2011年1月（第4回）選書会議購入決定リスト

No.
書名
Basic
organometallic
chemistry
:
concepts,
syntheses, and applications of transition
1 metals
2 Computational Physics Simulation of Classical and Quantum Systems

著者名
by B.D. Gupta, Anil J. Elias
Philipp O.J. Scherer

3 Elementary scattering theory : for X-ray and neutron users

D.S. Sivia

4 Essential organic chemistry
in quantum computing
5 Explorations
(Texts in computer science)
concepts in biophysics ; v. 1
6 Fundamental
(Handbook of modern biophysics )

Paula Y. Bruice

7 Fundamentals of organic chemistry

John McMurry

(Graduate texts in physics)
8 Atoms, molecules and photons : an introduction to atomic-, molecular- and quantumphysics
Texts in Physics)
9 (Graduate
The Dynamics of Heat
texts in physics)
10 (Graduate
The physics of semiconductors : an introduction including nanophysics and applications
texts in physics)
11 (Graduate
Theoretical mechanics
12 Name reactions : a collection of detailed mechanisms and synthetic applications

2011/1/24

Colin P. Williams
Thomas Jue, editor

Wolfgang Demtroder
Hans U. Fuchs
Marius Grundmann
by Reiner M. Dreizler, Cora S. Ludde
Jie Jack Li

13 Physics of condensed matter
textbook ; . Quantum physics ; v. 1)
14 (Physics
From basics to symmetries and perturbations
textbook ; . Quantum physics ; v. 2)
15 (Physics
From time-dependent dynamics to many-body physics and quantum chaos

Vladimir Zelevinsky

16 Principles of plasma physics for engineers and scientists

Umran Inan and Marek Golkowski

17 Problem solving handbook in computational biology and bioinformatics
19 IFO微生物学概論

Lenwood S. Heath, Naren Ramikrishnan, editors
R.M. ハイバーガー, E. ノイヴィルト著 ; 石田基広,
石田和枝訳
発酵研究所監修 : 大嶋泰治[ほか]共編

20 137 : 物理学者パウリの錬金術・数秘術・ユング心理学をめぐる生涯

アーサー・I・ミラー著 ; 阪本芳久訳

21 1940年体制 : さらば戦時経済

野口悠紀雄著

22 20世紀を語る音楽 ; 1

アレックス・ロス [著] ; 柿沼敏江訳

23 21世紀を語る音楽 ; 2
24 31文字のなかの科学
(NTT出版ライブラリーレゾナント ; 053)
25 Rで学ぶベイズ統計学入門

アレックス・ロス [著] ; 柿沼敏江訳

26 RとBioconductorを用いたバイオインフォマティクス

R.ジェントルマン [ほか] 編 ; 荒川和晴 [ほか] 訳

27 R初心者のためのABC

A.ジュールほか著 ; 石田基広, 石田和枝訳
B. エヴェリット著 ; 石田基広, 石田和枝, 掛井秀一
訳
浅岡伴夫著

18 ExcelでR自由自在

28 RとS-PLUSによる多変量解析
29 SE・製造技術者・理工系学生のための技術文書の作り方・書き方
30 Understanding physics
31 ああ、ヨーロッパ
32 あじわいの構造 : 感性化時代の美学
33
34

by Prasanta Kumar Misra
Vladimir Zelevinsky

松村由利子著
J.アルバート著 ; 石田基広, 石田和枝訳

Michael Mansfield and Colm O'Sullivan
ユルゲン・ハーバーマス [著] ; 三島憲一, 鈴木直,
大貫敦子訳
津上英輔著

姉というハビトゥス : 女児死亡の人口人類学的民族誌
小谷真吾著
アメリカ合衆国技術教育教員養成実践史論 : 技術教育のための「大学における教員養 田中喜美, 木下龍著
成」の形成
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No.
書名
35 アメリカ大統領と南部 : 合衆国史の光と影

著者名

67 大台ヶ原の自然誌 : 森の中のシカをめぐる生物間相互作用

奥田暁代著
北野正躬著
チャールズ・ウェザーズ[著] ; 前田尚作訳
山崎高哉, 労凱声共編
.L. Squires [著] ; 重川秀実 [ほか] 訳
アンリ・ベルクソン著 ; 竹内信夫訳
ワーエル・B.ハッラーク原著 : 黒田寿郎訳
北村暁夫, 小谷眞男編
宮島喬著
佐藤文隆, 須佐元共著
ジャック・アタリ編著 ; 岩沢雅利, 木村高子, 加藤
かおり訳
リナ・ボルツォーニ著 ; 石井朗, 伊藤博明, 大歳剛
史訳
和田春樹 [ほか] 編集委員
和田春樹 [ほか] 編集委員
三谷太一郎著
北廣男著
中路貴彦著
薮田公三著
定方晟著
森雅秀著
豊田郁子著
林公代著
桜井邦朋著
寺内一 [ほか] 編集
岡田伸夫, 南出康世, 梅咲敦子編
西原洋子編著
浅井治彦, 益田文和編
佐藤誠著
前田勉著
林美一著
江戸遺跡研究会編集
刑部真弘著
柴田叡弌, 日野輝明編著

