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2010年11月(第2回)選書会議購入決定リスト

No.
書名
1 An illustrated guide to relativity
introduction to the physics of interstellar dust
2 An
(Series in astronomy and astrophysics)
3 Calculus

著者名
Tatsu Takeuchi
Endrik Krügel
Michael Spivak

4 Chemistry in space : from interstellar matter to the origin of life

by Dieter Rehder

5 Ecological models and data in R

Benjamin M. Bolker

6 Experimental design and data analysis for biologists

Gerry P. Quinn, Michael J. Keough
Erin R. Sanders and Jeffrey H. Miller ; with
contributions by Craig Herbold, Krystle Ziebell,
and Karen Flummerfelt
Paul Manneville

microbiologist : a discovery-based course in microbial ecology and molecular
7 I,evolution
chaos and turbulence
8 Instabilities,
(ICP fluid mechanics ; v. 1).
: theory and examples
9 Probability
(Cambridge series on statistical and probabilistic mathematics)
processes in astrophysics
10 Radiative
(Physics textbook)
11 Randomization, bootstrap and Monte Carlo methods in biology
interstellar medium
12 The
(Astronomy and astrophysics library)
13 The physics and chemistry of the interstellar medium

Rick Durrett
George B. Rybicki, Alan P. Lightman
Bryan F.J. Manly
James Lequeux
A.G.G.M. Tielens

14 Water technology : an introduction for environmental scientists and engineers

N.F. Gray

15 12億の常識が世界を変えるインド : ビジネス最新レポート

長谷川慶太郎著

16 1492コロンブス : 逆転の世界史

フェリペ・フェルナンデス=アルメスト著 : 関口篤訳

17 1968年文化論

四方田犬彦, 平沢剛編著

18 47都道府県の青年たち : わが県の明日を担う青年のすがた

舞田敏彦著
デビッド・ローズ, ダニエル・ステルター著 ; 酒井泰
介訳
ロバート キャンベル編

19 BCG流競争戦略 : 加速経営のための条件
20 Jブンガク : 英語で出会い、日本語を味わう名作50
seminar)
21 (Sekaishiso
キーコンセプト文化 : 近代を読み解く
seminar)
22 (Sekaishiso
作ることの日本近代 : 一九一〇-四〇年代の精神史
23 The American universe of English : アメリカの心と交わるリーディング
24 赤の書
25 アジア外交 動と静 : 元中国大使中江要介オーラルヒストリー
26 アジアの激動を見つめて

27 新しい入管法 : 2009年改正の解説

28 アフリカBOPビジネス : 市場の実態を見る

29 アフリカ農村と貧困削減 : タンザニア開発と遭遇する地域

30 アメリカ都市政治と官僚制 : 公務員制度改革の政治過程
アレンタウン物語 : 地域と産業の興亡史
31 (中
京大学大学院ビジネス・イノベーションシリーズ)
32 イギリス障害学の理論と経験 : 障害者の自立に向けた社会モデルの実践
33 イギリス文化史

34 いくさの物語と諧謔の文学史

鏡味治也著
伊藤徹編
佐藤良明, 栩木玲子編
C.G.ユング著 ; ソヌ・シャムダサーニ編 ; 河合俊雄
監
中江要介著 : 若月秀和[ほか]編
ロバート・A・スカラピーノ [著] ; 安野正士, 田中ア
ユ子訳
山田利行 [ほか] 著
佐藤寛編著

池野旬著
菅原和行著
寺岡寛著
ジョン・スウェイン [ほか] 編著 ; 田中香織訳
井野瀬久美惠編
中根千絵編
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No.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

