聞企業情報ｾﾝﾀー  

Ｋ５ M198  平成二年版 日本の企業 東日本篇  日刊工業新聞企業情報ｾﾝﾀー  

Ｋ５ M199  日本工業年鑑 ‘87  日本工業新聞社 

経済 Economy 

Ｋ５ E1  現代経営双書 経済成長下に変貌する中小企業 竹内正巳 日本生産性本部 

Ｋ５ E2  現代経営双書 日本経済のひずみ 美濃部亮吉 日本生産性本部 

Ｋ５ E3  現代経営双書 日本経済を考える 内田忠夫 編 日本生産性本部 

Ｋ５ E4  エンジニアリング･エコノミィ 佐藤精一 ダイヤモンド社 

Ｋ５ E5  経済サイバネティクス 飯尾要 日本評論社 

Ｋ５ E6  経済性工学 利益拡大の計画技術 千住鎮雄･伏見多美雄 日本能率協会 

Ｋ５ E7  経済性工学  (新版) 千住鎮雄･伏見多美雄 日本能率協会 

Ｋ５ E8  経済成長と貿易構造 小島清・渡部福太郎・島野卓爾 勁草書房 

Ｋ５ E9  ケインズと現代 Ｍ･スチュワート ダイヤモンド社 

Ｋ５ E10  国民の経済白書  日本評論社 

Ｋ５ E11  これからの日本経済  日本評論社 
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Ｋ５ E12  産業・経済 通説のウソとマコト 並木信義 日本経済新聞社 

Ｋ５ E13  新高度成長経済論 斉藤精一郎 講談社 

Ｋ５ E14  新･日本経済 日経 編 日本経済新聞社 

Ｋ５ E15  政治・経済の研究 三潴信邦 旺文社 

Ｋ５ E16  世界経済診断 大来佐武郎 ＴＢＳブリタニカ 

Ｋ５ E17  世界経済と日本貿易 小島清 勁草書房 

Ｋ５ E18  世界経済のなかの日本経済 竹内宏･松永嘉夫 有斐閣 

Ｋ５ E19  設備投資の経済計算とその理論 村川武雄 日本科学技術連盟 

Ｋ５ E20  設備更新の経済理論 秦恒雄 日刊工業新聞社 

Ｋ５ E21  続 設備更新の経済理論 秦恒雄 日刊工業新聞社 

Ｋ５ E22  実践ゼミナール  日本経済 正村公宏 東洋経済 

Ｋ５ E23  日本経済に斬りこむ 大前研一 文藝春秋 

Ｋ５ E24  日本経済の転回点 下村治･竹中一雄 東洋経済 

Ｋ５ E25  日本経済入門 長洲一二 光文社 

Ｋ５ E26  日本経済のビジョン 大来佐武郎 ダイヤモンド社 

Ｋ５ E27  日本のジレンマ (上) ジョン･Ｋ･エマソン 時事通信社 

Ｋ５ E28  日本のジレンマ (下) ジョン･Ｋ･エマソン 時事通信社 

Ｋ５ E29  日本の人脈  財界  読売新聞社 

Ｋ５ E30  日本の報復 ホーカン･ヘドバーグ 朝日新聞社 

Ｋ５ E31  人間の喜びと経済的価値 Ｔ･シトフスキー 日本経済新聞社 

Ｋ５ E32 ２ ボーダーレス・エコノミー   中谷巌 日本経済新聞社 

Ｋ５ E33  マルクス経済学原理論 平林千牧 時潮社 

Ｋ５ E34  商品別にみた 長期需要予測(上) 経済企画庁経済分析研究会 編 通産資料調査会 

社会・テクノロジー  Society and Technolgy 

Ｋ５ S1  エナジー･フューチャー ロバート･ストーポ,ダニエル･ヤーギン編 日本経済新聞社 

Ｋ５ S2  エレクトロニクス社会 石井威望 講談社 

Ｋ５ S3  オフィス・ロボットがやってきた トム･フォレスター 編 ダイヤモンド社 

Ｋ５ S4  技術開発のカベをつく  日刊工業新聞社 

Ｋ５ S5  90年代を切り開く 新技術･新産業 青柳全 東洋経済 

Ｋ５ S6 ２ 行革は日本を変える   加藤寛 春秋社 

Ｋ５ S7  高度情報社会 日経産業新聞 編 日本経済新聞社 

Ｋ５ S8  国家意識なき日本人 福田恆存 監修 高木書房 

Ｋ５ S9  これからの基調の読み方 長谷川慶太郎 文藝春秋 

Ｋ５ S10  最先端技術予測 牧野昇 ＴＢＳブリタニカ 

Ｋ５ S11  時事問題の起訴知識 ‘71  ダイヤモンド社 

Ｋ５ S12  ｢情報化社会｣の本当の読み方 長谷川慶太郎 ＰＨＰ研究所 

Ｋ５ S13  社会変動の理論 富永健一 岩波書店 

Ｋ５ S14  新・産業革命 1 エレクトロニクス最前線 日経産業新聞 編 日本経済新聞社 

Ｋ５ S15  世界が見える 日本が見える 大前研一 講談社 

Ｋ５ S16 ２ 1990年日本のシナリオ   唐津一 ＰＨＰ研究所 

Ｋ５ S17  第五世代コンピュータ エドワード･ファイゲンバウム, 

パメラ･マコーダック 

ＴＢＳブリタニカ 

Ｋ５ S18  ｢知価革命｣ 堺屋太一 ＰＨＰ研究所 
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Ｋ５ S19  知識産業革命 坂本二郎 ダイヤモンド社 

Ｋ５ S20  超技術社会への展開 林雄二郎･科学技術庁と経済の会 ダイヤモンド社 

Ｋ５ S21  超マシン誕生 トレイシー･キダー ダイヤモンド社 

Ｋ５ S22  峠から日本が見える 堺屋太一 実業之日本社 

Ｋ５ S23  21世紀の産業社会  日本生産性本部 

Ｋ５ S24  20年後の都市生活 安永武巳 監修 東洋経済新報社 

Ｋ５ S25  20年後の日本 ビジョン研究会 日本生産性本部 

Ｋ５ S26  日本 円高繁栄論 斎藤精一郎 文藝春秋 

Ｋ５ S27  日本経済新聞の重要事項 宮崎正弘 光文社 

Ｋ５ S28  日本の海外生産時代 上野明 徳間書店 

Ｋ５ S29  日本の先端技術 長崎先端技術開発協議会 日経サイエンス社 

Ｋ５ S30  日本はこう変わる 長谷川慶太郎 徳間書店 

Ｋ５ S31  ハイテク周辺産業の参入戦略 津曲辰一郎 省エネルギーセンター 

Ｋ５ S32  長谷川慶太郎の 世界はこう変わる 長谷川慶太郎 徳間書店 

Ｋ５ S33  変貌する産業社会 ピーター･Ｆ･ドラッカー ダイヤモンド社 

Ｋ５ S34  ポスト･エネルギー 一色尚次 社会思想社 

Ｋ５ S35  ホロニック・パス 石井威望 講談社 

Ｋ５ S36  牧野昇の逆説 日本産業論 牧野昇 東洋経済 

Ｋ５ S37  牧野昇の 苦言･直言 牧野昇 工業調査会 

Ｋ５ S38  未来産業を見誤っていないか 牧野昇 東洋経済 

Ｋ５ S39  メガトレンド ジョン･ネイスビッツ 三笠書房 

Ｋ５ S40  ラディカル･サイエンス Ｈ･ローズ，Ｓ･ローズ編 社会思想社 

Ｋ５ S41  ラップトップを使いこなす 高田正純 プレジデント社 

Ｋ５ S42  ロジックの時代 松本道弘 ＰＨＰ研究所 

Ｋ５ S43  私の主張 林雄二郎 産能大出版部 

Ｋ５ S44 ２ 日本の条件１ 序論 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会 

Ｋ５ S45 ２ 日本の条件２ マネー ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会 

Ｋ５ S46 ２ 日本の条件３ マネー ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会 

Ｋ５ S47  日本の条件４ 外交 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会 

Ｋ５ S48  日本の条件５ 外交 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会 

Ｋ５ S49  日本の条件６ 食糧 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会 

Ｋ５ S50  日本の条件７ 食糧 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会 

Ｋ５ S51  日本の条件８ 貿易 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会 

Ｋ５ S52  日本の条件９ 医療 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会 

Ｋ５ S53  日本の条件 11 教育 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会 

Ｋ５ S54  日本の条件 12 技術大国の素顔 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会 

Ｋ５ S55  日本の条件 13 技術大国の素顔 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会 

Ｋ５ S56  日本の条件 14 教育 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会 

Ｋ５ S57  日本の条件 15 教育 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会 

Ｋ５ S58  日本の条件 16 高齢化社会 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会 

Ｋ５ S59  日本の条件 17 高齢化社会 ＮＨＫ取材班 日本放送出版協会 

国際関係 International Relations 

Ｋ５ R1  アジアの平和 久住忠男,エドウィン･Ｏ･ライシャワー他 サイマル出版会 
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Ｋ５ R2  アメリカの金融政策 伊藤政吉 岩波書店 

Ｋ５ R3  アメリカの全貌を読む 長谷川慶太郎 ＰＨＰ研究所 

Ｋ５ R4  アメリカの目標管理 デール･Ｄ･マッコンキー 産能大出版部 

Ｋ５ R5  １日１億ドル オイルダラーの実力 マイケル･フィールド 時事通信社 

Ｋ５ R6  今日の南北問題 川田侃 編 日本評論社 

Ｋ５ R7  世界が日本を見倣う日 長谷川慶太郎 東洋経済 

Ｋ５ R8  新規の世界・転機の日本 堺屋太一 実業之日本社 

Ｋ５ R9  西暦 2000年の世界と人類 アメリカ科学文芸アカデミー 編 日本生産性本部 

Ｋ５ R10  西暦 2000年の世界と人類 II アメリカ科学文芸アカデミー 編 日本生産性本部 

Ｋ５ R11  世界の挑戦 Ｊ･Ｊ･セルヴァン=シュレペール 小学館 

Ｋ５ R12  ソ連の新･頭脳集団 倉前義男 経済往来社 

Ｋ５ R13  さまよえる中国 小島朋之 時事通信社 

Ｋ５ R14  中国の悲劇 中嶋嶺雄 講談社 

Ｋ５ R15  ドキュメント 日中復興  時事通信社 

Ｋ５ R16  中国要覧 1972 中国経済研究会 時事通信社 

Ｋ５ R17  朝鮮要覧 1973 現代朝鮮研究会 時事通信社 

産業  Industry 

Ｋ５ I 1  岐路に立つ日本 自動車産業の世界戦略 梶原一明 グリーンアロー社 

Ｋ５ I 2  自動車会社 生き残るのはどこか 徳大寺有恒 草思社 

Ｋ５ I 3  自動車人脈 亀岡大郎 自由国民社 

Ｋ５ I 4  自動車絶望工場 鎌田慧 現代史出版会 

Ｋ５ I 5  自動車大戦争 梶原一明 ダイヤモンド社 

Ｋ５ I 6  自動車の将来 Ａ･アルトシュラー,Ｄ･ルース他 日本放送出版協会 

Ｋ５ I 7  第二次日米自動車戦争 小谷豪冶郎 日本工業新聞社 

Ｋ５ I 8  デトロイト・マインド ブロック･イェーツ ダイヤモンド社 

Ｋ５ I 9  日米欧＝自動車パワー 山崎清 ダイヤモンド社 

Ｋ５ I 10  ヨーロッパは日本車に轢かれてしまう Ｗ･マイヤー=ラルゼン 日本工業新聞社 

Ｋ５ I 11  ビール酵母の驚異 赤澤好温 講談社 

Ｋ５ I 12  フランス工業の展望  小峰工業出版(株) 

