2010年12月(第3回)選書会議購入決定リスト

No.
書名
1 A concise handbook of mathematics, physics and engineering science

2010/12/20

著者名
by Andrei D. Polianin, Alexei I. Chemoutsan

2 A first course in computational physics

Paul L. DeVries, Javier E. Hasbun

3 Biostatistical Analysis

Jerrold H. Zar.

4 Computational fluid dynamics

T.J. Chung

5 Crystals, X-rays and proteins : comprehensive protein crystallography

Dennis Sherwood, Jon Cooper

6 Developmental biology

Scott F. Gilbert

7 Elements of electromagnetics

Matthew N.O. Sadiku

8 Essential numerical methods in electromagnetics
10 Handbook of heterocyclic chemistry

edited by P.G. Ciarlet
edited by Roger L. Lundblad and Fiona M.
Macdonald
Alan Katritzky ... [et al.]

11 Linear algebra : a geometric approach

by Malcolm Adams, Ted Shifrin

12 Molecular quantum mechanics

Peter Atkins and Ronald Friedman

13 Name reactions for carbocyclic ring formations(Comprehensive name reactions)
to the theory of critical phenomena : mean field, fluctuations and
14 Introduction
renormalization
15 Optical physics

edited by Jie Jack Li ; foreword by E.J. Corey

16 Perspectives on structure and mechanism in organic chemistry

Felix A. Carroll

17 Plant cell biology : from astronomy to zoology

Randy Wayne

18 Principles and techniques of biochemistry and molecular biology

edited by Keith Wilson and John Walker
edited by John F. Atkins, Raymond F. Gesteland,
Thomas R. Cech
Christian Reichardt and Thomas Welton

9 Handbook of biochemistry and molecular biology

19 RNA worlds : from life's origins to diversity in gene regulation

Dimo I. Uzonov
A. Lipson, S.G. Lipson, H. Lipson

20 Solvents and solvent effects in organic chemistry
physics of solids : essentials and beyond
Eleftherios N. Economou
21 The
(Graduate texts in physics)
: a computational investigation into the human representation and processing of David Marr ; [foreword by Shimon Ullman ;
22 Vision
visual information
afterword by Tomaso Poggio]
23 Waves and oscillations : a prelude to quantum mechanics
Walter Fox Smith
24 18歳から考える日本の政治
五十嵐仁著
(From18)
A.ビュルギエール編 : 井上桜子訳 : 北垣潔訳 : 平
25 1929-1945
(叢書『アナール1929-2010』 : 歴史の対象と方法 ; 1)
沢勝行訳
26 2020年のブラジル経済
27 20世紀の音楽
(プレンティスホール音楽史シリーズ ; 6)
28 2万5000分の1地図 : 地理空間情報時代の地図
Table Books)
29 (Coffee
クリムトとウィーン
table books)
30 (Coffee
ロセッティとラファエル前派

鈴木孝憲著

31 IT社会における情報社会論 : 情報化社会の歴史的変化に基づいて
text library ; 60)
32 (Minerva
国際教育協力の社会学
text library ; 62)
33 (Minerva
環境の政治経済

伊達康博著

34 アール・ヌーヴォー : フランス世紀末と「装飾芸術」の思想
35 アジアの経営・財務戦略30講 : ビジネスチャンスとリスク分析

E.ソーズマン著 ; 松前紀男, 秋岡陽訳
大竹一彦著
木島俊介著・責任監修
松下由里著
山内乾史編著
除本理史, 大島堅一, 上園昌武著
デボラ・シルヴァーマン著 ; 天野知香, 松岡新一
郎訳
丹羽由一著
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No.
書名
アジアの
ポピ
ュラー音楽
:
グ
ロー
バ
ルとロー
カルの相克
36 (「双書」音楽文化の現在 ; 4)
37 アジア力 : 成長する国と発展の軸が変わる
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

後藤康浩著
足立から見た在日コリアン形成史 : 済州島・東京足立に生きた私の半世紀
姜徹著
アダム・スミスの経済理論
星野彰男著
新しい教育課程論
広岡義之編著
「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク(VAWW暴かれた真実NHK番組改ざん事件 : 女性国際戦犯法廷と政治介入
NETジャパン)編 ; 西野瑠美子, 東海林路得子責
任編集
蟻族 : 高学歴ワーキングプアたちの群れ
廉思編
アルフォンス・ミュシャ : アール・ヌーヴォー・スタイルを確立した華麗なる装飾
島田紀夫著
(Rikuyosha art view)
アンナ・マグダレーナ・バッハ : 資料が語る生涯
マリーア・ヒューブナー編 ; 伊藤はに子訳
イギリス史研究入門
近藤和彦編
イギリス成年後見制度にみる自律支援の法理 : ベスト・インタレストを追求する社会へ 菅富美枝著
イギリス発見の旅 : 学者と女性と観光客
指昭博著
(世界史の鏡 ; 情報6)
いくさの歴史と文字文化
遠山一郎, 丸山裕美子編
いじめ・損なわれた関係を築きなおす : 修復的対話というアプローチ
山下英三郎著
イスラームの拡大と変容
小杉泰編
(宗教の世界史 ; 12 . イスラームの歴史 ; 2)
イタリア20世紀史 : 熱狂と恐怖と希望の100年
シモーナ・コラリーツィ著 ; 橋本勝雄訳
異端審問 : 大国スペインを蝕んだ恐怖支配
トビー・グリーン著 ; 小林朋則訳
(Inside histories)
いっしょに考える家族支援 : 現場で役立つ乳幼児心理臨床
青木紀久代編著
今尾哲也先生と読む『芸十夜』
今尾哲也〔述〕 : 田口章子編
医療改革と経済成長 : 改革論争の常識は誤り!"日本版医療ニューディール計画"成功へ 松山幸弘著
の提言
(岩波講座東アジア近現代通史 ; 2)
和田春樹 [ほか] 編
日露戦争と韓国併合 : 19世紀末-1900年代
(岩波講座東アジア近現代通史 ; 3)
和田春樹 [ほか] 編
世界戦争と改造 : 1910年代
（岩波人文書セレクション）
中野三敏著
書誌学談義 : 江戸の板本
(岩波人文書セレクション)
清水憲男著
ドン・キホーテの世紀 : スペイン黄金時代を読む
ヴァイマール共和国史 : 民主主義の崩壊とナチスの台頭
ハンス・モムゼン著 ; 関口宏道訳
ヴィーナス・メタモルフォーシス : 国立西洋美術館『ウルビーノのヴィーナス展』講演録 浦一章 [ほか] 著
ウィーン : 多民族文化のフーガ
饗庭孝男 [ほか] 著
ヴィゴーツキーに学ぶ子どもの想像と人格の発達
中村和夫著
請負労働の法的研究
田思路著
英語で読む日本経済新聞社説; 2010年上半期
日本経済新聞社編
英字新聞「日経ウィークリー」活用法
杉田米行編著
絵とき生物化学工学基礎のきそ
種村公平著