書名

異説・日本近代文学
遺伝カウンセラーのための臨床遺伝学講義ノート
イノベーション実践論
イノベーションの知恵
医療心理学
(岩波文庫 ; 青(33)-206-1)
荘子 第1冊 内篇
(岩波文庫 ; 青(33)-206-2)
荘子 第 2 冊 外 篇
(岩波文庫 ; 青(33)-206-3)
荘子 第3冊 外篇・雑篇
(岩波文庫 ; 青(33)-206-4)
荘子 第4冊 雑篇
「歌」を語る : 神経科学から見た音楽・脳・思考・文化
(P-Vine BOOks)
宇宙科学入門
海のプロフェッショナル : 海洋学への招待状
梅棹忠夫 語る
(日経プレミアシリーズ ; 097)
(英語教育学大系 ; 第1巻)
大学英語教育学 : その方向性と諸分野
(英語教育学大系 ; 第3巻)
英語教育と文化 : 異文化間コミュニケーション能力の養成
(英語教育学大系 ; 第6巻)
成長する英語学習者 : 学習者要因と自律学習
(英語教育学大系 ; 第10巻)
リーディングとライティングの理論と実践 : 英語を主体的に「読む」・「書く」
(英語教育学大系 ; 第11巻)
英語授業デザイン : 学習空間づくりの教授法と実践
エクセルギーと環境の理論 : 流れ・循環のデザインとは何か
エスの系譜 : 沈黙の西洋思想史
エネルギーと地球環境 : 基礎講座 2010
エンジニアのための図解思考再入門講座 : 情報の“本質"を理解するための実践テク
ニック
王妃たちの朝鮮王朝
(応用最適化シリーズ ; 3)
応用に役立つ50の最適化問題
(応用最適化シリーズ ; 4)
ネットワーク最適化とアルゴリズム
オスは生きてるムダなのか
(角川選書 ; 469)
お茶の歴史
オペラと経済学 : 非合理的な合理性と合理的な非合理性のハーモニー
概説中国思想史
開発の政治経済学 : グローバリゼーションと国際協力の課題
カウンセリングで何がおこっているのか : 動詞でひもとく心理臨床
化学の基礎 : 元素記号からおさらいする化学の基本
学習支援員のいる教室 : 通常の学級でナチュラルサポートを
拡大生産者責任の環境経済学 : 循環型社会形成にむけて
確率と確率過程

69 (新インターユニバーシティ)

出原隆俊著

2010/11/22

著者名

千代豪昭監修
丹羽清著
野中郁次郎著 : 勝見明著
小川芳男著
[荘子著] ;金谷治訳注
[荘子著] ;金谷治訳注
[荘子著] ;金谷治訳注
[荘子著] ;金谷治訳注
ダニエル・J.レヴィティン著 : 山形浩生訳
尾崎洋二著
女性海洋研究者チーム著 ; 窪川かおる編
梅棹忠夫語り手 ; 小山修三聞き手
森住衛 [ほか] 編集
塩澤正, 吉川寛, 石川有香編集
小嶋英夫, 尾関直子, 廣森友人編集
木村博是, 木村友保, 氏木道人編集
山岸信義, 高橋貞雄, 鈴木政浩編集
宿谷昌則編著 : 西川竜二 [ほか] 共著
互盛央著
電力中央研究所編著
開米瑞浩著
尹貞蘭著 ; 金容権訳
藤澤克樹, 梅谷俊治著
繁野麻衣子著
池田清彦著
ヴィクター・H. メア, アーリン・ホー著 ; 忠平美幸訳
松本保美著
湯浅邦弘編著
稲葉守満著
桑原知子著
中川徹夫著
藤堂栄子編
植田和弘, 山川肇編
武田一哉編著
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No.
70 要石:沖縄と憲法9条

書名

71 カルト・陰謀・秘密結社大事典
音能平著作集 ; 1)
72 (河
中世の領主制と封建制
音能平著作集 ; 2)
73 (河
天神信仰と中世初期の文化・思想
音能平著作集 ; 3)
74 (河
封建制理論の諸問題
75 変わる中国、変わらぬ中国 : 紀行・三国志異聞
と洋学 : 伝統と新知識のはざまで
76 (漢学
阪大リーブル ; 024 . 懐徳堂)
環境債務の実践マニュアル : 資産除去債務,アスベスト,PCB廃棄物,土壌汚染の総合対
77 策

環境問題のデパート中国
79 感染症の数理モデル
80 ガンディーの経済学 : 倫理の復権を目指して
81 管理会計研究のフロンティア
82 危機管理の行政学
83 企業の不条理 : 「合理的失敗」はなぜ起こるのか
84 基本統計学
国、動員、秩序 : 変革期中国の政治と社会
85 救
(慶應義塾大学東アジア研究所・現代中国研究シリーズ）
86 九州縄文土器の研究
会計
87 業績管理
(体系現代会計学 ; 第10巻)
としての世界宗教事件史
88 教養
(河出ブックス ; 021)
89 キリシタン迫害と殉教の記録 ; 上
90 キリシタン迫害と殉教の記録 ; 中
91 キリシタン迫害と殉教の記録 ; 下
92 近現代日本経済史要覧
93 近世・近代における近郊農業の展開 : 地帯形成および特権市場と農民の確執
94 近代イギリス鉄道会計史 : ロンドン・ノースウェスタン鉄道会社を中心に
95 近代日本の「他者」と向き合う
ヨーロッパ国際政治史
96 近代
(有斐閣コンパクト)
97 金融システムの将来像 : 規制改革・地域戦略・アジア展開の新たな指針
98 クラスター入門 : 物理と化学でひも解くナノサイエンス
99 群集生態学 : 生物多様性学と生物地理学の統一中立理論
100 経済学入門
済系のための情報処理
101 経
(専門基礎ライブラリー)
102 刑事訴訟法
103 言語学者列伝 : 近代言語学史を飾った天才・異才たちの実像
104 言語設計者たちが考えること
78