68

七尾和晃著

36 アメリカと日本の臨床医療 : これからの日本医療への提言
メリカの労働組合運動 : 保守化傾向に抗する組合の活性化
37 ア
(シリーズアメリカ・モデル経済社会 ; 7)
たな対話への発展・深化を求めて
38 (新
日中教育学対話 ; 3)
39 いかにして実験をおこなうか : 誤差の扱いから論文作成まで
に直接与えられているものについての試論
40 意識
(新訳ベルクソン全集 ; 1)
41 イスラーム法理論の歴史 : スンニー派法学入門

42 イタリア国民国家の形成 : 自由主義期の国家と社会
43 一にして多のヨーロッパ : 統合のゆくえを問う

44 一般物理学 : 一歩先に進みたい人へ

45 いま、目の前で起きていることの意味について : 行動する33の知性

46 イメージの網 : 起源からシエナの聖ベルナルディーノまでの俗語による説教
(岩波講座東アジア近現代通史 ; 1)
47 東
アジア世界の近代 : 19世紀
（岩波講座東
近現代通史 ; 6)
48 アジア太平洋アジア
戦争と「大東亜共栄圏」 : 1935-1945年
(岩波人文書セレクション)
49 近
代日本の戦争と政治
(
岩波
数学叢書)
50 オーリッ
チ空間とその応用
(
岩波
数学
叢書)
51 正則関数のな
すヒルベルト空間
(
岩波
数学
叢
書)
52 特異積分

53 インド宇宙論大全
ド密教の儀礼世界
54 イン
(金沢大学人間社会研究叢書)
55 うそをつかない医療 : 患者と医療者をつなぐ仕事
56
57
58
59
60
61
62
63
64

宇宙飛行士の育て方
移り気な太陽 : 太陽活動と地球環境との関わり
(英語教育学大系 ; 第4巻)
21世紀のESP : 新しいESP理論の構築と実践
(英語教育学大系 ; 第8巻)
英語研究と英語教育 : ことばの研究を教育に活かす
英米詩への旅
エコデザイン
越境するケア労働 : 日本・アジア・アフリカ
江戸後期の思想空間
江戸艶本(えほん)への招待

65 江戸の大名屋敷

66 エンジニアの流体力学

69

沖縄戦と民間人収容所 : 失われる記憶のルポルタージュ
沖縄を聞く

新城郁夫 [著]
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No.
書名
(オックスフォー
ド
ブリテン
諸
島の
歴史
;
第
5
巻)
70 14・15世紀
(オックスフォードブリテン諸島の歴史 ; 第6巻)
71 16世紀
: 1485年-1603年
(オックスフォー
ドブリテン諸島の歴史 ; 第9巻)
72 19世紀 : 1815年-1901年

73 夫の死に救われる妻たち
電気・光特性と生化学特性
74 (音・
農産物性科学 ; 2)
75 外資が変える日本的経営 : ハイブリッド経営の組織論
76

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

会社法の解明
会社法要説
(東京大学海洋研究所/海洋生命系のダイナミクス ; 1)
海洋の生命史 : 生命は海でどう進化したか
(東京大学海洋研究所/海洋生命系のダイナミクス ; 2)
海洋生物の機能 : 生命は海にどう適応しているか
(東京大学海洋研究所/海洋生命系のダイナミクス ; 4)
海の生物資源 : 生命は海でどう変動しているか
(東京大学海洋研究所/海洋生命系のダイナミクス ; 5)
海と生命 : 「海の生命観」を求めて
化学 : 基本の考え方を学ぶ ; 上
科学というプロフェッションの出現 : ギリスピー科学史論選
科学の科学 : コレージュ・ド・フランス最終講義
（Bourdieu library)
かぎの話と窃盗リスク : 大悪人はいない国
かくれ仏教
火山学
家族・夫婦面接のための4ステップ : 症状からシステムヘ
神と人種 : アメリカ政治を動かすもの
からだと光の事典
加齢と運動の生理学 : 健康なエイジングのために
環境・くらし・いのちのための化学のこころ
(環境経営イノベーション ; 1)
環境経営イノベーションの理論と実践
(環境経営イノベーション ; 2)
環境経営の経済分析
岩石物性入門