67 (Chemical engineering series)
68 江戸社会史の研究
69
70

井上貴子編著

著者名

江戸書物の世界 : 雲英文庫を中心にたどる
エルニーニョ・ラニーニャ現象 : 地球環境と人間社会への影響

竹内誠著

雲英末雄編
気候影響・利用研究会編
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No.
71

書名
援助ドナーの経済学 : 情けはひとのためならず

欧米鉄道脱線事故 : 鉄道用車輪の金属疲労の諸事例
73 大阪食文化大全
74 オーストリア形象と夢 : 帝国の崩壊と新生
75 お母さんは忙しくなるばかり : 家事労働とテクノロジーの社会史
76 おせっかい教育論
77 オペレーティングシステムの概念
78 "オリジナル"の行方 : 文化財を伝えるために
リンピック・シティ東京 : 1940・1964
79 オ
(河出ブックス ; 012)
カーネル法入門 : 正定値カーネルによるデータ解析
80 (シリーズ
多変量データの統計科学 ; 8)
81 貝殻追放 ; 1
82 貝殻追放 ; 2
83 貝殻追放 ; 3
84 会社と社会を幸せにする健康経営
85 会社法の選択 : 新しい社会の会社法を求めて
86 科学技術英語翻訳集中ゼミ
87 科学する詩人ゲーテ
れたことば
88 書か
(日本語学講座 ; 第1巻)
89 格差は拡大しているか : OECD加盟国における所得分布と貧困
核なき世界」に向けて
90 「(平
和研究 ; 第35号)
91 家族介護者のアンビバレントな世界 : エビデンスとナラティブからのアプローチ
: 持続可能な経済システム
92 (環境
持続可能な福祉社会へ : 公共性の視座から ; 2)
93 環境制約下におけるイノベーション : 力を持ち始めた環境ニーズ
94 環境ビジネスハンドブック : これだけは知っておきたいビジネスルール46
95 韓国語能力試験初級過去問題集 ; 第16回+第17回+第18回
96 韓国語能力試験中級過去問題集 ; 第16回+第17回+第18回
97 韓国語能力試験高級過去問題集 ; 第16回+第17回+第18回
98 韓国のやきもの : 先史から近代、土器から青磁・白磁まで
99 韓国併合100年の現在 (いま)
100 関西 : その生活と環境
主観性の社会学理論
101 間
(国家を超える社会の可能性 ; 1)
102 記憶の地層を掘る : アジアの植民地支配と戦争の語り方
園祭 : 祝祭の京都
103 祇
(歴史文化ライブラリー ; 309)
104 企業経営の情報論 : 知識経営への展開
105 企業ブランド・マネジメント戦略 : CEO・企業・製品間のブランド価値創造のリンケージ
72

木原隆司著

著者名

平川賢爾著 : 久保田祐信著

笹井良隆編著

平田達治 [ほか] 著

ルース・シュウォーツ・コーワン著 ; 高橋雄造訳

鷲田清一 [ほか] 著
Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg
Gagne著 ; 大谷真 [ほか] 訳
東京文化財研究所編
片木篤著
福水健次著
水上瀧太郎著
水上瀧太郎著
水上瀧太郎著
田中滋, 川渕孝一, 河野敏鑑編著
中東正文, 松井秀征編著
富井篤編
石原あえか著
今野真二著
OECD編著 ; 小島克久, 金子能宏訳
日本平和学会編

広瀬美千代著

倉阪秀史編著
古川柳蔵著

環境経営学会編
KICE著 ; 韓国教育財団編
KICE著 ; 韓国教育財団編
KICE著 ; 韓国教育財団編

姜敬淑著 ; 山田貞夫訳
前田憲二, 和田春樹, 高秀美著
谷岡武雄著
西原和久著
今井昭夫, 岩崎稔編
川嶋将生著
白石弘幸著
徐誠敏著
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No.
106 基礎からの睡眠医学

書名

107 基礎から学ぶ食品科学
108 北朝鮮入門 : live講義

109 基本有機化学

旧石器遺跡「捏造事件」
111 教育の根源 : 人間形成の原理を問う
112 境界性パーソナリティ障害 : 疾患の全体像と精神療法の基礎知識
界」に立つジャーナリスト
113 「境
(石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞記念講座 ; 2010)
近世瀬戸内塩業史の研究
114 (歴史
科学叢書)
近
世的世
の成熟
115 (日本の対界
外関係 ; 6)
世の海域世界と地方統治
116 (近
東アジア海域叢書 ; 1)
117 近世東アジア海域の文化交渉
世編AD1500-AD1763
118 近
(戦闘技術の歴史 ; 3)
近代日本教員統制の展開 : 地方学務当局と小学校教員社会の関係史
119 (学術叢書)
120 グラハム・ベル空白の12日間の謎 : 今明かされる電話誕生の秘話
121 グローバル化時代の市民像 : コスモポリタン民主政へ向けて
122 グローバル化に対抗する農林水産業
123 グローバル金融危機と世界経済の新秩序
110