Ｋ５ I 13  ﾏｼﾅﾘｰ スイスへの道 成瀬政男 小峰工業技術(株) 

Ｋ５ I 14  ﾏｼﾅﾘｰ スイスおよびドイツの機械工業 成瀬政男 小峰工業技術(株) 

Ｋ５ I 15  ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝﾄ技術革新 アメリカ合衆国第84議会経済安定小委員会公聴会議事録 日本生産性本部 

労務・人事  Labor 

Ｋ５ L1 ２ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ新書 中小企業の生産管理   堀内栄一 日本能率協会 

Ｋ５ L2  ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ新書 部下をもつ人の条件 山田宏 日本能率協会 

Ｋ５ L3  ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ新書 現代ＩＥ読本 大村実 日本能率協会 

Ｋ５ L4  新しい社会と人間像 Ｗ･Ｌ･ウォーナー, Ｎ･Ｆ･ホール 日本生産性本部 

Ｋ５ L5  あっ！と驚く社長の知恵 本橋一秀 中経出版 

Ｋ５ L6  生きがいの組織論 川喜田二郎･小林茂･野田一夫 日本経営出版会 

Ｋ５ L7  異端のすすめ 長谷川慶太郎 省エネルギーセンター 

Ｋ５ L8  会社をみんなで良くする方程式 鎌田勝 中経出版 

Ｋ５ L9  学歴無用論 盛田昭夫 文藝春秋 

Ｋ５ L10  葛藤の行動科学 Ｒ･ブレーク,Ｈ･シェパード,Ｊ･ムートン 産能大出版部 
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Ｋ５ L11  管理者革新 上野一郎･高橋達男･藤芳誠一 産能大出版部 

Ｋ５ L12  管理者革命 畠山芳雄 日本能率協会 

Ｋ５ L13  管理者の判断力 チャールス･Ｈ･ケプナー, 

ベンジャミン･Ｂ･トリゴー 

産能大出版部 

Ｋ５ L14  管理者の目標設定 Ｒ･Ｆ･バレンタイン 産能大出版部 

Ｋ５ L15  管理者の問題形成 土方文一郎 産能大出版部 

Ｋ５ L16  技術系管理者のためのマネジメント読本 山際有文 オーム社 

Ｋ５ L17  グループ発想のしかた 松田亀松 日科技連 

Ｋ５ L18  経営組織と人間性 武沢信一･水谷雅一･吉村司郎編 日刊工業新聞社 

Ｋ５ L19 ２ 工場技師 二階堂正治 日刊工業新聞社 

Ｋ５ L20  コンサルテーションの科学 ロバート･Ｒ･ブレーク, ジェーン･Ｓ･ムートン 産能大出版部 

Ｋ５ L21 ２ 参加の思想と企業制度   二神恭一 日本経済新聞社 

Ｋ５ L22  産業文明における人間問題 エルトン･メイヨー 日本能率協会 

Ｋ５ L23  仕事ができる男の発想法 二挺木英雄 実務教育出版社 

Ｋ５ L24  実感的管理者論 呉守夫 近代セールス社 

Ｋ５ L25  支配型人間 ハンフリ･ナイプ,ジョージ･マクレイ 時事通信社 

Ｋ５ L26  社員革命 畠山芳雄 日本能率協会 

Ｋ５ L27  社長さんの気になる税金 全国法人総連合 編 大蔵財務協会 

Ｋ５ L28  社長の｢壁新聞｣ 島崎保彦 ＰＨＰ研究所 

Ｋ５ L29  従業員社会 青木茂 日本事務能率協会 

Ｋ５ L30  集団主義の再発見 伊藤長正 ダイヤモンド社 

Ｋ５ L31  集団を生き生きさせる その実際的方法 小林茂 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ出版部 

Ｋ５ L32  小集団活動のカンどころ  日本経営開発センター 

Ｋ５ L33 ２ 小集団活動の理論と実際   上田利男 日本労務研究会 

Ｋ５ L34  小集団活動リーダーシップ  ブレーンダイナミックス 

Ｋ５ L35  小さいからこそできる 小集団経営強化のポイント 49 山田宏 日本経済新聞社 

Ｋ５ L36  小集団ブレーン・ストーミング 大貫章 中央経済社 

Ｋ５ L37  ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ213 小集団が蘇るアイデア 20 鎌田勝 産業教育センター 

Ｋ５ L38  職場に｢カツ｣を入れる 小集団活動 土屋敏明 日経連 

Ｋ５ L39  情の管理・知の管理 童門冬二 ＰＨＰ研究所 

Ｋ５ L40  人材格差の時代 江坂彰 ＰＨＰ研究所 

Ｋ５ L41  人材殺しの時代 江坂彰 文藝春秋 

Ｋ５ L42  新部課長ノート 人と組織の生かし方 山田雄一 日本経営者団体連盟 

Ｋ５ L43  青年の気持ちをつかむ本 西平直喜 監修 産業教育センター 

Ｋ５ L44  整理・整頓・清掃のすすめ方 末広喜久雄 日本能率協会 

Ｋ５ L45  ゼネラル・スタッフ 鈴木恒男 ダイヤモンド社 

Ｋ５ L46  実践 全員参加のＰＭ 日本プラントエンジニア協会 編 日本能率協会 

Ｋ５ L47  組織開発の技法 山本成二 日経連 

Ｋ５ L48  組織美経営への挑戦 鎌田勝 ブレーンダイナミックス 

Ｋ５ L49  知的興奮集団のつくり方 小川俊一 日本経済新聞社 

Ｋ５ L50  日本企業の組織戦略 小野豊明 マネジメント社 

Ｋ５ L51  地域間労働移動と労働市場 西川俊作 有斐閣 

Ｋ５ L52  人間拡張の原理 Ｍ･マクルーハン 竹内書店 
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Ｋ５ L53  人間関係をよくする 関計夫 講談社 

Ｋ５ L54  伸びる企業の知的所有権 大野辰美 時事通信社 

Ｋ５ L55  ヒューマンリレーションス゛  日刊工業新聞社 

Ｋ５ L56  不安とエグゼクティブ Ａ･Ｎ･シューンメーカー 産業行動研究所 

Ｋ５ L57  冬の時代の管理職 江坂彰 講談社 

Ｋ５ L58  冬の火花 ある管理職の左遷録 江坂彰 文藝春秋 

Ｋ５ L59  未来への脱出 奥村誠次郎 日科技連 

Ｋ５ L60  役員革命 畠山芳雄 日本能率協会 

Ｋ５ L61  労務管理チェックポイント 50 古川昇 日本経済新聞社 

Ｋ５ L62  労働安全衛生規則  中央労働災害防止協会 

Ｋ５ L63  労働災害防止関係法令集 昭和 43年度版 労働省安全衛生局 編 労務行政研究所 

Ｋ５ L64  価値分析ハンドブック アメリカ国防省 編 産能大出版部 

Ｋ５ L65  鎌田勝の 「知恵出し」図解手引き 鎌田勝 中経出版 

Ｋ５ L66  管理･監督者訓練の実際 事例篇６  労働法令協会 

Ｋ５ L67  技術者の創造性開発と訓練 中山正和 日刊工業新聞社 

Ｋ５ L68 ２ 才能を組織しアイデアを開発する Ｗ･Ｊ･Ｊ･ゴードン ラテイス 

Ｋ５ L69  ＶＯＩＣＥ ｢仕事の達人｣を目指せ！  ＰＨＰ研究所 

Ｋ５ L70  新製品開発のための情報分析ノウハウ 柳下和夫 日本規格協会 

Ｋ５ L71  新・匠の時代 １ 内橋克人 文藝春秋 

Ｋ５ L72  創造工学的手法 中山正和 産能大出版部 

Ｋ５ L73  創造工学入門 Ｍ･Ｉ･ホプネーヴァ ラテイス 

Ｋ５ L74  創造性開発の技法 片方善治 ラテイス 

Ｋ５ L75  能力開発 チェックポイント 50 山根京一 日本経済新聞社 

Ｋ５ L76  一流企業における 能力開発の成功例 志賀一雅 監修 朝日出版社 

Ｋ５ L77  ビッグアイデアへの挑戦 スタンリー･アーノルド 実務教育出版 

Ｋ５ L78  目標訓練 教育訓練の経済的効果 ジョージ･Ｓ･オディオーン 日本生産性本部 

Ｋ５ L79  ヤル気を伸ばす 営業･サービス部門のＯＪＴ 土井正己 日経連弘報部 

Ｋ５ L80  産業訓練  Productivity Report 41 産業訓練生産性視察団 日本生産性本部 

Ｋ５ L81  アメリカの職業訓練の制度と実際 

Productivity report128 

職業訓練専門視察団報告書 日本生産性本部 

Ｋ５ L82  現場の自己啓発ｼﾘｰｽﾞ1 自己啓発  日科技連 

Ｋ５ L83  現場の自己啓発ｼﾘｰｽﾞ2 話しの作法  日科技連 

Ｋ５ L84  現場の自己啓発ｼﾘｰｽﾞ3 報告書の作り方  日科技連 

Ｋ５ L85  現場の自己啓発ｼﾘｰｽﾞ4 現場のエチケｯト  日科技連 

Ｋ５ L86  現場の自己啓発ｼﾘｰｽﾞ5 時間の使い方  日科技連 

Ｋ５ L87  現場の自己啓発ｼﾘｰｽﾞ6 現場の健康管理  日科技連 

Ｋ５ L88 ２ 現場の自己啓発ｼﾘｰｽﾞ7 現場の整理･整頓  日科技連 

Ｋ５ L89  現場の自己啓発ｼﾘｰｽﾞ8 安全作業  日科技連 

Ｋ５ L90 ２ 現場の自己啓発ｼﾘｰｽﾞ9 現場会議    日科技連 

Ｋ５ L91  現場の自己啓発ｼﾘｰｽﾞ10 リーダーシップ  日科技連 

Ｋ５ L92  現場の自己啓発ｼﾘｰｽﾞ12 グループ活動  日科技連 

Ｋ５ L93 ２ 現場の自己啓発ｼﾘｰｽﾞ13 設備保全  日科技連 

Ｋ５ L94  現場の自己啓発ｼﾘｰｽﾞ14 オートメ    日科技連 
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Ｋ５ L95  現場の自己啓発ｼﾘｰｽﾞ15 測定  日科技連 