著者名
ルフ・グリフィス編
パトリック・コリンソン編

コリン・マシュー編
ジェニファー・エリソン, クリス・マゴニーグル著 ; 木
村博江訳
近藤直 [ほか] 編

G.オルコット著 ; 平尾光司, 宮本光晴, 山内麻理訳

稲葉威雄著

落合誠一著

西田睦編
竹井祥郎編
渡邊良朗編
塚本勝巳編
Raymond Chang, Jason Overby著 ; 村田滋訳

ギリスピー，チャールズ・Ｃ．著 ; 島尾永康訳

ブルデュー [著] ; 加藤晴久訳
田村祐一郎著

鶴見俊輔著

ハンス-ウルリッヒ シュミンケ著 ; 隅田まり, 西村

裕一訳

サルバドール・ミニューチン, マイケル・P.ニコルス,
ウェイ‐ユン・リー著 : 中村伸一, 中釜洋子監訳
マーク・A・ノール [著] ; 赤木昭夫訳

太陽紫外線防御研究委員会編
Ｔａｙｌｏｒ Ａｌｂｅｒｔ Ｗ, Ｊｏｈｎｓｏｎ Ｍｉｃｈｅｌ
野 善隆[ほか]訳
伊藤明夫著

Ｊ著 ; 大

植田和弘[ほか]著
馬奈木俊介著

Y.ゲガーン, V.パルシアウスカス著 ; 西澤修, 金川
久一訳
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No.
書名
105 基礎地球科学
畿内・近国の戦国合戦
106 (戦
争の日本史 ; 11)
107 キノコ・カビの研究史 : 人が菌類を知るまで
ャンパスの中のアスペルガー症候群
108 (キ
こころライブラリー)
109 教育文化人間論 : 知の逍遥/論の越境
110

業種,組織形態等に特有な会計と税務

111 共通番号-国民ID-のすべて
112

京都の近代と天皇 : 御所をめぐる伝統と革新の都市空間1868〜1952

近世文学の境界 : 個我と表現の変容
114 近世文学・伝達と様式に関する私見
近代社会思想コレクション ; 02)
115 (郷土愛
の夢
(
近
代
社会
思想コレクション ; 03)
116 道徳哲学序
説
(
近
代
社会
思想コ
レクション ; 04)
117 政治論集
近代社会思想コレクション ; 05)
118 (功
利主義論集
119 近代上海と公衆衛生 : 防疫の都市社会史
120 空間と時間の病理 : 臨床哲学の諸相
121 グローバル金融攻防三十年 : 競争、崩壊、再生
122 グローバル・クライシス : 世界化する社会的危機
123 群論の味わい : 置換群で解き明かすルービックキューブと15パズル
光イメージング革命 : 生命の可視化技術を知る・操る・創る
124 蛍
(細胞工学 ; 別冊)
125 経済学の船出 : 創発の海へ
126 限界集落 : 吾の村なれば
127 言語研究のための統計入門
128 原色植物ダニ検索図鑑
(現代哲学への招待)
129 真
理・言語・歴史
(
現
代哲学への招待)
130 知覚
のなかの行為
131 現代微生物学 : 基礎と応用
132 現場で役立つプラスチック・繊維材料のきほん
133 恋する物語のホモセクシュアリティ : 宮廷社会と権力
と結像の光学
134 回折
(光学ライブラリー ; 1)
135 抗菌薬虎の巻 : 解決Q&A集
(高度成長の時代 ; 1)
136 復興
と離陸
(
高度成長
; 2)
137 過熱と揺らの時代
ぎ
合弁企業のマーケティング戦略 : アジア地域における日系企業と欧米系企業の比較研
138 究
(中央大学学術図書 ; 74)
113

2011/1/24

著者名
西村祐二郎編著 ; 西村祐二郎 [ほか] 著

福島克彦著

G.C.エインズワース著 ; 小川眞訳

山崎晃資著
小西正雄著
新日本有限責任監査法人, 新日本アーンストアン
ドヤング税理士法人編
榎並利博著
伊藤之雄著
揖斐高著
濱田啓介著

ユストゥス・メーザー著 ; 肥前榮一 [ほか] 訳

フランシス・ハチスン著 ; 田中秀夫, 津田耕一訳

デイヴィッド・ヒューム著 ; 田中秀夫訳
J・S・ミル著 ; 川名雄一郎, 山本圭一郎訳
福士由紀著
木村敏監修 : 野家啓一監修 : 野間俊一〔ほか〕執
筆
太田康夫著
河内信幸編
David Joyner著 ; 川辺治之訳

宮脇敦史著
安富歩著
曽根英二著
石川慎一郎, 前田忠彦, 山崎誠編
江原昭三, 後藤哲雄編
ドナルド・デイヴィドソン著 ; 柏端達也 [ほか] 訳
アルヴァ・ノエ著 ; 飯嶋裕治 [ほか] 訳
杉山政則著
和歌山県工業技術センター編 ; 中村允, 橘熊野編
著
木村朗子著
渋谷眞人, 大木裕史著
大曲貴夫監修 : 坂野昌志著 : 片山歳也著 : 望月
敬浩著
大門正克 [ほか] 編
大門正克 [ほか] 編
奥本勝彦著
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No.
139
140
141