124 「グローバルチャイナ」の現在
論入門
125 群
(代数学 ; 1)
126 経験の社会経済 : 事例から読み解く感動価値

127 経済・経営統計入門
見た北朝鮮 : 北東アジア経済協力の視点から
128 (経済から
明石ライブラリー ; 135)
129 経済・経営を学ぶための数学入門

130 経済成長
計算科学講座 ; 6. 第2部計算科学の展開)
131 (分子システムの
計算科学 : 電子と原子の織り成す多体系のシミュレーション
(
計
算科
学講
座
;
10 . 第3部計算科学の横断概念)
132 超多自由度系の新
しい科 学
133 芸術作品としての都市 : ロンドン・パリ・ウィーン

刑務所図書館 : 受刑者の更生と社会復帰のために
135 ケースメソッド教授法入門 : 理論・技法・演習・ココロ
136 結婚の壁 : 非婚・晩婚の構造
と哲学・心理学
137 言語
(シリーズ朝倉「言語の可能性」 ; 9)
138 源氏物語解析
語の方法と構造
139 (源氏物
研究叢書 ; 411)
140 原子炉物理実験
134

2010/12/20

著者名
野田明子,中田誠一,尾崎紀夫編

渡邊悦生 [ほか] 共著
礒崎敦仁, 澤田克己著
加納航治著
岡村道雄著
川村覚昭編著
小羽俊士 [著]
花田達朗コーディネーター
落合功著
荒野泰典, 石井正敏, 村井章介編
山本英史編

松浦章著
クリステル・ヨルゲンセン [ほか] 著 ; 竹内喜, 徳永
優子訳
山田恵吾著
セス・シュルマン著 ; 吉田三知世訳

ダニエル・アーキブージ著 ; 中谷義和 [ほか] 訳
高柳長直 [ほか] 編著
青木健編著 : 馬田啓一編著
田雁, 樋口謙一郎編著
雪江明彦著
近勝彦, 福田秀俊編著
稲葉三男, 稲葉敏夫, 稲葉和夫著
小牧輝夫, 環日本海経済研究所編 ; 朴在勲 [ほ
か] 執筆
平井裕久 [ほか] 著

デイヴィッド・N・ワイル著 ; 早見弘, 早見均訳

笹井理生編
笹井理生編
ドナルド・J・オールセン著 ; 和田旦訳
中根憲一著
竹内伸一著
佐藤博樹, 永井暁子, 三輪哲編著
遊佐典昭編集
山田利博著
森一郎著
三澤毅, 宇根崎博信, 卞哲浩著
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No.
代アメリカ
141 現
(有斐閣アルマ ; Interest)
代カナダを知るための57章
142 現
(エリア・スタディーズ ; 83)
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

書名

現代宗教意識論
現代物性化学の基礎 : 化学結合論によるアプローチ
現代アメリカ教育ハンドブック
原典イタリア・ルネサンス人文主義
(講座人権論の再定位 ; 2)
人権の主体
(講座人権論の再定位 ; 3)
人権の射程
(講談社選書メチエ ; 483)
昭和の思想
(講談社選書メチエ ; 484)
僧兵=祈りと暴力の力
(講談社選書メチエ ; 485)
マニ教
合理的市場という神話 : リスク、報酬、幻想をめぐるウォール街の歴史
功利と直観 : 英米倫理思想史入門
高齢者のウェルビーイングとライフデザインの協働
「顧客ニーズに応える」とは何か : 日用品分野における製品開発と流通
国際関係理論の探究 : 英国学派のパラダイム

著者名

渡辺靖編
飯野正子, 竹中豊編著
大澤真幸著
小川桂一郎, 小島憲道編
アメリカ教育学会編

池上俊一監修
愛敬浩二編
長谷部恭男編
植村和秀著
衣川仁著
青木健著

ジャスティン・フォックス著 ; 遠藤真美訳

児玉聡著
鈴木七美, 藤原久仁子, 岩佐光広編著

岸本秀一著

157 国際政治経済学要論 : 学際知の挑戦

H. バターフィールド, M. ワイト編 ; 佐藤誠 [ほか]
訳
関下稔著

乞食オペラ
160 個人主義から「自分らしさ」へ : 福沢諭吉・高山樗牛・和辻哲郎の「近代」体験
161 古代国家と天皇
162 古代・中世の情報伝達 : 文字と音声・記憶の機能論
163 国家と経済発展 : 望ましい国家の姿を求めて
164 小堀遠州の美を訪ねて
165 コモンズの地球史 : グローバル化時代の共有論に向けて
れでなっとく!部落の歴史
166 こ
(私のダイガク講座 ; 続)
167 最新教育原理
168 最新天文百科 : 宇宙・惑星・生命をつなぐサイエンス
169 最新フランス・ハンドブック : フランス政府公式ガイド
170 最低所得保障
171 細胞周期フロンティア
サピエンティア ; 13)
172 (寛
容の帝国 : 現代リベラリズム批判
(
サ
ピエンティア ; 15)
173 グロー
バリゼーション : 人間への影響
174 サブカルで読むセクシュアリティ : 欲望を加速させる装置と流通
175 サブカルで読むナショナリズム : 可視化されるアイデンティティ