Ｋ５ L96  現場の自己啓発ｼﾘｰｽﾞ16 治工具  日科技連 

Ｋ５ L97 ３ 現場の自己啓発ｼﾘｰｽﾞ17 提案  日科技連 

Ｋ５ L98  現場の自己啓発ｼﾘｰｽﾞ18 チェックリスト  日科技連 

Ｋ５ L99  現場の自己啓発ｼﾘｰｽﾞ19 アイデア  日科技連 

Ｋ５ L100  現場の自己啓発ｼﾘｰｽﾞ20 読書法  日科技連 

技術 Technical Skills 

Ｋ５ T1 ３ ｴﾝｼﾞﾆﾔｼﾘｰｽﾞ1 工作機械の電気制御   大橋康二 産報 

Ｋ５ T2 ２ ｴﾝｼﾞﾆﾔｼﾘｰｽﾞ2 電動機読本   安田庸三郎･福永喜三 産報 

Ｋ５ T3 ２ ｴﾝｼﾞﾆﾔｼﾘｰｽﾞ3 工作機械の自動制御   望月傅 産報 

Ｋ５ T4  ｴﾝｼﾞﾆﾔｼﾘｰｽﾞ4 油圧機器とその回路 和久田基美 産報 

Ｋ５ T5  ｴﾝｼﾞﾆﾔｼﾘｰｽﾞ6 エレクトロニクス  〈素子編〉 杉田稔 産報 

Ｋ５ T6  機械工学便覧 3 力学  日本機械学会 

Ｋ５ T7  機械工学便覧 4 材料力学  日本機械学会 

Ｋ５ T8  機械工学便覧 5 工業材料  日本機械学会 

Ｋ５ T9  機械工学便覧 6.21 計測法･自動制御  日本機械学会 

Ｋ５ T10  機械工学便覧 8 水力学および流体力学  日本機械学会 

Ｋ５ T11  機械工学便覧 9.10 水力機械･空気機械  日本機械学会 

Ｋ５ T12  機械工学便覧 11 熱および熱力学  日本機械学会 

Ｋ５ T13  機械工学便覧 12.22 燃料,燃焼および炉･原

子動力およびその他のエネルギ変換 
 日本機械学会 

Ｋ５ T14  機械工学便覧 13 蒸気動力  日本機械学会 

Ｋ５ T15  機械工学便覧 14 内燃機関  日本機械学会 

Ｋ５ T16  機械工学便覧 15 交通  日本機械学会 

Ｋ５ T17  機械工学便覧 16 物上げおよび運搬  日本機械学会 

Ｋ５ T18 ３ 機械工学便覧 17 機械工作  日本機械学会 

Ｋ５ T19  機械工学便覧 18 産業機械  日本機械学会 

Ｋ５ T20  機械工学便覧 19 工場管理  日本機械学会 

Ｋ５ T21  機械工学便覧 20 電気  日本機械学会 

Ｋ５ T22  技能ﾌﾞｯｸｽ2 切削工具のカンドコロ  大河出版 

Ｋ５ T23  技能ﾌﾞｯｸｽ4 フライス盤のダンドリ  大河出版 

Ｋ５ T24  技能ﾌﾞｯｸｽ8 研削盤のエキスパート  大河出版 

Ｋ５ T25  技能ﾌﾞｯｸｽ15 機械学のアプローチ  大河出版 

Ｋ５ T26  日経ﾃｸﾆｶﾙ レーザー新時代 日経産業新聞 編 日本経済新聞社 

Ｋ５ T27  日経ﾃｸﾆｶﾙ センサー 日経産業新聞 編 日本経済新聞社 

Ｋ５ T28 ２ 100万人の金属学  材料編   三島良績 編 アグネ承風社 

Ｋ５ T29  100万人の金属学  基礎編 幸田成康 編 アグネ承風社 

Ｋ５ T30  100万人の金属学  技術編 作井誠太 編 アグネ承風社 

Ｋ５ T31  ｢ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ｣ｼﾘｰｽﾞI 入門編 日本機械学会 編 技報堂 

Ｋ５ T32  ｢ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ｣ｼﾘｰｽﾞII 基礎編 1 日本機械学会 編 技報堂 

Ｋ５ T33  ｢ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ｣ｼﾘｰｽﾞIII 基礎編 2 日本機械学会 編 技報堂 

Ｋ５ T34  ｢ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ｣ｼﾘｰｽﾞIV 基礎編 3 日本機械学会 編 技報堂 

Ｋ５ T35  ｢ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ｣ｼﾘｰｽﾞV 応用編 1 日本機械学会 編 技報堂 
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Ｋ５ T36  ｢ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ｣ｼﾘｰｽﾞVI 応用編 2 日本機械学会 編 技報堂 

Ｋ５ T37  ｢ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ｣ｼﾘｰｽﾞVII 応用編 3 日本機械学会 編 技報堂 

Ｋ５ T38  新しい生産加工技術 101選 ｢機械と工具｣編集部 編 工業調査会 

Ｋ５ T39  圧縮加工金型 山本博一 ジャパンマシニスト社 

Ｋ５ T40  穴あけ加工便覧 ヴェ･イ･シーソェフ 産業図書 

Ｋ５ T41  位置決め技術 杉田稔 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T42  ＮＣ工作機械 山岸正謙 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T43  通信教育講座 ＮＣ工作機械入門  日本技能教育開発ｾﾝﾀｰ 

Ｋ５ T44  ＮＣ旋盤のプログラミング 伊藤勝夫 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T45  わかりやすいエレクトロニクス計測法 今井嵩 産報 

Ｋ５ T46 ２ エンジニアリング入門   エドワード･Ｖ･クーリック ソーテック社 

Ｋ５ T47  カーエレクトロニクス 林田洋一 大河出版 

Ｋ５ T48  回復および再結晶 小原嗣朗 丸善 

Ｋ５ T49  型打鍛造と機械部品 白田敬一郎 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T50  機械加工の自動制御 磯部孝･杉本正雄･宮沢宣郎･和田弘編 共立出版 

Ｋ５ T51  機械加工 びびり現象 星鐵太郎 工業調査会 

Ｋ５ T52  機械現場の基礎電気 望月伝 監修 技術評論社 

Ｋ５ T53  機械のエレクトロニクス 3 機械応用編 東芝自動化推進グループ 技術評論社 

Ｋ５ T54  わかり易い 機械工作法 大越諄 監修 昭晃堂 

Ｋ５ T55  機械振動学 加藤仁･丸井悦男 コロナ社 

Ｋ５ T56  機械製作法圖集 I 機械製作研究会 編 小峰工業出版(株） 

Ｋ５ T57  機械設計  小峰工業出版(株） 

Ｋ５ T58  機械の疲労寿命設計 中村宏･恒成利康･堀川武･岡崎章三 養賢堂 

Ｋ５ T59  技術予測入門 牧野昇 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T60  技術予測の諸問題 ヤンポルスキー他 アグネ承風社 

Ｋ５ T61  強磁性材料 村川潔 工業図書株式会社 

Ｋ５ T62  金型工作法 高木六弥 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T63  金型工作法  増訂版 高木六弥 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T64 ４ 金属･合金の摩耗現象の基礎   葉山房夫 丸善 

Ｋ５ T65  金属材料の基礎 長崎相正 成山堂 

Ｋ５ T66  金属材料疲労説計便覧 日本材料科学会 編 養賢堂 

Ｋ５ T67  金属切削技術 星光一･星鐵太郎 工業調査会 

Ｋ５ T68 ２ 金属切削技術 改訂   星光一･星鐵太郎 工業調査会 

Ｋ５ T69  金属切削工程の自動化 ソビエト科学アカデミー 編 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T70  金属塑性加工の進歩 五弓勇雄 コロナ社 

Ｋ５ T71  金属塑性加工の力学 エリック･Ｇ･トムセン，チャールズ･

Ｔ･ヤン，シロー･コバヤシ 

コロナ社 

Ｋ５ T72  図解 金属塑性加工用語辞典  日刊工業新聞社 

Ｋ５ T73  金属の疲労と設計 川田雄一 オーム社 

Ｋ５ T74  金属の腐食損傷と防食技術 小若正倫 アグネ承風堂 

Ｋ５ T75  金属の物理的性質 日本物理学会 編 裳華房 

Ｋ５ T76  金属表面工学全書 2  金属表面加工理論 大谷南海男 槇書店 

Ｋ５ T77  金属表面工業全書 6 合金メッキ 青谷薫 編 槇書店 
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Ｋ５ T78  金属表面工学全書 17 金属清浄技術 間宮富士雄 槇書店 

Ｋ５ T79  空気調整工学 守安虎治 技報堂 

Ｋ５ T80  空気調和ハンドブック 井上宇市 丸善 

Ｋ５ T81  空気マイクロメータ 井海健吾 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T82  グラインダ安全必携 労働省安全衛生部安全課 編 中央労働災害防止協会 

Ｋ５ T83  計量管理ハンドブック 川崎市計量協会 編 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T84  最新工業要項 阪本陶一賛助･藤岡秀太郎 嵩山堂 

Ｋ５ T85  工作機械とその更正修理 阿武芳輔 中村出版社 

Ｋ５ T86 ２ 工作機械の自動化   Ｗ･シュミット コロナ社 

Ｋ５ T87  工作機械の数値制御 岩村保 産報 

Ｋ５ T88  工作機械の修理と活用 平林寛雄 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T89  工作ジグ エム･ア･パルスキー,ア･エ･ドイムシツ 工学図書 

Ｋ５ T90  高周波加熱 中村仁 恒星社厚生閣 

Ｋ５ T91 ２ 高周波の工業への応用   高橋勘次郎･深町成一･渡辺哲哉･ 

久保田喜郎 

東京電気大学出版局 

Ｋ５ T92 ２ 工業技術ライブラリー13 高速鍛造   大矢根守哉･本田栄一 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T93  高分子化学 II  小峰工業 

Ｋ５ T94  固体潤滑ハンドブック 松永正久 監修 幸書房 

Ｋ５ T95  固体の摩擦と潤滑 曽田範宗 丸善 

Ｋ５ T96  コンピュータによる 機械工学講座 I.1 日本鋼構造協会 編 培風館 

Ｋ５ T97  サイリスタ活用自由自在〈電子展望編〉  誠文堂新光社 

Ｋ５ T98  材料強度学  基礎と応用 横堀武夫 技報堂出版 

Ｋ５ T99  材料力学 材料力学編集会 編 裳華房 

Ｋ５ T100  材料力学  上巻 鵜戸口秀善･川田雄一･倉西正嗣 裳華房 

Ｋ５ T101  シーケンス制御再入門 楠田喜宏 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T102  これでわかった シーケンス制御の入門 増田英二 啓学出版 

Ｋ５ T103  治具･工具･取付具 杉田稔 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T104  ＪＩＳ工場への実務 実践経営能率協会 編 理工図書 

Ｋ５ T105  自動位置決め図集 自動化技術編集部 編 工業調査会 

Ｋ５ T106 ７ 自動化機器の設計と製作   杉田稔 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T107  自動化･省力化 導入技法 深野宏之 工業調査会 

Ｋ５ T108  自動化制御の基本回路  上 立石電機･シーケンス制御技術ｸﾞﾙｰﾌ  ゚ 技術評論社 

Ｋ５ T109 ２ 自動化制御の基本回路  下   立石電機･シーケンス制御技術ｸﾞﾙｰﾌ  ゚ 技術評論社 

Ｋ５ T110  自動化ﾌﾞｯｸｽ1 ハンドリングの自動化図集 藤森洋三 大河出版 

Ｋ５ T111  自動化ﾌﾞｯｸｽ2 実例メカニカル･コントロール 

１ 

ニコラス･Ｐ･チロニス 大河出版 

Ｋ５ T112 ８ 自動組立機 柴田勉 地人書館 

Ｋ５ T113  生産技術の基礎実務  自動組立 松田博信 技術評論社 

Ｋ５ T114  基礎自動制御 相良節夫 森北出版 

Ｋ５ T115  自動盤作業 小林健志 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T116  生産工学講座 22  潤滑管理 町田温三 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T117  潤滑の物理化学 桜井俊男 幸書房 

Ｋ５ T118  潤滑ハンドブック 日本潤滑学会 編 養賢堂 
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Ｋ５ T119  衝撃冷間押出し Ｊ･Ｌ･エバーハート コロナ社 

Ｋ５ T120  シンクロとサーボモータ 茂木晃 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T121 ２ ステンレス鋼の溶接   渡辺正紀･向井喜彦 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T122  制御工学を学ぶ人のために 上滝致孝 オーム社 

Ｋ５ T123  成形加工論 春日保男 コロナ社 

Ｋ５ T124 ２ 切削加工   竹山秀彦 丸善 

Ｋ５ T125  切削･研削油剤 竹山秀彦 監訳 工業調査会 

Ｋ５ T126  切削工具の選び方･使い方 杉田稔 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T127  知りたい 切削の急所 難切削材加工専門委員会 ジャパンマシニスト社 