書名
功利的理性批判 : 民主主義・贈与・共同体

ゴールドマン・サックス : 王国の光と影 ; 上
ゴールドマン・サックス : 王国の光と影 ; 下

国際的消費者行動論 : マーケティング戦略策定へのインパクト
143 黒板とワイン : もう一つの学び場「三田の家」
144 古事記を解読する : 新しい文脈の発見
(古代の都 ; 1)
145 飛鳥
から藤原京へ
(
古
代の
都 ; 2)
146 平城京の時代
(古代の都 ; 3)
147 恒
久の都平安京
148 国家債務危機 : ソブリン・クライシスに、いかに対処すべきか?
149 言葉が足りないとサルになる : 現代ニッポンと言語力
150 子ども虐待・ネグレクトの研究 : 問題解決のための指針と提言
151 コトラーのマーケティング3.0 : ソーシャル・メディア時代の新法則
152 この世とあの世のイメージ : 描画のフォーク心理学
153 小林秀雄と「うた」の倫理 : 『無常という事』を読む
154 コミュニティ意識と地域情報化の社会心理学
155 これからはじめる人のためのバイオ実験基本ガイド
156 これから、中国とどう付き合うか
157 これならわかる伝熱工学
158 昆虫科学が拓く未来
159 コンピュータが仕事を奪う
160 サイエンスカフェにようこそ！科学と社会が出会う場所 ; 2
; 1)
161 (サイエンスライブラリ化学
一般化学
; 2)
162 (サイエンスライブラリ化学
新化学概論
; 4)
163 (サイエンスライブラリ化学
化学熱力学
142

; 9)
164 (サイエンスライブラリ化学
量子化学
; 11)
165 (サイエンスライブラリ化学
物理化学
(サイエンスライブラリ化学 ; 別巻4)
166 現
代の化学
(サイエンスライブラリ化学
別巻5)
167 日常の化学 : 地球環境と生; 活
様式の変革のために
168 在日韓国・朝鮮人の親密圏 : 配偶者選択のストーリーから読む「民族」の現在

169

細胞の共生進化 : 始生代と原生代における微生物群集の世界 ; 上

170

細胞の共生進化 : 始生代と原生代における微生物群集の世界 ; 下

171

細胞工学

172
173

産業連関分析ハンドブック

支援困難事例の分析調査 : 重複する生活課題と政策とのかかわり

2011/1/24

著者名
アラン・カイエ著 : 藤岡俊博訳

チャールズ・エリス著 ; 斎藤聖美訳
チャールズ・エリス著 ; 斎藤聖美訳
A.C.サムリ著
熊倉敬聡 [ほか] 編著
浅野良一著

木下正史, 佐藤信編

田辺征夫, 佐藤信編

西山良平, 鈴木久男編
ジャック・アタリ著 ; 林昌宏訳
岡田憲治著
アン・C・ピーターセン編 ; 門脇陽子, 森田由美訳
フィリップ・コトラー, ヘルマワン・カルタジャヤ, イワ
ン・セティアワン著 ; 藤井清美訳
やまだようこ編著 ; 加藤義信, 戸田有一, 伊藤哲
司著
出岡宏著
石盛真徳著

武村政春編著 ; 杉村和人, 園田雅俊, 村雲芳樹著
宮本雄二著
大高敏男, 陳之立共著
藤崎憲治, 西田律夫, 佐久間正幸編
新井紀子著
滝澤公子, 室伏きみ子編著
松浦二郎, 古賀洋介共著
吉岡甲子郎
渡辺啓著

細矢治夫著
渡辺啓著
渡辺啓著
渡辺啓著

橋本みゆき著

Lynn Margulis著 ; 永井進訳
Lynn Margulis著 ; 永井進訳

永井和夫 [ほか] 著

環太平洋産業連関分析学会編
岡田朋子著
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No.
174

書名

四季の花色大図鑑 : 花を調べる花を使う
春期・成人期の社会適応
175 (思
シリーズ臨床発達心理学・理論と実践 ; 5)
176 自然再生ハンドブック
177 自然詩人王維の世界
実験医学 ; 別冊)
178 (新
遺伝子工学ハンドブック
(
実験医
; 別冊)
179 目的別で学選べ
るPCR実験プロトコール : 失敗しないための実験操作と条件設定のコツ
180 実証研究日本の人材ビジネス : 新しい人事マネジメントと働き方
181 質的研究を科学する
182 自分でできるカウンセリング : 女性のためのメンタル・トレーニング
心理学
183 社会
(New liberal arts selection)
184 ジャスト・イン・タイムの人材戦略 : 不確実な時代にどう採用し、育てるか
185 シュッツ相対論入門
186 首都東京の近代化と市民社会
187 準市場もう一つの見えざる手 : 選択と競争による公共サービス
裳華房フィジックスライブラリー)
188 (環境
物理学
(
裳華房
フィジックスライブラリー)
189 大学の物理
: 基 礎 と活 用
(
裳華房
フィジックスライブラリー)
190 統計力学
裳華房フィジックスライブラリー)
191 (非
線形物理学 : カオス・ソリトン・パターン
(
裳華房
フィジックスライブラリー)
192 フラクタルの物理
; 2 ; 応用編
193 情報公開と公文書管理
194 食品の殺菌 : その科学と技術
195 食品表示を裏づける分析技術 : 科学の目で偽装を見破る
196 女子美術教育と日本の近代 : 女子美110年の人物史
197 女性のキャリア継続 : 正規と非正規のはざまで
論の再構
198 人権
(講座人権論の再定位 ; 5)
後鳥羽院と定家の時代
199 新古今集
(角川選書 ; 481)
新潮新書 ; 336)
200 (日
本辺境論
(
新潮新
書 ; 348)
201 医薬品クライ
シス : 78兆円市場の激震
202 人脈のできる人 : 人は誰のために「一肌ぬぐ」のか?
田活用新時代 : 減反・転作対応から地域産業興しの拠点へ
203 (水
シリーズ地域の再生 ; 16)
204 数学とは何か : 科学・数学論集
画法
205 数理計
(Tokyo tech be‐text)
206 図解電子回路必携
207 図解はじめての固体力学 : 弾性、塑性、粘弾性
208 すぐそこにある貧困 : かき消される野宿者の尊厳