(Theory in practice)

C.ダグラス・ラミス著

2010/11/22

著者名

アーサー・ゴールドワグ著 ; 住友進訳
河音能平著

河音能平著 ; [木村茂光解説]
河音能平著
佐藤竜一著

岸田知子著
日本環境調査会編
小柳秀明著
稲葉寿編著

アジット・K・ダースグプタ著 ; 板井広明 [ほか] 訳

加登豊[ほか]編著

浅野一弘著
菊沢研宗編著
豊田利久 [ほか] 著
高橋伸夫編著
小林久雄著 ; 「九州縄文土器の研究」再版刊行会
編
谷武幸[ほか]責任編集 ; 横田絵理 [ほか] 執筆
島田裕巳著
茂野幽考[ほか]著
樋口彰一[ほか]著
飯塚伝太郎[ほか]著
三和良一, 原朗編
新井鎮久著
佐々木重人著
黒川みどり編著
君塚直隆著
日本総合研究所編
近藤保, 市橋正彦著
Stephen P. Hubbell著 ; 平尾聡秀, 島谷健一郎, 村
上正志訳
坂本幹雄著
菊地進, 岩崎俊夫編著 ; 鈴木みゆき, 小西純著
白取祐司著
樋口時弘著
Federico Biancuzzi, Shane Warden編 ; 村上雅章
[ほか] 訳
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No.
105
106
107
108
109

書名
現代国家と民主政治 : 現代政治への基本視点
現代障害福祉のすすめ
(シリーズ福祉のすすめ ; 3)
現代商業学
現代青年期の心理学 : 適応から自己形成の時代へ
(有斐閣選書 ; [1673])
現代中国の社会とくらし

現代日本経済の景気変動
代フェミニズムのエシックス
111 現
(戦後・暴力・ジェンダー ; 3)
112 原発抜き・地域再生の温暖化対策へ
113 公害・環境訴訟と弁護士の挑戦
114 講義国際法
(公共する人間 ; 3)
115 横
井小楠 : 公共の政を首唱した開国の志士
(
公共
する人間 ; 4)
116 田中正造
: 生涯を公共に献げた行動する思想人
117 公共文化施設の歴史と展望
118 交通市場と社会資本の経済学
119 荒廃する世界のなかで : これからの「社会民主主義」を語ろう
国際移住の社会学 : 東アジアのグローバル化を考える
120 (明
石ライブラリー ; 141)
121 国際海洋法
122 国際課税の基礎知識
123 国際金融論講義
際日本学とは何か?)
124 (国
内と外からのまなざし
際日本学とは何か?)
125 (国
中国人の日本観 : 相互理解のための思索と実践
際日本学とは何か?)
126 (国
東アジアの日本観 : 文学・信仰・神話などの文化比較を中心に
127 古書の森逍遥 : 明治・大正・昭和の愛しき雑書たち
128 国境に宿る魂 : 紛争の狭間に生きるカレン・カチンの若者達と同じ屋根の下で
129 ことばの哲学 : 関口存男のこと
暗黒裁判
130 (この
革命伝説大逆事件 ; 3)
131 コミュニティの政策デザイン : 人口減少時代の再生ソリューション
132 雇用保障の経済分析 : 企業パネルデータによる労使関係
これだけはおさえたい生命科学 : 身近な話題から学ぶ
133 (Primary大
学テキスト)
134 これならわかる機器分析化学 : 電磁波を用いる分光分析
135 コンクリートを学ぶ : 構造編
会計
136 財務
(HAKUTO Accounting)
137 財務会計講義
の心をさぐる : 魚の心理と行動
138 魚
(ベルソーブックス ; 026)
139 坂本龍馬と朝鮮
110

2010/11/22

著者名

山本佐門著
馬場茂樹, 和田光一編著
梅沢昌太郎編著
溝上慎一著
姜波, 矯学真著
村上和光著
大越愛子, 井桁碧編著
吉井英勝著
日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会編
小寺彰, 岩沢雄司, 森田章夫編
平石直昭, 金泰昌編
小松裕, 金泰昌編
徳永高志著
竹内健蔵, 根本敏則, 山内弘隆編
トニー・ジャット[著] : 森本醇訳
田嶋淳子著
島田征夫, 林司宣編
川田剛著

深尾光洋著
星野勉編
王敏編
王敏編
黒岩比佐子著
黒岩揺光著
池内紀著
神崎清著
細野助博著
野田知彦著
武村政春〔ほか〕著
古田直紀著
中村光[ほか]著
平野秀輔著
桜井久勝著
益田玲爾著
備仲臣道著
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No.
(錯体化学会選書 ; 3)
140 金属錯体
の現代物性化学
(
錯体
化
学
会選書 ; 4)
141 多核種の溶液および固体
NMR
(
錯体
化
学
会
選
書
;
5)
142 超分子金属錯体
(錯体化学会選書 ; 6)
143 有機金属
化学
(
錯体
化
学
会選書 ; 7)
144 金属錯体の
機器分析 上