Ｋ５ T128 ４ 切削の理論と実際   菊地庄作･柳沢重夫 共立出版株式会社 

Ｋ５ T129  切削油剤と難削加工 関谷英男 ジャパンマシニスト社 

Ｋ５ T130 ２ やさしいセンサ技術   自動化技術編集部 編 工業調査会 

Ｋ５ T131  センサ工学入門 清野次郎･近藤昭治 森北出版 

Ｋ５ T132  センサとその応用 一ノ瀬昇･小林哲二 総合電子出版社 

Ｋ５ T133  センサの集積化･知能化技術 センシング技術応用研究会編 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T134  機械技術 付録 続旋削作業標準 工業技術院機械試験所編 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T135  現場技術シリーズﾞ9 旋盤作業  全国中小企業団体中央会 

Ｋ５ T136  塑性学 工藤英明 森北出版 

Ｋ５ T137  塑性学と塑性加工 葉山益次郎 オーム社 

Ｋ５ T138  塑性学および加工 春日保男 コロナ社 

Ｋ５ T139 ２ 塑性加工   鈴木弘 編 裳華房 

Ｋ５ T140 ２ 塑性加工  改訂版   鈴木弘 編 裳華房 

Ｋ５ T141  塑性加工の基礎 ドイツ鉄鋼協会 編 コロナ社 

Ｋ５ T142  塑性加工･溶接 徳丸芳男 工学図書 

Ｋ５ T143  塑性力学 山田嘉昭 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T144 ２ 測定工具の使い方･生かし方   森山勉吉 技術評論社 

Ｋ５ T145  知りたい 測定の自動化 沢辺雅二 ジャパンマシニスト社 

Ｋ５ T146  Die Design and Diemaking Practice Edited by  Franklin D. Jones The Industrial Press 

Ｋ５ T147  ダイ・プロテクション技術 井本明 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T148  タレット旋盤作業の手引き 森本公生･中川晃一･細川鴻 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T149  鍛圧機械と省力化機械 56-60  (社)日本鍛圧機械工学会 

Ｋ５ T150  ドイツの型鍛造 (日本版) Ｋ･ランゲ，Ｈ･マイヤー･ノルケンパ  ー 新日本鋳鍛造協会 

Ｋ５ T151  鍛造焼入れ 前田久義 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T152  断熱工学 杉山幸男･長坂克巳 槇書店 

Ｋ５ T153  チェーン･コンベヤ 真島卯太郎 工学図書 

Ｋ５ T154 ２ 技能指導 超硬バイトの使い方   技能教育研究会 編 工学図書 

Ｋ５ T155  ツール エンジニアリング 竹山秀彦 監訳 工業調査会 

Ｋ５ T156  鉄鋼材料 岡本正三 コロナ社 

Ｋ５ T157  鉄鋼製造法 第一分冊  製銑･製鋼 日本鉄鋼協会 編 丸善 

Ｋ５ T158  鉄鋼製造法 第二分冊  加工(I) 日本鉄鋼協会 編 丸善 

Ｋ５ T159  転位論入門 鈴木秀次 アグネ承風社 

Ｋ５ T160  電解研磨と化学研磨 田島榮 産業図書株式会社 

Ｋ５ T161  電気回路の故障診断技術データ集 佐野清人 経営協力会 
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Ｋ５ T162 ２ 電気機器の正しい選びかた   望月伝 監修 技術評論社 

Ｋ５ T163  電気工学概論  全国中小企業技術者研究

会 

Ｋ５ T164  突切り･みぞ切削の理論と実際 菅沼潔･石井祥治 共立出版 

Ｋ５ T165  難削材の加工技術 竹山秀彦 監訳 工業調査会 

Ｋ５ T166 ２ 日本の塑性加工 I 歴史と進歩    日本塑性加工学会 

Ｋ５ T167  日本の塑性加工 II 技術発展の動向  日本塑性加工学会 

Ｋ５ T168  ねじの設計 上  日刊工業新聞社 

Ｋ５ T169  ねじの設計 下  日刊工業新聞社 

Ｋ５ T170  熱応力 竹内洋一郎 日新出版 

Ｋ５ T171  熱機関演習 槌田昭･山崎慎一郎･秋山光庸 学献社 

Ｋ５ T172  熱交換器の計算と設計 池澤嘉重 産報 

Ｋ５ T173  熱処理技術入門  大河出版 

Ｋ５ T174  知りたい 熱処理 実際編 不二越熱処理研究グループ ジャパンマシニスト社 

Ｋ５ T175  熱処理技術シリーズ 3 表面熱処理 日本熱処理技術協会 編 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T176  熱処理技術シリーズ 9 試験と設備 日本熱処理技術協会 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T177  鋼の型鍛造 (日本版) カート･ランゲ 新日本鋳鍛造協会 

Ｋ５ T178  鋼部品のトラブル対策 本山盛太郎 大河出版 

Ｋ５ T179 ２ バリテクノロジー   高沢孝哉 朝倉書店 

Ｋ５ T180  ヒートポンプ活用ガイドブック  電気書院 

Ｋ５ T181  ヒートポンプ技術 基礎と応用 Ｈ･Ｌ･フォンキューブ, Ｆ･シュタイムル 省エネルギーセンター 

Ｋ５ T182  ヒートポンプ 〈原理と応用〉 Ｒ･Ｄ･ヒープ アグネ承風社 

Ｋ５ T183  光エレクトロニクス素子とその応用 テキサス･インスツルメンツ 編 マグロウヒル好学社 

Ｋ５ T184  ひずみゲージとその応用 渡辺理 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T185  非破壊検査便覧 日本非破壊検査協会 編 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T186  表面および界面 渡辺信淳･渡辺昌･ 共立出版 

Ｋ５ T187  腐食反応とその制御 Ｈ･Ｈ･ユーリック 産業図書 

Ｋ５ T188  技能 フライス盤作業法  日本技能教育研究会 

Ｋ５ T189 ２ 機械工学全書102 フライス削りとフライスの設計  ラジオ技術社 

Ｋ５ T190  プレス加工データブック  日刊工業新聞社 

Ｋ５ T191  最新のプレス加工法 山内弘 編 小峰工業出版(株) 

Ｋ５ T192  アクメの資料による プレス金型の設計 斉藤浩一 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T193 ２ プレス型材料と熱処理   佐藤忠雄･相沢力 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T194  プレス作業と安全 労働省安全衛生部安全課編 中央労働災害防止協会 

Ｋ５ T195  プレス絞り加工 橋本明 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T196  プレスと引抜伸線  小峰工業出版(株) 

Ｋ５ T197  プレスの理論と実際 中田裕康 コロナ社 

Ｋ５ T198  プレス曲げ加工 橋本明 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T199  プレス便覧  丸善 

Ｋ５ T200  プロジェクトエンジニヤ 化学工学協会 編 東京化学同人 

Ｋ５ T201  防蝕技術の実際 北村義治 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T202  マイクロスイッチの応用 庄司要 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T203  マイコン＋ロボット＝衝撃 赤城昭夫 岩波書店 
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Ｋ５ T204 2 油圧機器と応用回路 金子敏夫 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T205  実例からみた 油圧機器の故障対策 松本幸男 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T206  油圧技術便覧 油圧技術便覧編集委員会 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T207 25 油圧教本   油圧教育研究会 編 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T208  油圧工学の基礎 久田丈夫 編 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T209 ２ 油圧装置設計の実際 佐藤俊雄 ラジオ技術社 

Ｋ５ T210  溶接の技術 小川文雄 明現社 

Ｋ５ T211  よくわかる 溶接溶断作業法 栗林十四正 理工学社 

Ｋ５ T212  機械技術者のための溶接ガイドブック 西尾安弘 養賢堂 

Ｋ５ T213  溶接強度ハンドブック 佐藤邦彦 編 理工学社 

Ｋ５ T214  理論応用 溶接工学 大柴文雄 森北出版株式会社 

Ｋ５ T215  レーザ加工技術 川澄博通 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T216  冷凍および空気調和 中村和夫･大木尚隆 明現社 

Ｋ５ T217  ロボットエンジニアリング 柴田勉 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T218  ワイヤカット放電加工技術 斉藤長男 監修 日刊工業新聞社 

Ｋ５ T219  複合組織高強度冷廷鋼板の延性向上に関する研

究 

白澤秀則  

Ｋ５ T220 ２ 塑性加工用硬質焼結材工具に関する研究   清野次郎  

Ｋ５ T221  実務に即した製図法 渡辺昭俊 技術評論社 

Ｋ５ T222  ＪＩＳ  製図通則  日本規格協会 

Ｋ５ T223  計測器総覧  小峰工業技術(株） 

Ｋ５ T224  工場建築設備機器集成  建設産業調査会 

現場管理・生産工程 Productive Project 

Ｋ５ P1 ２ 機械現場の保全実務 1  機素作業集   太田富志男 技術評論社 

Ｋ５ P2  機械現場の保全実務 2 機能装置集 太田富志男 技術評論社 

Ｋ５ P3  機械現場の保全実務 3 危機整備集 太田富志男 技術評論社 

Ｋ５ P4  ＩＥ実践教室 小野茂 日本能率協会 

Ｋ５ P5  ＩＥの進め方 通産省産業構造審議会編 日本能率協会 

Ｋ５ P6  ＩＥの世界 川辺勝次 ダイヤモンド社 

Ｋ５ P7 ５ 現場管理者読本 ＩＥのやさしい活用法   川島正治 日本能率協会 

Ｋ５ P8   新しい時間管理 河口千代勝 日経連 

Ｋ５ P9  安全衛生の考え方進め方 森田福男･谷村冨男 日科技連 

Ｋ５ P10  実践的 ＮＣマネジメント入門 佐藤隆一 技術評論社 

Ｋ５ P11  ＮＰＳの奇跡 篠原勲 東洋経済 

Ｋ５ P12  ＮＰＳ[新生産方式] 不滅の経営 篠原勲 東洋経済 

Ｋ５ P13  ＦＭＥＡ，ＦＴＡの活用 塩見弘･島岡淳･石山敬幸 日科技連 

Ｋ５ P14  ＭＡＰ法 全員参加の経営効率化 小野嘉雄･木村脩一郎 日刊工業新聞社 

Ｋ５ P15  オードリックス 定員適正化の新手法 門田武治 日本能率協会 

Ｋ５ P16  経営者・管理者のための計測管理 計測管理協会工程管理委員会 編 日本規格協会 

Ｋ５ P17  機械加工時間計算法 城谷俊一 日刊工業新聞社 

Ｋ５ P18 ２ 機械配置改善の技法   新郷重夫 日刊工業新聞社 

Ｋ５ P19  ５ 原価低減のためのトヨタ式生産システム    ﾄﾖﾀ自動車工業(株) 

Ｋ５ P20  研究開発と設計の標準化 柳川達吉 地人書館 
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Ｋ５ P21  現場のＩＥ手法 池永謹一 日科技連 