渡辺滋著
大塚啓二郎, 白石隆編著
小堀宗慶著
秋道智彌著
上杉聰著
安彦忠彦, 石堂常世編著
Michael A. Seeds, Dana E. Backman著 ; 有本信雄
監訳 ; 中村理 [ほか] 訳
フランス外務・欧州問題省編 ; 宝利桃子訳
駒村康平編 ; 岩永理恵 [ほか執筆]
佐方功幸, 稲垣昌樹, 岸本健雄編集
ウェンディ・ブラウン著 ; 向山恭一訳
ジグムント・バウマン著 ; 澤田眞治, 中井愛子訳
谷川建司編著 : 王向華編著 : 呉咏梅編著
谷川建司編著 : 王向華編著 : 呉咏梅編著

156

158 国際ビジネスコミュニケーション : 国際ビジネス分析の新しい視点
159

則定隆男, 椿弘次, 亀田尚己編
ジョン・ゲイ著 ; 海保眞夫訳
先崎彰容著
武光誠編
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No.
書名
サ
ブプラ
イ
ム
危機
:
市
場
と政
府
はな
ぜ
誤った
か
176 (シリーズ・現代経済学 ; 9)
(差別と排除の「いま」 ; 4)
177 福祉
・医療における排除の多層性
(
差別
と排除の「いま」 ; 6)
178 セクシュアリティの
多様性と排除
179 時間と生命 : ポスト反生気論の時代における生物的自然について

2010/12/20

著者名

滝川好夫著
藤村正之編著
好井裕明編著
米本昌平著
180 資源配分機構の設計と外部性
長名寛明著
源利用と循環型社会
181 (資
小宮山宏 [ほか] 編
サステイナビリティ学 = Sustainability science ; 3)
182 時代考証学ことはじめ
大石学, 時代考証学会 編
183 自治体改革 : 歴史と対話
松下圭一編著
184 実験映像の歴史 : 映画とビデオ : 規範的アヴァンギャルドから現代英国での映像実践 A.L. リーズ著 ; 犬伏雅一 [ほか] 訳
185 事典人と動物の考古学
西本豊弘, 新美倫子編
186 地盤環境工学
嘉門雅史著 : 大嶺聖著 : 勝見武著
社会参画と社会科教育の創造
187 (講
唐木清志 [ほか] 著
座現代学校教育の高度化 ; 28)
188 社会的共通資本としての川
宇沢弘文, 大熊孝編
189 社会力の市民的創造 : 地域再生の政治社会学
藪野祐三著
190 若年者就業の経済学
太田聡一著
十八世紀日本の政治と外交
藤田覚編
191 (史学会シン
ポジウム叢書)
192 「重不況」の経済学 : 日本の新たな成長に向けて
向井文雄著
193 省エネルギー政策論 : 工場・事業所での省エネ法の実効性
杉山大志, 木村宰, 野田冬彦共著
確率統計
前園宜彦著
194 (詳解演習
詳解演習ライブラリ ; 6)
195 障害児心理入門
井澤信三, 小島道生編著
196 障害者が輝く組織 : いい会社って何だろう
高嶋健夫著
憲皇太后・貞明皇后 : 一筋に誠をもちて仕へなば
小田部雄次著
197 (昭
ミネルヴァ日本評伝選)
198 商人と宣教師 : 南蛮貿易の世界
岡美穂子著
199 情報セキュリティ基盤論
佐藤周行 [ほか] 著
200 情報論的学習理論
山西健司著
201 書影でたどる関西の出版100 : 明治・大正・昭和の珍本稀書
林哲夫編著
J-L・フランドラン, M・モンタナーリ編 ; 菊地祥子,
202 食の歴史 ; 1
末吉雄二, 鶴田知佳子訳
J-L・フランドラン, M・モンタナーリ編 ; 菊地祥子,
203 食の歴史 ; 2
末吉雄二, 鶴田知佳子訳
J-L・フランドラン, M・モンタナーリ編 ; 菊地祥子,
204 食の歴史 ; 3
末吉雄二, 鶴田知佳子訳
205 職場学習論 : 仕事の学びを科学する
中原淳著
206 植物誌入門 : 多様性と生態
岩田好宏著
207 書誌学入門 : 古典籍を見る・知る・読む
堀川貴司著
誌学のすすめ : 中国の愛書文化に学ぶ
208 (書
高橋智著
東方選書 ; 40)
209 女性科学者に一条の光を : 猿橋賞30年の軌跡
女性科学者に明るい未来をの会編
バルバラ・スモレンスカ=ジェリンスカ著 ; 関口時正
210 ショパンの生涯 : 決定版
訳
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No.
書名
(シリーズ
六〇
年代・
七〇
年代
を
検証
す
る
;
1)
211 柄谷行人政治を語る
(シリーズ六〇年代・七〇年代を検証する ; 2)
212 日本
赤軍! : 世界を疾走した群像
(シリーズ「
を学ぶ」 ; 073)
213 東日本最大遺跡
級の埴輪工房・生出塚埴輪窯
遺跡を学ぶ」 ; 074)
214 (シリーズ「
北の縄文人の祭儀場 : キウス周堤墓群
遺跡を学ぶ」 ; 075)
215 (シリーズ「
浅間山大噴火の爪痕 : 天明三年浅間災害遺跡
(シリーズ日本の教育を問いなおす ; 1)
216 拡
大する社会格差に挑む教育
(シリーズ日本の教育
いなおす ; 2)
217 混迷する評価の時代 を問
: 教育評価を根底から問う
218 資料保存のための代替
219 シルクロードを行く
仏教史 ; 2 . インド ; 2)
220 (新アジア
仏教の形成と展開
仏教史 ; 5 . 中央アジア)
221 (新アジア
文明・文化の交差点
222

神曲

223 「シングル」で生きる : 人類学者のフィールドから
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