書名

里山復権 : 能登からの発信
146 視覚障害教育に携わる方のために
の古代史 : 霊鬼の夜、秩序の昼
147 (時間
歴史文化ライブラリー ; 305)
148 資産流動化・証券化の再構築
149 自然言語処理の基礎
150 持続可能なエネルギー : 数値で見るその可能性
151 しっかり学ぶフーリエ解析
152 シティズンシップへの教育
153 柑橘類 (シトラス) の文化誌 : 歴史と人との関わり
154 地盤の地震応答解析
155 社会表象としての服飾 : 近代フランスにおける異性装の研究
156 社会イノベータへの招待 : 「変化をつくる」人になる
157 社会学入門
会サービスと地域
158 (社
社会保障と経済 ; 3)
社会的共通資本としての医療
159 (Social
common capital)
160 社会統計学の可能性 : 経済理論・行政評価・ジェンダー
161 社会保障論 : 経済の視点からみた保険制度
162 若年労働力の構造と雇用問題 : 人的資源活用の視点から
と中国 : 「二千年の正統思想」の起源
163 (儒教
講談社選書メチエ ; 481)
164 狩猟型プロジェクトマネジャーの哲学
165 生涯学習論 : 大人のための教育入門
166 商家の家訓 : 経営者の熱きこころざし
167 証言三島由紀夫・福田恒存たった一度の対決
168 消費税法の考え方・読み方
169 情報化時代の都市交通計画
170 小惑星探査機「はやぶさ」の奇跡 : 挑戦と復活の2592日 : Hayabusa
171 食と農と資源 : 環境時代のエコ・テクノロジー
172 食品安全学
女性学入門 : ジェンダーで社会と人生を考える
173 (Minerva
text library ; 61)
174 書物と映像の未来
145

2010/11/22

著者名
山下正廣, 小島憲道編著 ; 芥川智行 [ほか] 共著

北川進, 水野元博, 前川雅彦共著
藤田誠, 塩谷光彦編著
中沢浩, 小坂田耕太郎編著
大塩寛紀編著 ; 石黒慎一 [ほか] 共著
中村浩二, 嘉田良平編著
香川邦生編著 ; 猪平眞理, 大内進, 牟田口辰己共
同執筆
三宅和朗著
小林秀之編
奥村学著
マッケイ，デービッド・Ｊ．Ｃ著 ; 村岡 克紀訳
田澤義彦著
中山あおい[ほか]著
ピエール・ラスロー著 ; 寺町朋子訳
吉田望著
新實五穂著
金子郁容, 國領二郎, 厳網林編
塩原良和編 : 竹ノ下弘久編
宮島洋, 西村周三, 京極高宣編
宇沢弘文, 鴨下重彦編
岩崎俊夫著
鎌田繁則著
原みどり著
渡邉義浩著
伊藤健太郎著
久田邦明著
吉田実男著
持丸博著 : 佐藤松男著
大島隆夫, 木村剛志共著
北村隆一編
的川泰宣著
中村好男, 豊田裕道編
中村好志編著 : 西島基弘編著 : 松浦寿喜[ほか]
著
杉本貴代栄編
長尾真[ほか]著
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No.
書名
(シリーズ・
図
書
館情報学
のフロンティア
;
no.
175 図書館の経営評価 : パフォーマンス指標によ3)る新たな図書館評価の可能性
図書館情報学のフロンティア ; no. 6)
176 (シリーズ・
図書館情報専門職のあり方とその養成
図書館情報学のフロンティア ; no. 7)
177 (シリーズ・
学術情報流通と大学図書館
図書館情報学のフロンティア ; no. 10)
178 (シリーズ・
図書館・博物館・文書館の連携
; 2)
179 (シリーズ日本語史
語彙史
; 4)
180 (シリーズ日本語史
日本語史のインタフェース
(事例研究刑事法 ; 1)
181 刑法
182 (事例研究刑事法 ; 2)