Ｋ５ P22  現場の改善手法テキスト (上) 今泉益正･今野卓･原政治 日科技連 

Ｋ５ P23  工場改善の具体化と実例 新郷重夫 日刊工業新聞社 

Ｋ５ P24 17 工場改善の原点的志向   新郷重夫 日刊工業新聞社 

Ｋ５ P25 ３ 工場改善の体系的思考   新郷重夫 日刊工業新聞社 

Ｋ５ P26  工場改善のポイント 新郷重夫 日刊工業新聞社 

Ｋ５ P27  工場改善の見方･考え方 新郷重夫 日刊工業新聞社 

Ｋ５ P28  工場管理のチェックリスト  日刊工業新聞社 

Ｋ５ P29  工場標準化システム 芦川鯉之助 新技術開発センター 

Ｋ５ P30  工程管理 通産省産業合理化審議会管理部会編 日刊工業新聞社 

Ｋ５ P31  工程管理改善のキーポイント 新郷重夫 日刊工業新聞社 

Ｋ５ P32  工程管理と生産期間の短縮 渡辺健一郎 日刊工業新聞社 

Ｋ５ P33 ２ 新 工程管理の実際   並木高矣 編 日刊工業新聞社 

Ｋ５ P34  工程管理便覧 工程管理便覧編集委員会 日刊工業新聞社 

Ｋ５ P35 ２ 行程能力の理論とその応用   木暮正夫 日科技連 

Ｋ５ P36  故障解析と診断 塩見弘 日科技連 

Ｋ５ P37  個別生産工場の効率化 田中守 産能大出版部 

Ｋ５ P38  個別生産における 工数見積法  日本能率協会 

Ｋ５ P39  採算式工程管理 石尾登･藤山修巳 日刊工業新聞社 

Ｋ５ P40  作業研究 通産省産業合理化審議会管理部 編 日刊工業新聞社 

Ｋ５ P41  作業研究の実務 池永謹一 日刊工業新聞社 

Ｋ５ P42  作業分析の進め方 遠藤健児･坂崎春樹 日刊工業新聞社 

Ｋ５ P43  受註期間短縮のすすめ方 本林勝海 日本能率協会 

Ｋ５ P44 ３ 受註･生産･納入 同期生産システム   武田仁 日刊工業新聞社 

Ｋ５ P45  新製品開発システム 瀬川正明 新技術開発センター 

Ｋ５ P46  信頼性管理ガイドブック 高木昇 編 日科技連  

Ｋ５ P47  信頼性工学入門 塩見弘 丸善 

Ｋ５ P48  初等 信頼性テキスト 信頼性研究委員会 編 日科技連 

Ｋ５ P49  信頼性入門 塩見弘 日科技連 

Ｋ５ P50  生産工程間のシステム化 間崎一 工業調査会 

Ｋ５ P51  生産性工学のプラクティス 横山倉三 好学社 

Ｋ５ P52  生産設計の実際 遠藤健児･吉田祐夫 日刊工業新聞社 

Ｋ５ P53  設備保全の進め方 中島清一 日本能率協会 

Ｋ５ P54  ゼロ段取り改善手順 関根憲一･新井啓介 日刊工業新聞社 

Ｋ５ P55  設問･解答付き 棚卸しの正しい進め方 岡本丸夫 産能大出版部 

Ｋ５ P56  ノウ・ハウの評価と算定 松永芳雄 日刊工業新聞社 

Ｋ５ P57  高度繁栄への足がかり  パート入門 Ｒ･Ｌ･エリス，Ｂ･Ｎ･ベイカー 技報堂 

Ｋ５ P58  ＰＥＲＴ  新しい仕事のまとめ方 森竜雄 日本能率協会 

Ｋ５ P59  早わかり社内標準化 編集主査 土岐光 日本規格協会 

Ｋ５ P60  経営のための 標準時間  機械編  日本能率協会 

Ｋ５ P61  仕事を図解する技術 フロー･チャート入門 大塚純一 日本能率協会 

Ｋ５ P62  保全性工学入門 市田嵩 日科技連 

Ｋ５ P63  抄訳 マネジメント Ｐ･Ｆ･ドラッカー ダイヤモンド社 
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Ｋ５ P64  やさしいＫＩ法 磯部邦夫 日本規格協会 

Ｋ５ P65  リニヤ・プログラミング 田沢清典 編 日刊工業新聞社 

Ｋ５ P66  ワークスタディ便覧 国際労働事務局 日本生産性本部 

Ｋ５ P67  ワークデザイン 古谷龍一 日刊工業新聞社 

Ｋ５ P68  わたしたちの良品 100%への挑戦  日本能率協会 

Ｋ５ P69  わたしたちの不良０への挑戦  日本能率協会 

Ｋ５ P70  わたしたちの故障０への挑戦  日本能率協会 

Ｋ５ P71  わたしたちのチョコ停０への挑戦  日本能率協会 

Ｋ５ P72  わたしたちの段取り０への挑戦  日本能率協会 

ＱＣ・品質管理 Quality Control 

Ｋ５ Q1  会社的品質管理 シンポ工業(株）編 日科技連 

Ｋ５ Q2 ２ ＱＣ的ものの見方・考え方   細谷克也 日科技連 

Ｋ５ Q3 ６ QCTS1 品質管理入門(A)   石川馨 日科技連 

Ｋ５ Q4 ９ QCTS1 品質管理入門(B)   石川馨 日科技連 

Ｋ５ Q5  QCTS2 管理･改善の進め方 尾関和夫 日科技連 

Ｋ５ Q6  QCTS5 抜取検査入門 朝香鐵一 日科技連 

Ｋ５ Q7  QCTS9 サンプリング法入門 石川馨 日科技連 

Ｋ５ Q8  QCTS12 直交表による実験のわりつけ方 田口玄一･小西省三 日科技連 

Ｋ５ Q9 ２ QCTS14 職･組長のための品質管理テキスト

(A)  

石川馨 他 日科技連 

Ｋ５ Q10 ５ QCTS14 職･組長のための品質管理ﾃｷｽﾄ(B) 石川馨 他 日科技連 

Ｋ５ Q11  個人のためのＱＣ発想 山口裕 情報センター 

Ｋ５ Q12  おはなし新ＱＣ七つ道具 納谷嘉信 編 日本規格協会 

Ｋ５ Q13  新ＱＣ七つ道具の企業への展開  日科技連 

Ｋ５ Q14  現場 QC読本 ＱＣサークルの運営 今泉益正 編 日科技連 

Ｋ５ Q15  現場のＱＣテキスト 〈手法編〉 石原勝吉 日科技連 

Ｋ５ Q16  初等品質管理テキスト 改訂版 日科技連 QCリサーチクループ 日科技連 

Ｋ５ Q17  1060の成功例 ＱＣテーマ大事典 池田豊喜 編 中経出版 

Ｋ５ Q18  総合的品質管理 市川龍三 日刊工業新聞社 

Ｋ５ Q19  中堅企業の品質管理 朝香鐵一･古谷忠助 日科技連 

Ｋ５ Q20 ２ ＴＱＣ推進のための方針管理   納谷嘉信 日科技連 

Ｋ５ Q21 ２ ＴＱＣ 日本の知恵 唐津一 日科技連 

Ｋ５ Q22 ２ ＴＱＣとトップ･部課長の役割   根本正夫 日科技連 

Ｋ５ Q23  ＴＱＣとは何か 日本的品質管理 石川馨 日科技連 

Ｋ５ Q24  ＴＱＣにおける問題解決法  日科技連 

Ｋ５ Q25  ＴＱＣによる 戦略経営の展開 持本志行 日科技連 

Ｋ５ Q26 ３ ＴＱＣは人を創る   弓削努 日科技連 

Ｋ５ Q27  トップのためのＴＱＣ 朝香鐵一･石橋幹一郎･清水祥一 日本規格協会 

Ｋ５ Q28  ノウハウを生み出す品質管理 磯部邦夫 日本規格協会 

Ｋ５ Q29 ３ 品質管理実務テキスト 初級編   米山高範 日科技連 

Ｋ５ Q30 ２ 品質管理実務テキスト 中級編   米山高範 日科技連 

Ｋ５ Q31  品質管理の基礎概念 Ｗ･Ａ･シューハート 岩波書店 

Ｋ５ Q32 ２ 品質管理の計画と実施   永作忠一･小田勉･川瀬卓･松原寛 日科技連 



 47 

Ｋ５ Q33 ３ 品質管理のための統計的方法入門   鐵健司 日科技連 

Ｋ５ Q34 ２ 品質管理のはなし 改訂版   米山高範 日科技連 

Ｋ５ Q35 ２ 品質管理べからず集   池澤辰夫 日科技連 

Ｋ５ Q36  品質月間ﾃｷｽﾄ174 中堅企業の力とＴＱＣ 村上昭 品質月間委員会 

Ｋ５ Q37  品質月間ﾃｷｽﾄ180 職場の革新と活性化 小野口和夫 品質月間委員会 

Ｋ５ Q38  品質月間ﾃｷｽﾄ182 みんなでとったﾃﾞﾐﾝｸﾞ賞 金武正訓 品質月間委員会 

Ｋ５ Q39  品質月間ﾃｷｽﾄ184 ＱＣ的問題解決法 細谷克也 品質月間委員会 

Ｋ５ Q40  品質月間ﾃｷｽﾄ189 部課長の任務 根本正夫 品質月間委員会 

Ｋ５ Q41 ２ 品質機能展開 水野滋･赤尾洋二 日科技連 

Ｋ５ Q42  100問 100答ｼﾘｰｽﾞ6 現場のＱＣ手法 細谷克也 日科技連 

Ｋ５ Q43  100問 100答ｼﾘｰｽﾞ2 現場の管理･改善 広瀬一夫 日科技連 

実務 Business 

Ｋ５ B1  日経文庫 減価償却の知識 沼田嘉穂 日本経済新聞社 

Ｋ５ B2  日経文庫 職務分析の手引き 宮下武四郎 日本経済新聞社 

Ｋ５ B3  日経文庫 税務会計入門 富岡幸雄 日本経済新聞社 

Ｋ５ B4  日経文庫 手形の常識  日本経済新聞社 

Ｋ５ B5  日経文庫 ＰＥＲＴの知識 加藤昭吉 日本経済新聞社 

Ｋ５ B6  日経文庫 ＰＰＢＳの話 恵羅嘉男 日本経済新聞社 

Ｋ５ B7  日経文庫 物流会計の知識 西澤脩 日本経済新聞社 

Ｋ５ B8  日経文庫 貿易金融の知識 大佐正之 日本経済新聞社 

Ｋ５ B9  日経文庫 予算統制の手引き 青木茂男 日本経済新聞社 

Ｋ５ B10  新しい原価管理 石尾登 日本能率協会 

Ｋ５ B11  一般消費税読本 一般消費税反対のための中央連絡会 日本評論社 

Ｋ５ B12  会社決算の法律 並木俊守 日本法令 

Ｋ５ B13  貸出先倒産の場合の法律と実務  金融財政事情研究会 

Ｋ５ B14  企業会計原則入門 黒澤清･野澤孝之助 中央経済社 

Ｋ５ B15 ５ 企業の予算統制   ＯＥＥＣ 編 日本生産性本部 

Ｋ５ B16  技術資料のまとめ方 小平薫 日刊工業新聞社 

Ｋ５ B17  業務統計および図表の作り方 蒲田春樹 日本法令 

Ｋ５ B18  業務報告書の上手なつくり方 坂井尚 日本経営者団体連盟 

Ｋ５ B19  近代会計学 黒澤清 春秋社 

Ｋ５ B20 ２ 計数管理のすすめ方   八十二銀行経営相談所 八十二銀行 

Ｋ５ B21  原價計算 長谷川安兵衛 ダイヤモンド社 

Ｋ５ B22  中小企業のための 原価計算  日本生産性本部 

Ｋ５ B23 ５ 原価計算のてびき    日本生産性本部 

Ｋ５ B24  軍需工場･製造工場 原價計算簿記 青木倫太郎 大同書院 

Ｋ５ B25  原價計算法綱要 渡部義雄･渡部寅二 同文舘 

Ｋ５ B26  原価計算論 青木茂男 税務経理協会 

Ｋ５ B27  原価低減の実際 ＯＥＥＣ 編 日本能率協会 

Ｋ５ B28  わかりやすい 財務諸表の見方 黒田勉 税務研究会出版局 

Ｋ５ B29  財務諸表 100問 100答  日本経済新聞社 

Ｋ５ B30  財務諸表論 黒澤清 中央経済社 

Ｋ５ B31  チャート式  財務診断 西澤脩 泉文堂 
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Ｋ５ B32  実例伝票会計  日本能率協会 