著者名

講談社編
三宅篤子, 佐竹真次編著
日本生態学会編
渡部英喜編著
村松正實, 山本雅, 岡崎康司編集
佐々木博己編著 ; 青柳一彦, 河府和義著
佐藤博樹, 佐野嘉秀, 堀田聰子編
高木廣文著
川喜田好恵著
池田謙一 [ほか] 著
ピーター・キャペリ著 ; 若山由美訳
シュッツ[著] ; 江里口良治, 二間瀬敏史共訳
中嶋久人著
ジュリアン・ルグラン著 ; 後房雄訳
中川和道, 蛯名邦禎, 伊藤真之著
木下紀正著
香取眞理著
十河清著
松下貢著
宇賀克也著
高野光男, 横山理雄著
日本分析化学会表示・起源分析技術研究懇談会
編
女子美術大学歴史資料室編
乙部由子著
井上達夫編
田淵句美子著
内田樹著
佐藤健太郎著
高田朝子著
谷口信和 [ほか] 著
マイケル・F・アティヤ著 ; 志賀浩二編訳
尾形わかは著
曽根悟著
有光 隆著
小久保哲郎, 安永一郎編
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No.
209 ストライヤー基礎生化学

書名

2011/1/24

著者名
John L.Tymoczko, Jeremy M.Berg, Lubert Stryer
著 ; 入村達郎, 岡山博人, 清水孝雄監訳
山内孝幸著

すべてはゲストのために : 東京ディズニーリゾートに学ぶマーケティング
211 スミソニアン博物館の誕生 : ジェームズ・スミソンと18世紀啓蒙思想
ヘザー・ユーイング 著 ; 松本栄寿、小浜清子 訳
212 聖書を発見する
本田哲郎著
213 精神分析治療で本当に大切なこと : ポスト・フロイト派の臨床実践から
青木滋昌著
214 成長なき時代の「国家」を構想する : 経済政策のオルタナティヴ・ヴィジョン
中野剛志編
と動 の 仏 教
215 静
奈良康明,下田正弘編集委員 : 林行夫編集協力
(新アジア仏教史 ; 04 . スリランカ・東南アジア)
Carol M. Lalli, Timothy R. Parsons [著] ; 長沼毅
216 生物海洋学入門
訳
217 生物多様性経営 : 持続可能な資源戦略
足立直樹著
ニクス : 構造色入門
218 生物ナノフォト
木下修一著
(シリーズ「生命機能」 ; 1)
219 生物物理学
大木和夫, 宮田英威著
(現代物理学 ; . 展開シリーズ ; 8)
220 生命科学のための化学実験
高橋知義 [ほか] 編
221 生命の跳躍 : 進化の10大発明
ニック・レーン [著] ; 斉藤隆央訳
命をミクロに理解する
日本薬学会編
222 生
(スタンダード薬学シリーズ ; 4 .生物系薬学 ; 2)
(世界の考古学 ; 13)
R・リング著 ; 堀賀貴訳
223 ポ
ンペイの歴史と社会
(世界の考古学 ; 18)
近藤英夫著
224 イン
ダスの考古学
(世界の考古学 ; 23)
S.ダリー著 ; 大津忠彦, 下釜和也訳
225 バ
ビロニア都市民の生活
バーナード・ベイリン著 ; 大西直樹, 大野ロベルト
226 世界を新たに : フランクリンとジェファソン : アメリカ建国者の才覚と曖昧さ
訳
227 ゼロからわかる国際財務報告基準
川北博, 橋本尚著
228 選択の科学 : コロンビア大学ビジネススクール特別講義
シーナ・アイエンガー著 ; 櫻井祐子訳
229 占領下女性と雑誌
近代女性文化史研究会著
230 創造力の不思議 : アイデアは脳のどこからやってくるのか
アルベルト・オリヴェリオ著 : 川本英明訳
は生き残った : 内務省、陸軍、海軍省解体
231 そして官僚
保阪正康著
(昭和史の大河を往く ; 第10集)
232 体育・スポーツの哲学的見方
久保正秋著
233 大学院生、ポストドクターのための就職活動マニュアル
アカリク著
職員の力を引き出すスタッフ・ディベロップメント : 大学のアイデンティティを鍛えるプ 小田隆治著
234 大学
ロジェクト創出型SDの記録
235 大学新入生のための情報リテラシー : Windows7・Office 2010
豊田雄彦[ほか]著
衆文化とメディア
236 大
吉見俊哉, 土屋礼子責任編集
(叢書現代のメディアとジャーナリズム ; 4)
237 大正昭和財界変動史 ; 上
高橋亀吉著
238 大正昭和財界変動史 ; 中
高橋亀吉著
239 大正昭和財界変動史 ; 下
高橋亀吉著
240 対人援助職のための認知・行動療法 : マニュアルから抜け出したい臨床家の道具箱
原井宏明著
241 太陽地球系物理学 : 変動するジオスペース
國分征著
言語社会を生きる
242 多
山本忠行, 河原俊昭編著
(世界の言語政策 ; 第3集)
ックス・ヘイブン対策税制過少資本税制
243 (タ国際課
川田剛著
税の理論と実務 ; 第4巻)
210
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No.
244
245
246
247
248
249
250