刑事訴訟法
183 辛亥革命とG・E・モリソン : 日中対決への道
184 進化 : 分子・個体・生態系
証券投資論 ; 1)
185 (新・
理論編
証券投資論 ; 2)
186 (新・
実務篇
187 新・地球環境政策
188 心的外傷の治療技法
189 水産の21世紀 : 海から拓く食料自給
を襲ったウイルス病 : 縞葉枯病の媒介昆虫と病原ウイルスの実像を探る : 補遺 高
190 水稲
田鑑三の論文「萎縮病稲試験成蹟」(1895)の再評価
191 数学いらずの化学熱力学
192 数値で学ぶ計算と解析
193 スポーツ動作の科学 : バイオメカニクスで読み解く
194 世界金融・経済危機の全貌 : 原因・波及・政策対応
化学
195 生
(インテグレーテッドシリーズ ; 1)
196 政権交代選挙の政治学 : 地方から変わる日本政治
197 成人学習理論の新しい動向 : 脳や身体による学習からグローバリゼーションまで
198 生体物質の化学 : 有機化学から生命科学へ
199 生物多様な星の作り方 : 生態学からみた地球システム
200 生物学と人間
201 生命は細部に宿りたまう : ミクロハビタットの小宇宙
202 生命樹
203 世界経済・金融危機とヨーロッパ
204 世界で一番美しい元素図鑑
205 世界をつなぐことば : ことばとジェンダー/日本語教育/中国女文字
206 セラピスト誕生 : 面接上手になる方法
207 禅僧たちの室町時代 : 中世禅林ものがたり
208 戦争と広告
209 総力戦体制研究 : 日本陸軍の国家総動員構想

2010/11/22

著者名
日本図書館情報学会研究委員会編
日本図書館情報学会研究委員会編
日本図書館情報学会研究委員会編
日本図書館情報学会研究委員会編

安部清哉 [ほか] 著
金水敏, 乾善彦, 渋谷勝己著
井田良 [ほか] 編著
井田良 [ほか] 編著

ウッドハウス暎子著

ニコラス H. バートン [ほか] 著 ; 宮田隆, 星山大
介監訳
小林孝雄, 芹田敏夫著
伊藤敬介, 荻島誠治, 諏訪部貴嗣著

亀山康子著
細沢仁〔著〕
田中克 [ほか] 編
鳥山重光著
斎藤勝裕著
金谷健一著
深代千之 [ほか] 著
植田和男編著
J..W.Pelley著

白鳥浩編著

シャラン・B・メリアム編 ; 立田慶裕[ほか]訳

山口達明[ほか]共著
デイビッド・ウィルキンソン著 ; 金子信博訳
赤坂甲治編, 赤坂甲治[ほか]著
加藤真著
奥田 實著
田中素香編著
セオドア・グレイ著 ; 武井摩利訳
遠藤織枝, 小林美恵子, 桜井隆編著
東豊著
今泉淑夫著
馬場マコト著
纐纈厚著
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No.
210

書名
組織論の日本的展開 : サイモン理論を基軸として

211 大学史および大学史活動の研究
大学と国家 : 制度と政策
212 (リーディングス日本の
高等教育 ; 6)
213 大逆事件 : 死と生の群像

倒れゆく韓国 : 韓洪九の韓国「現在史」講座
215 高橋是清暗殺後の日本 : 「持たざる国」への道
216 脱構成的叛乱 : 吉本隆明、中上健次、ジャ・ジャンクー
217 地域再生のヒント
と国家・自治体の再編 : 現代道州制論批判
218 (「地域主権」
自治問題研究叢書)
で人間をみる
219 地域
(若月俊一対話集 ; 1)
能力開発の原則
220 (チチェーンストア
ェーンストアの新・政策シリーズ)
221 地球システム環境化学
筑摩選書 ; 0001)
222 (武
道的思考
(
筑摩選
書 ; 0004)
223 現代文学
論争
(
筑摩選
書
; 0005)
224 不均衡進化論
225 地中海世界の「名誉」観念 : スペイン文化の一断章
226 地方自治の歴史・思想と哲学 : 西洋近代自治論
227 中国系ニューカマー高校生の異文化適応 : 文化的アイデンティティ形成との関連から
228 中国の経済発展と資源配分 : 1860-2004
229 中国の体制移行と発展の政治経済学 : 「現代国家」への挑戦
230 中国の朝鮮半島政策 : 独立自主外交と中韓国交正常化
231 中国の歴史
232 中国はなぜ「軍拡」「膨張」「恫喝」をやめないのか : その侵略的構造を解明する
中国文化としての仏教
233 (新アジア
仏教史 ; 8 . 中国 ; 3 . 宋元明清)
中
小企業研究入門
・労働社会学的アプローチ
234 (社会学研究シリーズ: 産業
: 理論と技法 ; 5)
235 注解意匠法
236 超経験主義経済学宣言 : 理論経済における非実証的価値導入の試み
彫刻の解剖学 : ドナテッロからカノーヴァへ
237 (イメージの
探検学 ; 1)
238 朝鮮数学史 : 朱子学的な展開とその終焉
239 挑発する俳句癒す俳句
240 帝国の文化とリベラル・イングランド : 戦間期イギリスのモダニティ
241 テーラワーダ仏教「自ら確かめる」ブッダの教え
デジタルアーカイブ : 基点・手法・課題
242 (文化と
まちづくり叢書)
転
換期におけ
る日本社会の可能性 : 維持可能な内発的発展
243 (地方自治土曜講座
ブックレット ; No.116)
天才
と
発達障害
:
映像思考
のガウディと相貌失認のルイス・キャロル
244 (こころライブラリー)
214