Ｋ５ B33  実務 税法六法  法令  44年版  新日本法規出版 

Ｋ５ B34  実務 税法六法  通達  44年版  新日本法規出版 

Ｋ５ B35  事務改善入門 畠山滋男 日本能率協会 

Ｋ５ B36  社内報企画のたて方 佐藤礼次郎 日経連 

Ｋ５ B37  情報整理術 河野徳吉 日本経済新聞社 

Ｋ５ B38  新商業法規 大阪谷公雄･谷口知平 実教出版株式会社 

Ｋ５ B39  新商業簿記 太田哲三 実教出版株式会社 

Ｋ５ B40  数理的経営管理 加瀬滋男 日刊工業新聞社 

Ｋ５ B41  税金の本 1975  野村証券株式会社 

Ｋ５ B42  税務経理ハンドブック 46年度版 日本税理士連合会 編 中央経済社 

Ｋ５ B43  税務経理ハンドブック  51年度版  中央経済社 

Ｋ５ B44  ドイツにおける 能率給制度 ヘルマン･ベールス 日本能率協会 

Ｋ５ B45 ２ トップの見やすい管理レポートの作り方   石尾登･渡辺健 日本能率協会 

Ｋ５ B46  ファイリング・システム 三沢仁 日本事務能率協会 

Ｋ５ B47  ファイリングの要領 三沢仁 実業之日本社 

Ｋ５ B48  付加価値分析入門 後藤弘 日本能率協会 

Ｋ５ B49  やさしい 決算実務 増本昭博 同友館 

Ｋ５ B50 ４ 予算管理のてびき   戸村晴秋 日本生産性本部 

Ｋ５ B51  予算統制  春秋社 

Ｋ５ B52  ルールに従った報告書の書き方 加藤文雄 管理技術研究会 

Ｋ５ B53  中小企業の原価指標  昭和 39年版 中小企業庁 編 同友館 

Ｋ５ B54  中小企業の原価指標  昭和 40年版 中小企業庁 編 同友館 

Ｋ５ B55  中小企業の原価指標  昭和 42年版 中小企業庁 編 同友館 

Ｋ５ B56  中小企業の原価指標  昭和 45年版 中小企業庁 編 同友館 

Ｋ５ B57 ２ 中小企業の原価指標  昭和 46年版   中小企業庁 編 同友館 

Ｋ５ B58  中小企業の経営指標  昭和 38年版 中小企業庁 編 同友館 

Ｋ５ B59  中小企業の経営指標  昭和 39年度 (社)中小企業診断協会 同友館 

Ｋ５ B60  中小企業の経営指標  昭和 40年版 中小企業庁 編 同友館 

Ｋ５ B61  中小企業の経営指標  昭和 41年版 中小企業庁 編 同友館 

Ｋ５ B62  中小企業の経営指標  昭和 44年版 中小企業庁 編 同友館 

Ｋ５ B63  中小企業の経営指標  昭和 45年版 中小企業庁 編 同友館 

Ｋ５ B64 ２ 中小企業の経営指標  昭和 46年版   中小企業庁 編 同友館 

Ｋ５ B65  ５か年版 中小企業の経営指標 昭和40～44年度調

査 

中小企業庁 監修 同友館 

Ｋ５ B66  平成元年 経済白書 経済企画庁 大蔵省印刷局 

自然科学 Natural Science  

Ｋ５ N1  明日の電力  国会通信社 

Ｋ５ N2  エネルギー管理技術  電気管理編  省エネルギーセンター 

Ｋ５ N3  エネルギー問題を考える  中部原子力懇談会 

Ｋ５ N4  プロセス制御による省エネルギーシステム Ｆ･Ｇ･シンスキー マグロウヒル好学社 

Ｋ５ N5  10万円でできる  電気の省エネルギー対策  省エネルギーセンター 

Ｋ５ N6  太陽エネルギー読本 日本太陽エネルギー学会 編 オーム社 
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Ｋ５ N7  太陽エネルギーの基礎と応用 日本太陽エネルギー学会 オーム社 

Ｋ５ N8  アースマインド ポール･デヴェロー 教育社 

Ｋ５ N9  宇井淳レポート  欧州の公害を追って 宇井淳 亜紀書房 

Ｋ５ N10  環境の科学 宝月欣二･吉良竜夫･岩城英夫編 日本放送出版協会 

Ｋ５ N11  環境破壊の構図を読む 福岡克也 時事通信社 

Ｋ５ N12  水の汚濁と浄化 洞沢勇 理学書院 

Ｋ５ N13  小松左京対談集 I   地球を考える  新潮社 

Ｋ５ N14  小松左京対談集 II  地球を考える  新潮社 

Ｋ５ N15  確率・情報・エントロピー 有本卓 森北出版 

Ｋ５ N16  確率統計演習 1 確率 国沢清典 編 培風館 

Ｋ５ N17  確率統計演習 2 統計 国沢清典 培風館 

Ｋ５ N18  高等函数表 林桂一 岩波書店 

Ｋ５ N19 12 実験計画法   奥野忠一･芳賀敏郎 培風館 

Ｋ５ N20  実験計画法入門 鷲尾泰俊 日本規格協会 

Ｋ５ N21 ２ 初等実験計画法テキスト   石川馨･中里博明･松本洋･伊藤静男 日科技連 

Ｋ５ N22  自動制御のための初歩数学 高山静 日刊工業新聞社 

Ｋ５ N23  新数学ｼﾘｰｽﾞ14 確率論入門 赤攝也 培風館 

Ｋ５ N24  大学の数学 大学自然科学教育研究会 東京教学社 

Ｋ５ N25  図の体系 図的思考とその表現 出原栄一･吉田武夫･渥美浩章 日科技連 

Ｋ５ N26  多変量解析のはなし 木村平 日科技連 

Ｋ５ N27  続 多変量解析法 奥野忠一 他 日科技連 

Ｋ５ N28  多変量解析法 奥野忠一･芳賀俊郎･久米均･吉澤正 日科技連 

Ｋ５ N29  自然の探求 物理 (上) 小谷正雄･柿内賢信･加川仁 中教出版株式会社 

Ｋ５ N30  自然の探求 物理 (下) 小谷正雄･柿内賢信･加川仁 中教出版株式会社 

Ｋ５ N31  電子計算機 坂井利之 岩波書店 

Ｋ５ N32  新編 統計的方法演習 草場郁郎 日科技連 

Ｋ５ N33  日本史の真髄 〈古代・貴族社会篇〉 渡部昇一 ＰＨＰ研究所 

Ｋ５ N34  個人用人格診断検査図版 本明寛 編 金子書房 

Ｋ５ N35  ロールシャッハ・テスト 心理診断法詳説 片口安史 牧書店 

Ｋ５ N36  ‘87省エネルギー総覧  通産資料調査会 

その他・一般 General Books 

Ｋ５ G1  現代成功哲学 大川隆法 土屋書店 

Ｋ５ G2  太陽の法 大川隆法 土屋書店 

Ｋ５ G3  ノストラダムスの新予言 大川隆法 土屋書店 

Ｋ５ G4  ピカソ霊示集 大川隆法 土屋書店 

Ｋ５ G5  Kappa Books  読心術 多湖輝 光文社 

Ｋ５ G6  近代化と教育 永井道雄 東京大学出版会 

Ｋ５ G7  グローバルに考えローカルに行動せよ 平松守彦 東洋経済 

Ｋ５ G8  人事屋が書いた パーコンの本 西順一郎 ソーテック社 

Ｋ５ G9  信州の教師像 信濃毎日新聞社 編 信濃毎日新聞社 

Ｋ５ G10  税理士の道  関東信越税理士会 

Ｋ５ G11  善光寺日本忠霊殿史  善光寺･日本忠霊殿造営奉賛会 

Ｋ５ G12  南蛮阿房列車 阿川弘之 新潮社 
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Ｋ５ G13  ネゴシエイター  (上) フレデリック･フォーサイス 角川書店 

Ｋ５ G14  表現力を身につけよう 日野恵司 産能大出版部 

Ｋ５ G15  別所温泉の記録 小唄と岳の幟り   

Ｋ５ G16  まさか in海外  ジェトロ 

Ｋ５ G17  まんがエッセンス 北星晃平 日科技連 

Ｋ５ G18  道  本当の幸福とは何であるか 高田好胤 徳間書店 

Ｋ５ G19  我が郷土・その限りなき発展のために 相沢武雄 信毎書籍印刷出版部 

Ｋ５ G20  簡易速記法入門 中根正雄 時事通信社 

Ｋ５ G21  即席速記法 中根正雄 中根式即席早書法出版社 

Ｋ５ G22  年金のすべて 読売新聞婦人部 編 保健同人社 

Ｋ５ G23  社会福祉法人 Ｑ＆Ａ 厚生省社会局庶務課監修 全国社会福祉協議会 

Ｋ５ G24  老人福祉百問百答 厚生省社会局庶務課監修 中央法規出版 

Ｋ５ G25  理容刃物大全 滝澤敏久 理美容教育出版社 

Ｋ５ G26  家庭の医学 小林太刀夫 監修 時事通信社 

Ｋ５ G27  現代ホーム百科辞典１ 育児･教育  学習研究社 

Ｋ５ G28  現代ホーム百科辞典２ エチケット･美容  学習研究社 

Ｋ５ G29  現代ホーム百科辞典４ 衣服･手芸  学習研究社 

Ｋ５ G30  現代ホーム百科辞典 10 生活の科学  学習研究社 
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№ 書籍名 著者名 発行 

育８   1 おいしさの科学 山口静子  他   朝倉書店 

育８   2 産業色彩学 納谷嘉信 朝倉書店 

育８   3 エキスパートシステム １入門 溝口理一郎 朝倉書店 

育８   4 オプトエレクトロニクス  朝倉書店 

育８   5   センサ工学概論 高橋清 丸善 

育８   6 機械加工計測技術  丸善 

育８   7 科学と発見の年表  丸善 

育８   8 科学はやっぱりおもしろい 有馬朗人 丸善 

育８   9 力とは何か 菅野禮司 丸善 

育８  10 謎の粒子ニュートリノ 川崎雅裕 丸善 

育８  11 リサイクルのすすめ 遠藤剛  他 丸善 

育８  12 キーテクノロジ－電池 逢坂哲彌 丸善 

育８  13 味の秘密をさぐる 栗原 丸善 

育８  14 超微粒子とは何か 川村清 丸善 

育８  15 破壊のメカニズム 大橋一利 丸善 

育８  16 エントロピーのすべて 小野周 丸善 

育８  17 マイクロリングラフィー 野々垣三郎 丸善 

育８  18 ソーラー ・エネルギー 谷辰夫 丸善 

育８  19 光技術の時代 宮内克己 丸善 

育８  20 セラミックス エンジン 上垣外修己 丸善 

育８  21 ミクロの傷を追う 岸輝雄 他 丸善 

育８  22 固体はなぜ固いか 星野公三 丸善 

育８  23 いまさらエントロピー？ 杉本大一郎 丸善 

育８  24  いまさら電磁気学？ 青野修 丸善 

育８  25 地球・環境・惑星系  丸善 

育８  26 元素を知る 吉村勝夫 丸善 

育８  27 化学と物質の機能性 杉森彰 丸善 

育８  28 エントロピーと化学平衝  丸善 

育８  29 吸着の科学 石川達夫 丸善 

育８  30 溶液と溶解度 篠田耕三 丸善 

育８  31 ちからとかたち  丸善 

育８  32 防火材料パンフレット  日本建築学会 

育８  33 機械実用便覧  日本機械学会 

育８  34 非鉄材料  日本金属学会 

育８  35 金属材料の疲労  日本金属学会 

育８  36 材料科学における状態図・相変態の基礎と応用  日本金属学会 

育８  37 高比強度・高比弾性率材料  日本金属学会 

育８  38 強度と破壊  日本金属学会 
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育８  39 高性能二次電池と関連金属材料  日本金属学会 