書名

著者名
脱成長の地域再生
神野直彦, 高橋伸彰編著 ; 星野泉 [ほか著]
成蹊大学国際教育センター多読共同研究プロ
多読で育む英語力プラスα
ジェクトグループ [編] ; 小林めぐみ [ほか] 編著
ダメ出しコミュニケーションの社会心理 : 対人関係におけるネガティブ・フィードバックの効 繁桝江里著
果
俵屋宗達 : 琳派の祖の真実
古田亮著
(平凡社新書 ; 518)
タンパク質の立体構造入門 : 基礎から構造バイオインフォマティクスへ
藤博幸編
地域経済再生と公・民の役割
日本地方財政学会編
(日本地方財政学会研究叢書)
地域神社の宗教学
櫻井治男著

地域ブランド戦略と雇用創出
(地球文明の危機 ; 環境編)
252 新
たな文明原理をどう構築するか
(
地球
の危機 ; 倫理編)
253 新たな文倫明理を
どう構築するか
254 地球惑星科学入門
255 地質のフィールド解析法
256 知的障害者の地域移行と地域生活 : 自己と相互作用秩序の障害学
257 乳房はだれのものか : 日本中世物語にみる性と権力
258 地方消費税の経済学
259 中級チェコ語文法
代刑制史の研究
260 (中国古
東洋史研究叢刊 ; 75 (新装版 13)).
261 中国「新語・流行語」小辞典 : 読んでわかる超大国の人と社会
262 中国における社会主義的近代化 : 宗教・消費・エスニシティ
263 チュルク語南西グループの構造と記述 : トルコ語の語形成と周辺言語の言語接触
264 通貨経済学入門
・通商圏の拡大
265 (通交
日本の対外関係 ; 3)
266 通信産業の経済学
出会いの社会学 : 対人相互作用の理論展開
267 (ジ
ョナサン・ターナー感情の社会学 ; 3)
268 データベースの実装とシステム運用管理
269 テキスト国際会計基準
270 哲学する赤ちゃん
271 電子書籍で生き残る技術 : 紙との差、規格の差を乗り越える
磁気学の基礎
272 (電
電気・電子・情報工学系テキストシリーズ ; 1)
273 独逸法学の受容過程 : 加藤弘之・穂積陳重・牧野英一
274 東京のハーケンクロイツ : 東アジアに生きたドイツ人の軌跡
275 動物の生存戦略 : 行動から探る生き物の不思議
276 動物も扱える液クロ実験 : How to マニュアル
277 都市環境行政法論 : 地区集合利益と法システム
278 トラウマの現実に向き合う : ジャッジメントを手放すということ
251

2011/1/24

大分大学経済学部編 ; 松隈久昭 [ほか] 著

稲盛和夫編
稲盛和夫編

在田一則 [ほか] 編著

青野宏美著
鈴木良著

木村朗子著

田信樹, 堀場勇夫, 望月正光著
金指久美子著

宮宅潔著
郭雅坤, 内海達志著
小長谷有紀, 川口幸大著
栗林裕著
宿輪純一著
荒野泰典, 石井正敏, 村井章介編
実積寿也著
正岡寛司訳
速水治夫編著 ; 納富一宏著
桜井久勝編著
アリソン・ゴプニック著 : 青木玲訳
川崎堅二, 土岐義恵共著
森夏樹, 高野良紀, 榎本博行共著
堅田剛著
中村綾乃著
長谷川眞理子著
液体クロマトグラフィー研究懇談会編集
岩橋浩文著
水島広子著
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No.
書名
279 なぜ科学を語ってすれ違うのか : ソーカル事件を超えて