人口減少時代の大都市経済 : 価値転換への選択
新人研究者・技術者のための安全のてびき : 現場で求められる知識と行動指針
新注古事談
（新潮選書）
戦後日本漢字史
(新潮選書)
人間にとって科学とは何か
神道はどこへいくか
(新・福祉文化シリーズ ; 3)
新しい地域づくりと福祉文化
(新・福祉文化シリーズ ; 4)
災害と福祉文化
新聞における美術批評の変遷
心理学の実験倫理 : 「被験者」実験の現状と展望
人類の原風景を探る
神話から歴史へ

235 (天皇の歴史 ; 01)
236 スイスと日本 : 未知との遭遇 : 16世紀〜1914年
するジャーナリズム : 岐路に立つマス・メディアの諸層
237 衰退
(叢書現代社会のフロンティア ; 15)
238 スウェーデン・パラドックス : 高福祉、高競争力経済の真実
239

数論「未解決問題」の事典

240 スコットランド国民の歴史

241 「図説」アメリカ先住民戦いの歴史

242 図説パリの街路歴史物語 ; 上

243 図説パリの街路歴史物語 ; 下
244 図説ヨーロッパの祭り
説ローマ教皇史
245 図
(ダークヒストリー ; 4)

2010/12/20

著者名
柄谷行人著 ; 小嵐九八郎聞き手

重信房子 [ほか] 著 ; 小嵐九八郎聞き手
高田大輔著
大谷敏三著
関俊明著
西村和雄 [ほか] 編
西村和雄 [ほか] 編
日本図書館協会資料保存委員会編集企画
南里空海著 ; 小林廉宜撮影
奈良康明, 下田正弘編集委員
奈良康明, 石井公成編集委員
ダンテ著 ; 平川祐弘訳 ; ギュスターヴ・ドレ画
椎野若菜編
松谷明彦著
近畿化学協会安全研究会編著
浅見和彦, 伊東玉美責任編集 ; 浅見和彦 [ほか]
著
阿辻哲次著
村上陽一郎著
石井研士編
磯部幸子, 島田治子, マーレー寛子編集代表
渡邊豊編集代表
竹田道太郎著
河原純一郎編著 : 坂上貴之編著
品田穣, 浅井葉子著
大津透著
ロジャー・モッティーニ著 ; 森田安一訳
福永勝也著
湯元健治, 佐藤吉宗著
リチャード K. ガイ著 ; 金光滋訳
T.C.スマウト著
クリス・マクナブ著 : 増井志津代監訳 : 角敦子訳

ベルナール・ステファヌ著 ; 蔵持不三也編訳
ベルナール・ステファヌ著 ; 蔵持不三也編訳
谷口幸男, 遠藤紀勝著
ブレンダ・ラルフ・ルイス著 : 高尾菜つこ訳
7／13

2010年12月(第3回)選書会議購入決定リスト

No.
書名
246 図表でみる国民経済計算 : マクロ経済と社会進歩の国際比較
247 世紀転換期のプラハ : モダン都市の空間と文学的表象

248 世紀末ウィーン文化探究 : 「異」への関わり
ョナリズム
249 世紀末とナシ
(西洋の音楽と社会 ; 9 . 後期ロマン派 ; 2)
250 正義論
策法務の時代と自治体法学
251 (政
明治大学社会科学研究所叢書)
252 生殖・発生の医学と倫理 : 体外受精の源流からiPS時代へ
書と神話の名画188点
253 聖
(西洋名画の読み方 ; 3)
254 精神鑑定とは何か : 責任能力論を超えて

精神療法面接の多面性 : 学ぶこと、伝えること
256 戦前日本のエレクトロニクス : ラジオ産業のダイナミクス
257 生態学からみた野生生物の保護と法律 : 生物多様性保全のために
生物の多様性と進化の驚異
258 (分子
生物学講義中継 ; 番外編)
259 世界全戦争史
260 世界の碑文
261 責任という原理 : 科学技術文明のための倫理学の試み
262 舌耕・書本・出版と近世小説
263 戦国期の真宗と一向一揆
264 戦後日本の省エネルギー史 : 電力、鉄鋼、セメント産業の歩み
255

265 戦後の音楽 : 芸術音楽のポリティクスとポエティクス

266 戦時児童文学論 : 小川未明、浜田広介、坪田譲治に沿って
267 前方後円墳の終焉

268 「そうだったのか」の言語学 : 生活空間の中の「ことば学」

素粒子物理学ハンドブック
270 大学の危機 : 日本は21世紀の人材を養成しているか
制度と機能
271 大学の
(教育政策入門 ; 3)
272 大学を変える : 教育・研究の原点に立ちかえって
273 高橋是清 : 日本のケインズ--その生涯と思想
274 啄木と秋瑾 : 啄木歌誕生の真実
275 多重三角関数論講義
276 ダンスは国家と踊る : フランスコンテンポラリー・ダンスの系譜
277 地域から平和をきずく : オキナワ・イワクニからみた日本
278 地域コミュニティ最前線
279 近松再発見 : 華やぎと哀しみ
・消費者安全法
280 (逐条解説
逐条解説シリーズ)
269

2010/12/20

著者名
OECD編著 ; 高橋しのぶ訳

三谷研爾著
西村雅樹著

ジム・サムソン編 ; 三宅幸夫監訳
ジョン・ロールズ著 ; 川本隆史, 福間聡, 神島裕子
訳
村上順著

森崇英著

パトリック・デ・リンク著
高岡健著
成田善弘著
平本厚著

日本自然保護協会編集
井出利憲著
松村劭著

マイケル・ケリガン著 : 池田裕訳

ハンス・ヨナス 著 ; 加藤尚武監訳
山本卓著

新行紀一編

加治木紳哉著 : 杉山大志監修
長木誠司著
山中恒著
広瀬和雄, 太田博之編
安井稔著
山田作衛 [ほか] 編集
草原克豪著
渡辺一雄編
東海高等教育研究所編
リチャード・J・スメサースト著 ; 鎮目雅人, 早川大
介, 大貫摩里訳
内田弘著