2010/11/22

著者名
稲葉元吉著 : 山倉健嗣編・序

鈴木秀幸著
村澤昌崇編集
田中伸尚著
韓洪九著 ; 米津篤八訳
松元崇著
友常勉著
本間義人 [ほか] 著
渡名喜庸安, 行方久生, 晴山一穂編著
若月俊一著

渥美俊一著
鹿園直建著
内田樹著
小谷野敦著
古澤滿著
芝紘子著
小滝敏之著
趙衛国著
袁堂軍著
陳雲, 森田憲著
李成日著
山本英史著
桜井よしこ編 : 北村稔編 : 国家基本問題研究所
編
沖本克己編集委員 ; 菅野博史編集協力
北島滋, 山本篤民編著
満田重昭, 松尾和子編
村田浩之著
諸川春樹責任編集 ; 松浦弘明 [ほか] 著
川原秀城著
川名大著
大田信良著

アルボムッレ・スマナサーラ著

笠羽晴夫著
宮本憲一著
岡南著
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No.
245

書名
伝統的和船の経済 : 地域漁業を支えた「技」と「商」の歴史的考察
いかけとしての戦後日本と日米同盟
246 (問
脳力 (のうりき) のレッスン ; 3)
247 「当事者」をめぐる社会学 : 調査での出会いを通して

東条英機内閣の1000日 : 権力が集中した時代の悲劇
ュメントひきこもり : 「長期化」と「高年齢化」の実態
249 ドキ
(宝島社新書 ; 316)
250 ドストエフスキーの言葉
251 トヨタ・サプライチェーン・マネジメント ; 上
252 トヨタ・サプライチェーン・マネジメント ; 下
253 名だたる蔵書家、隠れた蔵書家
254 「日米安保」とは何か
255 日米同盟という欺瞞、日米安保という虚構
256 日本1852 : ペリー遠征計画の基礎資料
257 日本海海戦悲劇への航海 : バルチック艦隊の最期 ; 上
258 日本型マーケティングの新展開
企業のものづくり革新
259 (日本
現代日本企業のイノベーション ; 1)
における聖なる熱狂と社会変動
260 (日本近世
社会変動をどうとらえるか ; 4)
261 日本人の「自由」の歴史 : 「大宝律令」から「明六雑誌」まで
262 日本の仏教思想 : 原文で読む仏教入門
263 日本の生物多様性 : 自然と人との共生
264 人間の光と闇 : キリスト教の視点から
265 ネットワーク社会における情報の活用と技術
266 「農」 と 「モノづくり」 の中山間地域 : 島根県高津川流域の 「暮らし」 と 「産業」
267 ハーバード卓越の秘密
268 バイオインフォマティクス
イデッガー
269 ハ
(渡邊二郎著作集 ; 第1巻)
270 はじめての制御工学
271 発掘文字が語る古代王権と列島社会
の子どもの理解と関わり方入門 : 広汎性発達障害・ADHDの幼児期から学童
272 発達障害
期の支援
273 母が重くてたまらない : 墓守娘の嘆き
ハングルの誕生 : 音 (おん) から文字を創る
274 (平
凡社新書 ; 523)
275 バンコク燃ゆ : タックシンと「タイ式」民主主義
276 「反」知的独占 : 特許と著作権の経済学
277 藩と県 : 日本各地の意外なつながり
278 判例学習のA to Z
アジア諸国の産業の国際競争力 : その変化と展望の統計分析
279 (東
広島修道大学学術選書 ; 48)
248

2010/11/22

著者名

浜田武士著
寺島実郎著
宮内洋, 好井裕明編著
森山康平著
池上正樹著
フョードル・ミハイロヴィッチ・ドストエフスキー著 ;
小沼文彦編訳 ; [亀山郁夫序文]
アナン・V・アイアー, スリダー・シシャドリ, ロイ・
ヴァッシャー著 ; 西宮久雄訳
アナン・V・アイアー, スリダー・シシャドリ, ロイ・
ヴァッシャー著 ; 西宮久雄訳
佐藤道生著
藤原書店編集部編 ; 塩川正十郎 [ほか著訳]
中野憲志著
チャールズ・マックファーレン著 ; 渡辺惣樹訳
コンスタンティン・プレシャコフ著 : 稲葉千晴訳
池尾恭一, 青木幸弘編
小川正博[ほか]編著
遠藤薫著
小堀桂一郎著
頼住光子著
自然環境研究センター編集
向井考史編著 ; 「キリスト教的視点からの人間の
尊厳と深淵」研究センター編
岡田正, 高橋参吉, 藤原正敏編 ; ICT基礎教育研
究会著
関満博, 松永桂子編
柳田幸男,ダニエル・H・フィット著
A.ポランスキ, M.キンメル著 ; 後藤修訳
渡邊二郎著 ; 高山守, 榊原哲也責任編集
佐藤和也 [ほか] 著