著者名
ジェームズ・ロバート・ブラウン [著] ; 青木薫訳

日常生活に潜むゲーム理論
282 日米同盟再考 : 知っておきたい100の論点
283 日中国交正常化の政治史
284 日本企業における「和」の機能
本語教育と日本研究の連携 : 内容重視型外国語教育に向けて
285 (日
日本語教育学研究 ; 2)
286 日本語ほど面白いものはない : 邑智小学校六年一組特別授業
287 日本の雇用年齢差別 : 35歳リストラ社会の構造的不平等
288 日本を問い直す : 人類学者の視座
289 「入門」ことばの世界
290 猫からはじまる経済学入門
291 熱力学きほんの「き」 : やさしい問題から解いてだんだんと力をつけよう
292 年金運用のリスク管理戦略 : 新時代のリスクにどう対応するか
脳科学ライブラリー ; 1)
293 (脳
と精神疾患
(
脳
科学ライブラリー ; 2)
294 脳の発生・発
達 : 神経発生学入門
295 脳からみた学習 : 新しい学習科学の誕生
(ノーベル賞の生命科学入門)
296 構造生物学の発
展
(ノーベル
賞
の生
命
297 脳と神経のはたらき科学入門)
298 バイオ研究のためのラボワーク入門
かないアリに意義がある
299 (働
メディアファクトリー新書 ; 015)
300 場のマネジメント実践技術 : 職場の「壁」を壊し、組織統合の「壁」を乗り越える
301 原のぶ子の生涯 : 近現代日本服飾界の礎
302 繁栄 : 明日を切り拓くための人類10万年史 ; 上
303 繁栄 : 明日を切り拓くための人類10万年史 ; 下
304 反応から学ぼう有機化学の基礎
305 比較制度分析・入門
物理学の基礎 : 物質中の光の振る舞い
306 (光
光学ライブラリー ; 2)
者取調べと録画制度 : 取調べの録画が日本の刑事司法を変える
307 被疑
(JLF叢書)
308 ビジネスのためのデザイン思考
309 微生物増殖学の現在・未来
310 人の一生と医療紛争
311 微分方程式と量子統計力学のグリーン関数「講義・演習」
312 評価Aが取れる基礎物理実験レポート
313 ビル・工場のための地球温暖化対策マニュアル

レン・フィッシャー著 ; 松浦俊輔訳

280 ナノ・スケール生物の世界
281

リチャード・ジョーンズ著 ; 梶山あゆみ訳

平和・安全保障研究所編
井上正也著
山口美和著
トムソン木下千尋, 牧野成一編
柳瀬尚紀著
玄幡真美著
川田順造著
瀬田幸人 [ほか] 編著
小菅伸彦著
小山敏行著
中央三井アセット信託銀行年金リサーチセンター
著
加藤忠史著
大隅典子著
OECD教育研究革新センター編著 ; 小山麻紀, 徳
永優子訳
石田寅夫著

外山敬介編
大藤道衛著

長谷川英祐著
伊丹敬之, 日本能率協会コンサルティング編著
原秋桜子著
マット・リドレー著 ; 大田直子, 鍛原多惠子, 柴田
裕之訳
マット・リドレー著 ; 大田直子, 鍛原多惠子, 柴田
裕之訳
柏村成史編著 ; 山際由朗[ほか]共著
中林真幸, 石黒真吾編
江馬一弘著

指宿信著
紺野登著
福井作蔵, 秦野琢之編・監修
植木哲編

小泉義晴著
入江捷廣著
丸岡巧美編著
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No.
書名
314 フィンランド語文法ハンドブック
コー講義 : 現代思想の現在
315 (フー
河出ブックス ; 024)
316 フェルディナン・ド・ソシュール : 「言語学」の孤独、「一般言語学」の夢
複言語・複文化主義とは何か : ヨーロッパの理念・状況から日本における受容・文脈化
317 へ
(リテラシーズ叢書 ; 1)
318 普天間基地問題から何が見えてきたか
プラズマ物理学 : 基礎物理からプラズマ工学へ
319 (物理の
考え方 ; 4)
320 フランス料理と批評の歴史 : レストランの誕生から現在まで
321

プラント・オパール図譜 : 走査型電子顕微鏡写真による植物ケイ酸体学入門
プリメール民事訴訟法

322 (αブックス)
323 プレートダイナミクス入門
324 文化遺産と地域経済

分子細胞生物学
326 分子生物学でダーウィン進化論を解剖する
327 弁護士業務改革
328 亡国の本質 : 日本はなぜ敗戦必至の戦争に突入したのか
329 法人税セミナー : 法人税の理論と実務の論点
330 本は物 (モノ) である : 装丁という仕事
331 マーク・トウェイン文学/文化事典
332 マクマリー一般化学 ; 上
333 マクマリー一般化学 ; 下
334 マルサス人口論の国際的展開 : 19世紀近代国家への波及
: 豊饒の海へ注ぐ
335 三島由紀夫
(ミネルヴァ日本評伝選)
水環境の浄化・改善技術
336 (CMCテク
ニカルライブラリー ; 375 . 地球環境シリーズ)
337 南アフリカ社会経済史
338 未来を創る情報通信政策 : 世界に学ぶ日本の針路
339 民事訴訟法
(新・コンメンタール)
340 民法基本判例集
伝承の研究 ; 上
341 昔話
(野村純一著作集 ; 1巻)
伝承の研究 ; 下
342 昔話
(野村純一著作集 ; 2巻)
343 無機イオン交換体 : 選択的分離機能の発現と応用
ィア・コミュニケーション論
344 ([メデ
シリーズ]メディアの未来 ; 1)
345 もうひとつのツシマ : ロシア造船技術将校の証言
346 ものづくり日本の海外戦略 : 関税と移転価格の波にもまれ
347 役にたつガスクロ分析
325