黒川信重, 小山信也著

アニエス・イズリーヌ著 : 岩下綾, 松澤慶信訳

池尾靖志, 伊波洋一, 井原勝介著
中田実, 山崎丈夫編著
神戸女子大学古典芸能研究センター編
消費者庁政策調整課 [ほか] 編
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No.
書名
281 地方からの産業革命 : 日本における企業勃興の原動力

282 地方自治ことばの基礎知識 : キーワードを通して地域主権を考える
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293

中国近代詩における文学と国家 : 風と琴の系譜
中国近代美術史論
中世律宗と死の文化
中世の時と暦 : ヨーロッパ史のなかの時間と数
挑戦する仏教 : アジア各国の歴史といま
著作権が明解になる10章
治療の場所と精神医療史
帝国の落日 : パックス・ブリタニカ完結篇 ; 上巻
帝国の落日 : パックス・ブリタニカ完結篇 ; 下巻
低炭素社会のビジョンと課題 : エネルギー・環境・ネットワークの結節点を探る
低炭素社会をデザインする : 炭素集約型経済システムからの転換のために

294 デートDVと恋愛

295 テキスト複素解析
哲学への誘い : 新しい形を求めて ; 1)
296 (哲
学の立ち位置
(
哲
学への誘い : 新しい形を求めて ; 2)
297 哲学の
振る舞い
(
哲
学
へ
の誘い : 新しい形を求めて ; 3)
298 社会の中
の哲学
(
哲
学
へ
の
誘い : 新しい形を求めて ; 4)
299 世界経験の
枠組み
(
哲
学
へ
の
誘
い : 新しい形を求めて ; 5)
300

自己

301 天才だもの。 : わたしたちは異常な存在をどう見てきたのか
302

点字の市民権

303 デンマークの教育に学ぶ
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

ドイツ・ロマン主義美学 : フリードリヒ・シュレーゲルにおける芸術と共同体
陶淵明私記 : 詩酒の世界逍遥
統計熱力学 : ミクロからマクロへの化学と物理
統語論の新展開と日本語研究 : 命題を超えて
同潤会大塚女子アパートメントハウスが語る
盗賊のインド史 : 帝国・国家・無法者 (アウトロー)
道徳教育の教科書
都市を描く : 東西文化にみる地図と景観図
ともに公共哲学する : 日本での対話・共働・開新
(ドラッカー名著集 ; 13)
マネジメント : 課題、責任、実践 ; 上
(ドラッカー名著集 ; 14)
マネジメント : 課題、責任、実践 ; 中
(ドラッカー名著集 ; 15)
マネジメント : 課題、責任、実践 ; 下

中村尚史著

著者名

兼子仁著
鄧捷著
陸偉榮著
松尾剛次著
アルノ・ボルスト著 ; 津山拓也訳
木村文輝編
吉田大輔著
橋本明編著
ジャン・モリス著 ; 椋田直子訳
ジャン・モリス著 ; 椋田直子訳
木船久雄[ほか]編著
浜中裕徳編 ; 浜中裕徳 [ほか] 著
伊田広行著

小寺平治著
松永澄夫, 鈴木泉編
松永澄夫, 村瀬鋼編
松永澄夫, 高橋克也編
松永澄夫, 伊佐敷隆弘編
松永澄夫, 浅田淳一編
春日武彦著
槇英弘著
江口千春著 : ダム雅子訳
田中均著

沓掛良彦著
原田義也著
長谷川信子編
女性とすまい研究会編
竹中千春著
貝塚茂樹著
佐々木千佳, 芳賀京子編

金泰昌編著
P.F.ドラッカー著 ; 上田惇生訳
P.F.ドラッカー著 ; 上田惇生訳
P.F.ドラッカー著 ; 上田惇生訳
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No.
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331

書名
ドラマトゥルク : 舞台芸術を進化 深化させる者

なぜ日本の若者は自立できないのか
日本経済を殲滅せよ
日本国憲法 : 主権・人権・平和
日本国憲法と裁判官 : 戦後司法の証言とよりよき司法への提言
日本語人称詞の不思議 : モノ・コト・ヒト・キミ・カミ
日本再軍備への道 : 1945〜1954年
(国際政治・日本外交叢書 ; 11)
日本地方自治の群像 ; 第一巻
(成文堂選書 ; 52)
日本の児童相談 : 先達に学ぶ援助の技
日本の農林水産業 : 成長産業への戦略ビジョン
日本の対中経済外交と稲山嘉寛 : 日中長期貿易取決めをめぐって
日本文化の源流を求めて ; 2
(読売新聞・立命館大学連携リレー講座)
乳酸菌とビフィズス菌のサイエンス
入門画像工学
人間学・環境学からの解剖 : 人間はひとりで生きてゆけるのか
人間関係の心理学 : 愛情のネットワークの生涯発達

脳神経科学リテラシー
林水産業を見つめなおす
333 (農
自然資源経済論入門 ; 1)
334 ハイエク主義の「企業の社会的責任」論
335 ハイデガーと地球 : 環境哲学論考
336 幕末維新期地域教育文化研究
337 はじめて学ぶ教育心理学
338 客家と中国革命 : 「多元的国家」への視座
339 発達障害大学生支援への挑戦 : ナラティブ・アプローチとナレッジ・マネジメント
生城と木戸氏
340 羽
(中世武士選書 ; 3)
341 ハプスブルク・オーストリア・ウィーン
342 ハプスブルク君主国1765-1918 : マリア=テレジアから第一次世界大戦まで
パブリックスピーカーの告白 : 効果的な講演、プレゼンテーション、講義への心構えと話
343 し
方
344 パリの肖像 : 19-20世紀
345 パワー・シフトと戦争 : 東アジアの安全保障
346 パンとペン : 社会主義者・堺利彦と「売文社」の闘い
347 ハンス・ヨナス「回想記」
アジア漢文世界の形成
348 東
(「訓読」論 ; 続)
349 東アジアの兵器革命 : 十六世紀中国に渡った日本の鉄砲
350 東チモール未完の肖像
332