狩野久著
荒木田美香子 [ほか] 編
信田さよ子著
野間秀樹著
柴田直治著
ミケーレ・ボルドリン, デヴィッド・K.レヴァイン著 ;
山形浩生, 守岡桜訳
赤岩州五, 北吉洋一共著
池田真朗編著 ; 小林明彦 [ほか] 著
柳田義章著
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No.
280

書名

東アジア新時代とベトナム経済
非行と広汎性発達障害
281 (ここ
ろの科学叢書)
282 非線形画像・信号処理 : モルフォロジの基礎と応用
283 一目でわかる中国進出企業地図
284 肥満と飢餓 : 世界フード・ビジネスの不幸のシステム
285 肥満の疫学
286 評価論理 : 評価学の基礎
評伝奥山春枝 : 近代起業家の誕生とその生涯
287 (慶
應義塾福沢研究センター叢書)
288 貧困からの自由 : 世界最大のNGO-BRACとアベッド総裁の軌跡
289 貧困と差別の経済学
290 フェルメールのカメラ : 光と空間の謎を解く
291 武器と弥生社会
292 ブダペストのミダース王 : 若きルカーチとハンガリー文壇
293 仏教とアドラー心理学 : 自我から覚りへ
294 仏教と西洋の出会い
295 不登校 : ネットワークを生かした多面的援助の実際
296 フランス法
297 ブルース有機化学概説
298 プロパガンダ
299 文学作品が生まれるとき : 生成のフランス文学
文藝春秋』とアジア太平洋戦争
300 『(東
アジア叢書)
平
家物
は何を語るか : 平家物語の全体像 PART2
301 (和泉選語
書 ; 168)
302 米国クラウドビジネス最前線
303 米国ビール業界の覇者 : 「アメリカのNo.1ビール」をめぐる攻防
304 平和と国際情報通信 : 「隔ての壁」の克服
305 ベーシック監査論
306 ベーシック経済政策
変容する中国の労働法 : 「世界の工場」のワークルール
307 (九大アジア
叢書 ; 14)
308 ポイントがわかる分子生物学
309 報徳思想と近代京都
310 ぼくの生物学講義 : 人間を知る手がかり
311 捕食者なき世界
マ
312 ポスト・ロー
(オックスフォードブリテン諸島の歴史 ; 第2巻)
子規 : 俳句・短歌革新の日本近代
313 正岡
(KAWADE道の手帖)
平定信の生涯と芸術
314 (松
ゆまに学芸選書ULULA ; 1)

2010/11/22

著者名
早稲田大学ベトナム総合研究所編
藤川洋子著

浅野晃 [ほか] 著
稲垣清著
ラジ・パテル著 ; 佐久間智子訳
フランク・B・フー著
佐々木亮著

坂井達朗著
イアン・スマイリー著 ; 立木勝訳
ブラッドリー・R・シラー著 ; 松井範惇訳
フィリップ・ステッドマン著 ; 鈴木光太郎訳
寺前直人著
ジュラ・ヘレンバルト著 ; 西澤龍生訳
岡野守也著
フレデリック・ルノワール著 ; 今枝由郎, 富樫瓔子
訳
田嶌誠一編
滝沢正著
Paula Y.Bruice著 ; 大船泰史[ほか]訳
エドワード・バーネイズ著 ; 中田安彦訳・解説
田口紀子, 吉川一義編
鈴木貞美著
武久堅著
森洋一著
山口一臣著
加納貞彦, 本間勝, 石戸充編著
伊豫田隆俊, 松本祥尚, 林隆敏著
山田節夫著
山下昇, 龔敏編著
真野佳博, 川向 誠編著
並松信久著
日高敏隆著
ウィリアム・ソウルゼンバーグ著 ; 野中香方子訳
トマス・チャールズ=エドワーズ編
磯崎康彦著
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No.
315