育８  40 分子科学とは －そのあらまし－  日本学術振興会 

育８  41 超伝導・アモルファス材料  日本学術振興会 

育８  42 ファジーのはなし 向殿政男 日刊工業新聞社 

育８  43 実践３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ基礎編  日刊工業新聞社 

育８  44          〃             応用編  日刊工業新聞社 

育８  45 金型設計・加工技術 武藤一夫  他 日刊工業新聞社 

育８  46 プレス加工の基礎知識 太田哲 日刊工業新聞社 

育８  47 プレス加工のトラブル対策 吉田弘美  他 日刊工業新聞社 

育８  48 セラミック加工ハンドブック 今中治 日刊工業新聞社 

育８  49 モーターのはなし 谷腰欣司 日刊工業新聞社 

育８  50 金属破断面の見方 吉田亨 日刊工業新聞社 

育８  51 チタンの加工技術  日本チタン協会 

育８  52 はかる 箱守京次郎 オーム社 

育８  53     小さな巨人 超ＬＳＩの世界 鈴木敏正 オーム社 

育８  54   特許の基礎知識 佐藤秀一 オーム社 

育８  55 ＰＬ法対応取説マニュアルのつくり方 岡寛明 オーム社 

育８  56 ハンディブック電気  オーム社 

育８  57 絵とき電気・電子の基礎知識早わかり  オーム社 

育８  58 電子エネルギー基礎 榊原建樹 オーム社 

育８  59 電気電子機能材料 一ノ瀬昇 オーム社 

育８  60 ハンディブック電子  オーム社 

育８  61 やさしい電子と情報の基礎知識  オーム社 

育８  62 図解コンピューターの大百科  オーム社 

育８  63 パソコン活用学入門早わかり  オーム社 

育８  64 Windows入門絵ときマスターブック 小野塚純夫 オーム社 

育８  65 Word９５入門 蔵守伸一 オーム社 

育８  66 一太郎７ 入門 小山香織 オーム社 

育８  67 ハンディブック メカトロニクス  オーム社 

育８  68 図解 ISO９０００早わかり 三浦昭夫 オーム社 

育８  69 すぐ使える ISO９０００文例集 齋藤喜孝 オーム社 

育８  70 図解 ISO１４００早わかり   

育８  71 みんなの地球 三浦紘平 オーム社 

育８  72 やさしいカビの基礎知識 井上真由美 オーム社 

育８  73 品質管理のはなし  日科技連 

育８  74 全社総合品質管理 ＴＱＣの導入と推進 水野滋 日科技連 

育８  75 ＴＱＣとトップ部課長の役割 根本正夫 日科技連 

育８  76 やさしい新ＱＣ七つ道具  日科技連 

育８  77 企業と製造物責任  日科技連 
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育８  78 製造物責任と製品安全  日科技連 

育８  79 入門ＰＬ法 山口正久 日科技連 

育８  80 品質管理実務テキスト初級 米山高範 日科技連 

育８  81 品質管理実務テキスト中級  日科技連 

育８  82 不良を退治するには  日科技連 

育８  83 初等信頼性テキスト  日科技連 

育８  84 初等実験計画法テキスト  日科技連 

育８  85 わかりやすいＯＲ 多田和夫 日科技連 

育８  86 確率のはなし 大村平 日科技連 

育８  87 統計のはなし 大村平 日科技連 

育８  88 評価と数量化のはなし 大村平 日科技連 

育８  89 実験計画と分散分析のはなし 大村平 日科技連 

育８  90 多変量解析のはなし 大村平 日科技連 

育８  91 統計プログラム入門 三觜武 日科技連 

育８  92 続統計プログラム入門 三觜武 日科技連 

育８  93 商品開発のはなし 内田康夫 日科技連 

育８  94 ステンレス鋼の選び方 使い方  日本規格協会 

育８  95 新版 非鉄金属材料選択のポイント  日本規格協会 

育８  96 鉄鋼材料の選択のポイント 大和久重雄 日本規格協会 

育８  97 新版 工具の選び方 使い方  日本規格協会 

育８  98 塗料の選び方 使い方   日本規格協会 

育８  99 めっき技術マニュアル  日本規格協会 

育８ 100 新版 接着と接着剤  日本規格協会 

育８ 101 新版 プラスチック材料選択のポイント  日本規格協会 

育８ 102 鋼のはなし 大和久重雄 日本規格協会 

育８ 103 溶接のおはなし 手塚敬三 日本規格協会 

育８ 104 鋳物のおはなし 加山延太郎 日本規格協会 

育８ 105 アルミニュームのおはなし 小林藤次郎 日本規格協会 

育８ 106 銅のおはなし 仲田伸一 日本規格協会 

育８ 107 アモルファス金属のおはなし 増本健 日本規格協会 

育８ 108 ファインセラミックのおはなし 奥田博 日本規格協会 

育８ 109 光ディスクのおはなし  日本規格協会 

育８ 110 ニューガラスのおはなし 竹花済夫 日本規格協会 

育８ 111 バーコードのおはなし  日本規格協会 

育８ 112 半導体のおはなし 西澤潤一 日本規格協会 

育８ 113 さびのおはなし 増子昇 日本規格協会 

育８ 114 耐熱合金のおはなし 田中良平 日本規格協会 

育８ 115 ステンレスのおはなし 森田茂  他 日本規格協会 

育８ 116 生分解性プラスチックのおはなし  日本規格協会 
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育８ 117 油圧と 空気圧のおはなし 辻茂 日本規格協会 

育８ 118 コンピュータウィルスのはなし  日本規格協会 

育８ 119 燃料電池のおはなし 広瀬研吉 日本規格協会 

育８ 120 ゴムのおはなし 小松公栄 日本規格協会 

育８ 121 水素吸蔵合金のおはなし 大西敬三 日本規格協会 

育８ 122 エントロピーのおはなし 青柳忠克 日本規格協会 

育８ 123 非破壊検査のおはなし 加藤光昭 日本規格協会 

育８ 124 チタンのおはなし 鈴木敏之 日本規格協会 

育８ 125 磁気のおはなし 中川康昭 日本規格協会 

育８ 126 ねじのおはなし 山本晃 日本規格協会 

育８ 127 おはなしＴＰＭ 赤岡純 日本規格協会 

育８ 128 感性工学のおはなし 長町三生 日本規格協会 

育８ 129 ＥＭＣのおはなし 平戸昌利 日本規格協会 

育８ 130 制振材料  日本規格協会 

育８ 131 ＴＱＣとその進め方 鐡健司 日本規格協会 

育８ 132 管理図の作り方と活用 中村達男 日本規格協会 

育８ 133 サンプリングと抜取検査 角田克彦 日本規格協会 

育８ 134 経営工学概論  日本規格協会 

育８ 135 ＯＳＩのおはなし 田畑孝一 日本規格協会 

育８ 136 ソフトウェア開発の実際  日本規格協会 

育８ 137 ＩＳＯ規格の基礎知識  日本規格協会 

育８ 138 円でたどる経済学 荒木信義 丸善 

育８ 139      環境倫理学のすすめ 加藤尚武 丸善 

育８ 140 海中世界に挑む 関邦博 丸善 

育８ 141 アメリカン・ユーモア 鈴木進 丸善 

育８ 142 マンガの現代史 吉弘幸介 丸善 

育８ 143 ヨーロッパ文化の源流 水之江有一 丸善 

育８ 144 科学タイムトラベル 小山慶太 丸善 

育８ 145 ポピュラーサイエンス地球 坂田俊文 丸善 

育８ 146 サイエンス食生活考 成瀬 丸善 

育８ 147 インターネット・ワールド 黒田豊 丸善 

育８ 148 アメリカ戦後５０年 宮本倫好 丸善 

育８ 149 森林破壊と地球環境 大石真人 丸善 

育８ 150 食品添加物 渡辺雄二 丸善 

育８ 151 ゴルフを科学する  丸善 

育８ 152 FORTRANプログラミング入門 木村久男 丸善 

育８ 153 エンジニアリング プラスチック 大柳康 森北出版 

育８ 154 カオス 自然の乱れ方 竹山協三 裳華房 

育８ 155 センサ 塩田泰仁 産業図書 
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育８ 156 総合生産システム 藤野義一 産業図書 

育８ 157 パソコン制御 塩田泰仁 産業図書 

育８ 158 福祉工学  産業図書 

育８ 159 鍛造  コロナ社 

育８ 160 破壊と材料  日本材料科学会 

育８ 161 材料科学の基礎 柳沢平 日本材料科学会 

育８ 162 図学コンピューターグラフィックス入門   日本材料科学会 

育８ 163 知りたいＦＭＳとＭＣ  日本材料科学会 

育８ 164  ＮＣ加工のトラノマキ  大河出版 

育８ 165 切削工具のカンドコロ  大河出版 

育８ 166 知りたい切削の急所  大河出版 

育８ 167 セラミックスの切削・研削加工 愛恭輔  他 大河出版 

育８ 168 図解でわかるセンサーのはなし 谷腰欣司 大河出版 

育８ 169 やさしいセンサ技術  工業調査会 

育８ 170 ナノテクノロジー 田中充  他 工業調査会 

育８ 171 ここまできた風力発電 松宮輝 工業調査会 

育８ 172 太陽エネルギー利用技術 藤井石根 工業調査会 

育８ 173 初めての太陽光発電 桜井薫  他 パワー社 

育８ 174 エネルギー変換工学  理工学社 

育８ 175 超ＬＳＩの話 佐々木元  他 理工学社 

育８ 176 初めて学ぶ接続・接合技術 田中政直 理工学社 

育８ 177 実用コンピュータ用語辞典  日刊工業新聞社 

育８ 178 インターネット用語集  共立出版 

育８ 179 コンピュータ概説  第２版 宮崎正俊  他 共立出版 

育８ 180 入門 情報処理数学 高橋信行 実教出版 

育８ 181 コンピューター解体新書 清水忠昭  他 サイエンス社 

育８ 182 新温度計測の実務   

育８ 183 でか版 技能ﾌﾞｯｸス⑦  大河出版 

育８ 184         〃       ⑨   大河出版 

育８ 185         〃       ⑪  大河出版 

育８ 186         〃       ⑫   大河出版 

育８ 187 デジタルカメラ活用テクニック 山見勝彦 日本文芸社 

育８ 188 大辞泉  日本文芸社 

育８ 189                 品質保証の国際規格  日本規格協会 

 

Ｈ８   1 図解よくわかるＣＡＬＳ  日刊工業新聞社 

Ｈ８   2 日本ＣＡＬＳ  日刊工業新聞社 

Ｈ８   3 電子商取引  日本再生の条件 石黒憲彦 日刊工業新聞社 

Ｈ８   4   ここが危ない電子マネー 那野比古 日刊工業新聞社 
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Ｈ８   5 図解よくわかる「電子マネー」  日刊工業新聞社 