平田栄一朗著

著者名

岡田尊史著

エドワード・ミラー [著] ; 金子宣子訳

畑安次編著
守屋克彦編著
三輪正著
柴山太著
佐藤俊一著
川崎二三彦, 鈴木崇之編著
八田達夫, 高田眞著
邱麗珍著
立命館大学文学部編
日本乳酸菌学会 編
大関和夫著
沢佳成著

高橋惠子著
信原幸弘, 原塑, 山本愛実編著
寺西俊一, 石田信隆編著
楠茂樹著
ラッデル・マックフォーター編 ; 佐賀啓男, 長谷敏
夫共訳
鈴木秀幸著
吉川成司, 関田一彦, 鈎治雄編著
矢吹晋, 藤野彰著
斎藤清二, 西村優紀美, 吉永崇史著
富田勝治著
倉田稔著
ロビン・オーキー著 ; 三方洋子訳

Scott Berkun著 ; 酒匂寛訳

B.マルシャン著 ; 羽貝正美訳
野口和彦著

黒岩比佐子著
ハンス・ヨナス著 ; 盛永審一郎[ほか]訳
中村春作 [ほか] 編
久芳崇著
青山森人著
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No.
351

書名

被差別部落の形成伝承
352 ビザンツ : 驚くべき中世帝国
と動物の関わりあい : 食料資源と生業圏
353 (人
縄文時代の考古学 ; 4)
354 人を助ける心理学入門
355 批判的談話分析入門 : クリティカル・ディスコース・アナリシスの方法
356 ヒマラヤのドン・キホーテ : ネパール人になった日本人・宮原巍の挑戦
357 広島・長崎への原爆投下再考 : 日米の視点
358 貧困の放置は罪なのか : グローバルな正義とコスモポリタニズム
を生まないセーフティネット
359 貧困
(貧困問題がわかる : 貧困問題解決に向けて第一線の論者が語る ; 1)
360 品種改良の世界史 ; 家畜編
インマン統計力学
361 ファ
(Springer university textbooks)
362 不安定化する中国 : 成長の持続性を揺るがす格差の構造
ドで学ぶ気象学
363 (フィール
気象ブックス ; 034)
夫婦間の協調と家族の和 : 家族の経済学
364 (大
阪大学言語社会研究叢書 ; 第4輯)
365 フェミニストカウンセリングの実践
366 福沢諭吉朝鮮・中国・台湾論集 : 「国権拡張」「脱亜」の果て
ふくろうの本)
367 (図
説英国ナショナル・トラスト紀行
(
ふ
くろうの本)
368 図説神聖
ローマ帝国
(
ふ
く
ろ
う
の本)
369 図説ドイツの歴史
ふくろうの本)
370 (図
説ニューヨーク都市物語
(
ふ
くろうの本）
371 図説
バロック : 華麗なる建築・音楽・美術の世界
(
ふ
く
ろ
うの本)
372 図説フランス
革命
373 ブダペシュト史 : 都市の夢
374 ブダペストの世紀末 : 都市と文化の歴史的肖像
375 部落文化・文明 : 差別で失なった価値群:この世界の全体像を誰も見ていなかった
(ブルーノ・ムナーリかたちの不思議 ; 1)
376 正
方形
(ブルー
377 円形 ノ・ムナーリかたちの不思議 ; 2)
(ブルーノ・ムナーリかたちの不思議 ; 3)
378 三
角形
379 フレンチ・セオリー : アメリカにおけるフランス現代思想
イトとユング : 精神分析運動とヨーロッパ知識社会
380 (フロ
岩波モダンクラシックス)
381 文学の心で人類学を生きる : 南北アメリカ生活から帰国まで十六年
382 文献調査法 : 調査・レポート・論文作成必携 : 情報リテラシー読本
383 文体論の展開 : 文芸への言語的アプローチ
384 ヘーゲル体系の見直し
385 ベーシック有機化学

本田豊著

2010/12/20

著者名

ジュディス・ヘリン著 ; 足立広明 [ほか] 訳

小杉康 [ほか] 編
田辺毅彦著
ルート・ヴォダック, ミヒャエル・マイヤー編著 ; 野

呂香代子監訳
根深誠著
木村朗, ピーター・カズニック著 ; 乗松聡子訳
伊藤恭彦著
大阪弁護士会編
正田陽一編 ; 松川正 [ほか] 著
R.P.ファインマン著 ; 田中新, 佐藤仁訳
三浦有史著
土器屋由紀子著 : 森島済著
野村茂治著
井上摩耶子編
[福沢諭吉著] ; 杉田聡編
小 野 まり著
菊池良生著
石田勇治編著
賀川洋文 ; 桑子学写真
中島智章著
芝生瑞和編
南塚信吾著
ジョン・ルカーチ著 ; 早稲田みか訳
川元祥一著
ブルーノ・ムナーリ著
ブルーノ・ムナーリ著
ブルーノ・ムナーリ著
フランソワ・キュセ著 ; 桑田光平 [ほか] 訳
上山安敏著
前山隆著
毛利和弘著
中村明著
久保陽一編
山口良平 [ほか] 著
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No.
386