書名

2010/11/22

著者名

三木清『哲学入門』パラフレーズ
三宅浩史著
316 身近な自然の保全生態学 : 生物の多様性を知る
根本正之編著
三島由紀夫と司馬遼太郎 : 「美しい日本」をめぐる激突
317 (新
松本健一著
潮選書)
318 三島由紀夫と戦後
中央公論編集部編
319 水と緑の計画学 : 新しい都市・地域の姿を求めて
萩原良巳, 萩原清子編著
320 緑の革命を脅かしたイネウンカ
寒川一成著
ドルクラスを問いなおす : 格差社会の盲点
321 (ミ生活人
渋谷望著
新書 ; 326)
322 ミニマムエッセンス社会心理学
和田実編著
323 明治国家論 : 近代日本政治体制の原構造
大薮竜介著
324 明治天皇という人
松本健一著
325 メディアの光景
北野栄三著
326 耄碌寸前
森於菟 [著] ; 池内紀解説
(大人の本棚)
327 文字の大陸汚穢の都 : 明治人清国見聞録
草森紳一著
328 物語論の情報学序説 : 物語生成の思想と技術を巡って
小方孝著 : 金井明人著
329 やさしい民法総則
半田正夫著
330 邪馬台国の言語 : 新稿 : 弥生語復元
長田夏樹著
331 日本(やまと)は世界(くに)のまほろば : 消えるもの、残すもの、そして創ること
尾島俊雄著
332 八ッ場ダムと地域社会 : 大規模公共事業による地域社会の疲弊
桜美林大学産業研究所編
333 有機化学 : 基礎化合物から機能材料まで
荒木孝二, 工藤一秋著
有斐閣ブックス ; [456])
上林憲雄, 厨子直之, 森田雅也著
334 (経
験から学ぶ人的資源管理
ブックス ; [457])
石原武政, 西村幸夫編
335 (ま有斐閣
ちづくりを学ぶ : 地域再生の見取り図
くわかる医療社会学
中川輝彦, 黒田浩一郎編著
336 よ
(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ)
337 読む人・書く人・編集する人 : 『思想の科学』五〇年と、それから
記念シンポジウムを記録する会編
338 ライフサイエンス政策の現在 : 科学と社会をつなぐ
菱山豊著
Mary Poppendieck著 : Tom Poppendieck著 : 依田
339 リーンソフトウェア開発と組織改革
光江訳 : 依田智夫監訳
理系たまごシリーズ ; 2 . 世界で活躍する理工系研究者を目指して)
340 (はじ
佐藤洋一著
めての理系英語リーディング
理系たまごシリーズ ; 3 . 世界で活躍する理工系研究者を目指して)
341 (理系
野口ジュディー, 深山晶子, 岡本真由美著.
英語のライティング
理系たまごシリーズ ; 4 . 世界で活躍する理工系研究者を目指して)
342 (理系
野口ジュディー, 幸重美津子著
英語のプレゼンテーション
343 リコール学の法則
内崎巌, 畑村洋太郎著
立命館大学白川静記念東洋文字文化研究書叢書 ; 2)
344 (白
立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所編
川静の世界 : 入門講座 ; 1 : 文字
立命館大学白川静記念東洋文字文化研究書叢書 ; 3)
345 (白
立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所編
川静の世界 : 入門講座 ; 2 : 文学
立命館大学白川静記念東洋文字文化研究書叢書 ; 4)
346 (白
立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所編
川静の世界 : 入門講座 ; 3 : 思想・歴史
347 量子の社会哲学 : 革命は過去を救うと猫が言う
大澤真幸著
利用力/提供力を促進するケアマネジメント : 支援困難なクライエントに対する実践活動 山井理恵著
348 の
質的研究
理
論と
がつながる実践有限要素法シミュレーション : 汎用コードで正しい結果を得る 泉聡志, 酒井信介共著
349 ための実務
実践的知識
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No.
350 倫理学
(ブックガイドシリーズ基本の30冊)
351 倫理への問いと大学の使命

書名

352 ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン著『論理哲学論考』対訳・注解書

例題で学ぶ半導体デバイス入門
354 歴史から今を知る : 大学生のための世界史講義
355 歴史と軍隊 : 軍事史の新しい地平
356 歴史としての日米安保条約 : 機密外交記録が明かす「密約」の虚実
357 歴史と社会の唯物論 : 史的唯物論の復権をめざして
358 労働判例インデックス
359 ローマ建国史 : 抄訳 ; 下
360 ローマ建国史 : 抄訳 ; 上
361 ワークショップ社会経済史 : 現代人のための歴史ナビゲーション
362 若者の現在 労働
363 ワトソン遺伝子の分子生物学
364 宗教学事典
365 分子生物学大百科事典 2
353

2010/11/22

著者名

小泉義之著
位田隆一 [ほか] 編
木村洋平訳・注解
樋口英世著
上杉忍, 山根徹也編
阪口修平編著
波多野澄雄著
今井伸英著
野川忍著
リヴィウス著 ; 北村良和編訳
リヴィウス著 ; 北村良和編訳
川越修 [ほか] 著
小谷敏[ほか]編 : 本田由紀[ほか]著
James D.Watson [ほか] 著 ; 滋賀陽子, 中塚公子,
宮下悦子訳
星野英紀 [ほか] 編
T.E.クレイトン編集
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