Ｈ８   6 ＩＡＳ国際会計基準 石井健次 日刊工業新聞社 

Ｈ８   7 「産業集積」新時代 ―空洞化克服への提言―  日刊工業新聞社 

Ｈ８   8 創造的中小企業 －元気な会社 20社の生きざま－ 片山信之 日刊工業新聞社 

Ｈ８   9 廃県置藩 童門冬二 にっかん書房 

Ｈ８  10 ベンチャーやんなはれ 水野博之 日刊工業新聞社 

Ｈ８  11 ビジネス文書のビジュアル化テクニック  日刊工業新聞社 

Ｈ８  12 会議はなぜ失敗するか  会議が失敗する 100の理由 石川昭 日刊工業新聞社 

Ｈ８  13 年俸制なんか恐くない 星野良保 日刊工業新聞社 

Ｈ８  14 電脳ビジネスルールブック  日刊工業新聞社 

Ｈ８  15 チャンス！定年 ｢いきいき人生｣見つけました  日刊工業新聞社 

Ｈ８  16 わかりやすい広告六法 岡野米蔵 日刊工業新聞社 

Ｈ８  17 イントラネット最前線  日刊工業新聞社 

Ｈ８  18 間違いだらけのマルチメディア 山郡哲 日刊書房 

Ｈ８  19 モバイル・コンピューティング 東邦仁虎 日刊工業新聞社 

Ｈ８  20 絵でみるＩＳＤＮ－第２版－ 緒方健二 日刊工業新聞社 

Ｈ８  21 中国消費革命 劉敬文 日刊工業新聞社 

Ｈ８  22 中国市場統計「97年版」  日刊工業新聞社 

Ｈ８  23 中国進出・実践ガイド－合併会社成功の法務－ 糸賀了 日刊工業新聞社 

Ｈ８  24 中国投資で失敗しない法 富永悦夫 日刊工業新聞社 

Ｈ８  25 ベトナム投資で失敗しない法      早瀬武俊 日刊工業新聞社 

Ｈ８  26 フィリピン投資で失敗しない法 増田辰弘 日刊工業新聞社 

Ｈ８  27 タイ投資で失敗しない法 間米康生 日刊工業新聞社 

Ｈ８  28 インドネシア投資で失敗しない法 山田政男 日刊工業新聞社 

Ｈ８  29 インド投資で失敗しない法 清好延 日刊工業新聞社 

Ｈ８  30 フォルモサ！ 台湾の挑戦 早瀬武俊 日刊工業新聞社 

Ｈ８  31 ISO9001に基つく品質監査ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ第 2版 久木田育穂 日刊工業新聞社 

Ｈ８  32 ＩＳＯ９０００取得マニュアル  日刊工業新聞社 

Ｈ８  33 マンガＩＳＯ９０００シリーズ  日刊工業新聞社 

Ｈ８  34 続マンガＩＳＯ９０００シリーズ  日刊工業新聞社 

Ｈ８  35 企業戦略としてのＩＳＯ９０００ 松原恭司郎 日刊工業新聞社 

Ｈ８  36 図解よくわかる｢ＩＳＯ１４０００｣  日刊工業新聞社 

Ｈ８  37 ISO14,000環境管理規程作成の手引き  日刊工業新聞社 

Ｈ８  38 「ＩＳＯ１４０００’S」導入最短コース  日刊工業新聞社 

Ｈ８  39 和英・英和国際環境科学用語集  日刊工業新聞社 

Ｈ８  40 これで万全ＰＬ対策 松本俊次 日刊工業新聞社 

Ｈ８  41 ＰＬ徹底のＱＡ（品質保証）ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾉｰﾄ 斎田信幸 日刊工業新聞社 

Ｈ８  42 早分かりＰＬのすべて 製造物責任予防と対策虎の巻 松本俊次 日刊工業新聞社 

Ｈ８  43 ＰＬ製造物責任予防のための製品安全設計ノート 松本俊次 日刊工業新聞社 
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Ｈ８  44 製造物責任に対応できる取扱説明書の作り方 下村耕平 日刊工業新聞社 

Ｈ８  45 製造物責任予防のための警告ラベル作成ハンドﾌﾞｯｸ 松本俊次 日刊工業新聞社 

Ｈ８  46 手っとり早い改善ノウハウ  [しくみ]と［しかけ］  東澤文二 日刊工業新聞社 

Ｈ８  47 続・手っとり早い改善ノウハウ［事例］と [定石] 東澤文二 日刊工業新聞社 

Ｈ８  48 続々・手っとり早い改善ノウハウ[原則 ] と［事例］ 東澤文二 日刊工業新聞社 

Ｈ８  49 こうすれば仕事の改善ができる［実施］ 東澤文二 日刊工業新聞社 

Ｈ８  50 続・こうすれば仕事の改善ができる[推進・指導] 東澤文二 日刊工業新聞社 

Ｈ８  51 続々・こうすれば仕事の改善ができる［徹底］ 東澤文二 日刊工業新聞社 

Ｈ８  52 現場長のための｢生産管理辞典｣  日刊工業新聞社 

Ｈ８  53 続・現場長のための「生産管理辞典」  日刊工業新聞社 

Ｈ８  54 現場長のための「設備改善大辞典」  日刊工業新聞社 

Ｈ８  55 生産現場の問題解決ノウハウ１１０ 原崎郁平 日刊工業新聞社 

Ｈ８  56 マグロ－ヒル科学技術用語大辞典 －第３版－  日刊工業新聞社 

Ｈ８  57 理工学辞典  日刊工業新聞社 

Ｈ８  58 産業用繊維材料ハンドﾌﾞｯｸ  日刊工業新聞社 

Ｈ８  59 粉体機器・装置ハンドﾌﾞｯｸ  日刊工業新聞社 

Ｈ８  60 ステンレス鋼便覧 －第３版－  日刊工業新聞社 

Ｈ８  61 ワイヤーロープハンドﾌﾞｯｸ  日刊工業新聞社 

Ｈ８  62 装置・ユニット図面集 [ＦＤ付]  日刊工業新聞社 

Ｈ８  63 接着ハンドﾌﾞｯｸ －第３版－  日刊工業新聞社 

Ｈ８  64 新非破壊検査便覧  日刊工業新聞社 

Ｈ８  65 最新・プラスチック成形技術大辞典  日刊工業新聞社 

Ｈ８  66 プラスチック加工技術ハンドブック  日刊工業新聞社 

Ｈ８  67 評点法による研究開発の進め方と評価  日刊工業新聞社 

Ｈ８  68 インバータードライブハンドﾌﾞｯｸ  日刊工業新聞社 

Ｈ８  69 ノイズ対策ハンドﾌﾞｯｸ  日刊工業新聞社 

Ｈ８  70 プリント回路技術便覧 －第２版－  日刊工業新聞社 

Ｈ８  71 設計者心得帖 久野治義 日刊工業新聞社 

Ｈ８  72 実践設計心得ノート －設計者の行動要綱と手法－ 渡辺秀則 日刊工業新聞社 

Ｈ８  73 はめあい設計心得ノート 佐藤賢彌 日刊工業新聞社 

Ｈ８  74 設計の凡ミス退治１０１ 伊豫部将三 日刊工業新聞社 

Ｈ８  75 設計のムダ退治１０１ 伊豫部将三 日刊工業新聞社 

Ｈ８  76 機械加工現場診断シリーズ（１）旋削加工 西嶢祐 日刊工業新聞社 

Ｈ８  77 機械加工現場診断シリーズ（２）フライス、穴加工 西嶢祐 日刊工業新聞社 

Ｈ８  78 機械加工現場診断シリーズ（３）マシニングセンタ 佐藤善治 日刊工業新聞社 

Ｈ８  79 実際の設計選書  続々・実際の設計－失敗に学ぶ－ 畑村洋太郎 日刊工業新聞社 

Ｈ８  80 高精度３次元金型技術  CAT/CAE/CAM/CAT入門 武藤一夫 日刊工業新聞社 

Ｈ８  81 これだけは知っておきたい金型設計・加工技術 武藤一夫 日刊工業新聞社 

Ｈ８  82 プラスチック射出成形金型設計マニュアル 本吉正信  他 日刊工業新聞社 
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Ｈ８  83 プラスチック成形加工入門  －第２版－ 小松道男 日刊工業新聞社 

Ｈ８  84 新プレス加工データﾌﾞｯｸ  日刊工業新聞社 

Ｈ８  85 図解早わかりプレス順送型設計 山口文雄 日刊工業新聞社 

Ｈ８  86 ハンドリング簡易自動化２０１ 伊豫部将三 日刊工業新聞社 

Ｈ８  87 これだけは知っておきたいセラミックスのすべて  日刊工業新聞社 

Ｈ８  88 不思議な粉の世界 －粉を科学する－  日刊工業新聞社 

Ｈ８  89 実用空気圧  －第３版－    日刊工業新聞社 

Ｈ８  90 活性炭読本  －第２版－  柳井弘 日刊工業新聞社 

Ｈ８  91 図解  機械用語辞典  －第３版－  日刊工業新聞社 

Ｈ８  92 プラント配管ポケットブック  －第５版－  日刊工業新聞社 

Ｈ８  93 技術士試験突破レクチュア 近藤光夫  他 日刊工業新聞社 

Ｈ８  94 技術士補試験突破マニュアル 岡孝夫   他 日刊工業新聞社 

Ｈ８  95 技術士試験突破マニュアル 佐藤国仁  他 日刊工業新聞社 

Ｈ８  96 技術者の心得 120  誰も教えてくれないプロへの道 西畑三樹  他 日刊工業新聞社 

Ｈ８  97 これならわかる技術文書の書き方 後藤国彦 日刊工業新聞社 

Ｈ８  98 例文詳解  技術英語のキー構文・キーワード活用辞

典 

原田豊太郎 日刊工業新聞社 

Ｈ８  99 例文詳解  技術英語の動詞活用辞典 原田豊太郎 日刊工業新聞社 

Ｈ８ 100 例文詳解  技術英語の形容詞・副詞活用辞典 原田豊太郎 日刊工業新聞社 

Ｈ８ 101 リサイクル産業計画総覧  産業タイムズ社 

Ｈ８ 102 「筑波研究学園都市」研究便覧  TUKUBA’95  ’96  筑波出版会 

 

一９   1 1ドル８０円工場  日本経済新聞社 

一９   2 地方産業振興と企業家精神 関満博  新評論 

一９   3 地方産業振興と企業家精神 関満博 新評論 

一９   4   油圧と回路 小栗幸正 理工学社 

一９   5 新・知りたいエアトロ二クス  

一９   6 新・知りたいエアトロ二クス  

ジャパンマシニスト社  

一９   7 機械材料 松尾哲夫 他 朝倉書房 

一９   8 機械材料 松尾哲夫 他 朝倉書房 

一９   9 機械材料 松尾哲夫 他 朝倉書房 

一９  10 機械材料学 加藤康司 他 朝倉書房 

一９  11 基礎機械材料学 堀内良  他 朝倉書房 

一９  12 新・華南投資指南 矢島夏樹 ジェトロ 

一９  13 新・華南投資指南 矢島夏樹 ジェトロ 

一９  14 信州の歴史と文化  郷土出版社 

一９  15 小が大に勝つ兵法の実践 中條高徳 かんき出版 

一９  16 介護休業法早わかり  日経連 

一９  17 介護休業法早わかり  日経連 
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一９  18 介護休業制度と両立支援事業の解説  21世紀職業財団 

一９  19 進化する下請企業  ＳＲＣ 

一９  20 早わかり品質機能展開表４５例  日刊工業新聞社 

一９  21 設計の経験則 １０１ 伊豫部将三 日刊工業新聞社 

 