書名

ベートーヴェン : 音楽と生涯
ベルリン・歴史の旅 : 都市空間に刻まれた変容の歴史

387 (阪大リーブル ; 025)
388 ベンジャミン・フランクリン、アメリカ人になる
389 法学入門

390 ホームレス・スタディーズ : 排除と包摂のリアリティ

ぼくらは現代社会でゼロ化する : かぎりなく個人が消えてゆく
392 ホスピスが美術館になる日 : ケアの時代とアートの未来
を旅する : 人文学でめぐる九日間
393 北方
(北大文学研究科ライブラリ ; 2)
田宗一郎 : やってみもせんで、何がわかる
394 (本
ミネルヴァ日本評伝選)
395 マーケットデザイン入門 : オークションとマッチングの経済学
396 マーケティング経営戦略 : イノベーションマーケティングの時代に向かって
397 マンガ大戦争 : 1945〜1980
398 水再生利用学 : 持続可能社会を支える水マネジメント
399 南アジア社会を学ぶ人のために
400 宮本常一旅の手帖 : 村里の風物
401 無縁社会 : "無縁死"三万二千人の衝撃
402 メディア・アート創世記 : 科学と芸術の出会い
403 免疫学 : 巧妙なしくみを解き明かす
391

404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

モーツァルトの生涯
モスクワの孤独 : 「雪どけ」からプーチン時代のインテリゲンツィア
モバイル産業論 : その発展と競争政策
モリスが先導したアーツ・アンド・クラフツ : イギリス・アメリカ
森の開発と神々の闘争
(山川歴史モノグラフ ; 21)
チンギス・カンの法
(山川歴史モノグラフ ; 22)
礼拝の自由とナポレオン : 公認宗教体制の成立
有機半導体デバイス : 基礎から最先端材料・デバイスまで
ユーラシア諸宗教の関係史論 : 他者の受容、他者の排除
ユダヤ人を救え! : デンマークからスウェーデンへ
ユビキタス技術 位置情報の活用と流通 : ロボットサービスによる活用の変革
ヨーロッパ政治ハンドブック
ヨーロッパ統合の理論
ヨーロッパとは : パクス・ロマーナを遺産として継承するひとたち
よくわかる質的社会調査 ; プロセス編
(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ)
ヨハン・ゼバスティアン・バッハ : 学識ある音楽家
ライシテ、道徳、宗教学 : もうひとつの19世紀フランス宗教史

2010/12/20

著者名
ルイス・ロックウッド著 : 土田英三郎監訳 : 藤本一
子監訳 : 沼口隆訳 : 堀朋平訳
平田達治著
ゴードン・S・ウッド著 ; 池田年穂, 金井光太朗, 肥
後本芳男訳
星野英一著

青木秀男編著
元田與市著

横川善正著
北村清彦編著
伊丹敬之著
坂井豊貴著
宮脇敏哉著
幸森軍也著

Takashi Asano [ほか著] ; 監訳委員会監訳

田中雅一, 田辺明生編
宮本常一著 ; 田村善次郎編

NHK「無縁社会プロジェクト」取材班編著

坂根厳夫著

Peter Wood著 ; 山本一夫訳

海老沢敏著
米田綱路著
川濵昇, 大橋弘, 玉田康成編
ピーター・コーマック, ウェンディ・キャプラン, 木村
博昭執筆 ; ブレーントラスト, 能登印刷出版部編
集
中島成久著
チョクト著

松嶌明男著
日本学術振興会情報科学用有機材料第142委員
会C部会編
深沢克己編
エミー・E.ワーナー著 ; 池田年穂訳

土井美和子[ほか]編
馬場康雄, 平島健司編
アンツェ・ヴィーナー, トマス・ディーズ編 ; 東野篤
子訳
有賀寿著
谷富夫, 山本努編著
クリストフ・ヴォルフ著 ; 秋元里予訳
伊達聖伸著
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No.
421 ラテン語練習問題集

書名

量子力学 : 大学生のためのエッセンス
423 ルネサンス宮廷大全
424 霊性の宗教 : パウル・ティリッヒ晩年の思想
(労働再審 ; 1)
425 転換期
の労働と「能力」
(
労働再
; 2)
426 越境する審労働
と「移民」
427 「若者と親」の社会学 : 未婚期の自立を考える
428 忘れられた人々日本の「無国籍」者
(渡邊二郎著作集 ; 第5巻)
429 フッ
サールと現象学
(
渡邊二
作集 ; 第6 巻)
430 ニ-チェと郎著
実存思想
431 アフリカを知る事典
432 アメリカ史「読む」年表事典 ; 1
433 有島武郎事典
434 大阪の地名由来辞典
435 在日コリアン辞典
436 自閉症百科事典
437 食品安全性辞典
438 書の総合事典
439 世界の先住民環境問題事典
440 地球環境学事典
441 統計学辞典
442 徳川幕臣人名辞典
443 日本語語感の辞典
444 平家物語大事典
445 万葉集をつくった大伴家持大事典
446 唯識仏教辞典
422

2010/12/20

著者名

中山恒夫著
沼居貴陽著
セルジョ・ベルテッリ著 ; 川野美也子訳
石浜弘道著
本田由紀編
五十嵐泰正編
岩上真珠編著

陳天璽編
渡邊二郎著 ; 高山守 [ほか] 編
渡邊二郎著 ; 高山守[ほか]編
小田英郎監修 : 川田順造監修 : 伊谷純一郎監修
: 田中二郎監修 : 米山俊直監修
中村甚五郎編著
有島武郎研究会編
堀田暁生編
国際高麗学会日本支部「在日コリアン辞典」編集
委員会編 ; 伊地知紀子[ほか]著
ジョン T.ネイスワース, パメラ S.ウルフ編 ; 小川真
弓, 徳永優子, 吉田美樹訳

小野宏 [ほか] 監修
井垣清明 [ほか] 編著
ブルース・E.ジョハンセン著 : 平松紘監訳 : 石山徳
子〔ほか〕訳 : 鈴木清史編集協力
総合地球環境学研究所編
Graham Upton, Ian Cook著 ; 内田雅之 [ほか] 訳
竹内誠 [ほか] 編
中村明著
大津雄一 [ほか] 編
小野寛編著

横山紘一著
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