著者名

吉田欣吾著
檜垣立哉著
互盛央著
細川英雄, 西山教行編
宮本憲一, 西谷修, 遠藤誠治編
東辻浩夫著
八木尚子著
近藤錬三著
河野正憲 [ほか] 著
新妻信明著
澤村明著
H. Lodish [ほか著] ; 石浦章一 [ほか] 訳
井内史郎著
日本弁護士連合会第16回弁護士業務改革シンポ
ジウム運営委員会編
赤城毅著
成松洋一著
桂川潤著
朝日由紀子 [ほか] 編集委員
John McMurry, Robert C.Fay著 ; 荻野博, 山本学,
大野公一訳
John McMurry, Robert C.Fay著 ; 荻野博, 山本学,
大野公一訳
永井義雄, 柳田芳伸編
島内景二著
菅原正孝監修
C.W. デ キーウィト著 ; 野口建彦, 野口知彦訳
国際大学グローバル・コミュニケーション・センター
編著
笠井正俊, 越山和広編
遠藤浩, 川井健編
野村純一著 ; 野村純一著作集編集委員会編
野村純一著 ; 野村純一著作集編集委員会編
大井健太
池田理知子, 松本健太郎編著
ウラジミール・コスチェンコ著 : 徳力真太郎訳
村田守弘, 石川敏夫, 柴田篤著
日本分析化学会ガスクロマトグラフィー研究懇談
会編
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No.
348

書名

2011/1/24

著者名
岩澤真紀子編 ; Pharm.D.クラブ著

薬物治療モニタリング : ケースで学ぶ臨床思考プロセス
やさしい英語でできる研究プレゼン : 理工・技術系/経済・社会系の場面別文例と基本ス 藤井正嗣, 森住史著
349 キ
ル : これで成功する
350 やさしく学べるラプラス変換・フーリエ解析
石村園子著
時間の生化学
351 休み
大西正健著
(休み時間シリーズ)
化学
大嶌幸一郎 [ほか] 編 ; 大嶌幸一郎, 富岡清, 水
352 有機
(化学マスター講座)
野一彦著
353 ユーラシアの交通・交易と唐帝国
荒川正晴著
354 抑うつと自殺の心理学 : 臨床社会心理学的アプローチ
坂本真士著
355 欲望と幻想のドル
クレイグ・カーミン著
356 欲望の音楽 : 「趣味」の産業化プロセス
増淵敏之著
357 ライフサイエンス系の高分子化学
宮下徳治編著 ; 正田晋一郎 [ほか] 共著
(ライブラリ脳の世紀 : 心のメカニズムを探る ; 1)
358 脳
松村道一著
科学への招待 : 神経回路網の仕組みを解き明かす
(ライブラリ脳の世紀 : 心のメカニズムを探る ; 5)
359 最
松波謙一, 内藤栄一共著
新運動と脳 : 体を動かす脳のメカニズム
(ライブラリ脳の世紀 : 心のメカニズムを探る ; 6)
360 学
久保田競編著 ; 虫明元, 宮井一郎著
習と脳 : 器用さを獲得する脳
(ライブラリ脳の世紀 : 心のメカニズムを探る ; 7)
久保田競編 ; 松波謙一, 船橋新太郎, 櫻井芳雄共
361 記憶
と脳 : 過去・現在・未来をつなぐ脳のメカニズム
著
(ライブラリ
脳
の世紀
:
心の
メカニ
ズ
ム
を
探
る
;
8)
山本健一著
362 意識と脳 : 心の電源としての意識
(ライブラリ脳の世紀 : 心のメカニズムを探る ; 9)
渡邊正孝著
363 思考
と脳 : 考える脳のしくみ
知るための60章
菊池陽子, 鈴木玲子, 阿部健一編著
364 ラオスを
(エリア・スタディーズ ; 85)
365 らくらく図解LED発光ダイオードのしくみ
安藤幸司著
366 ラベッツ博士の科学論 : 科学神話の終焉とポスト・ノーマル・サイエンス
ラベッツ，ジェローム著 ; 御代川貴久夫訳
ディングス日本の高等教育 ; 1)
中村高康編集
367 (リー
大学への進学 : 選抜と接続
ディングス日本の高等教育 ; 3)
橋本鉱市編集
368 (リー
大学生 : キャンパスの生態史
ールと事故を防ぐ60のポイン
369 (リ失コ敗百
中尾政之[著]
選 ; 続)
(臨床心理学をまなぶ ; 1)
下山晴彦著
370 これ
からの臨床心理学
(臨床心理学をまなぶ ; 4)
371 統
平木典子著
合的介入法
372 ルート君と数楽散歩
本瀬香著
チャー : 第一次世界大戦を考える)
373 「(レク
岡田暁生著
クラシック音楽」はいつ終わったのか? : 音楽史における第一次世界大戦の前後
(レクチャー : 第一次世界大戦を考える)
374 カ
藤原辰史著
ブラの冬 : 第一次世界大戦期ドイツの飢餓と民衆
(レクチャー : 第一次世界大戦を考える)
375 徴兵
小関隆著
制と良心的兵役拒否 : イギリスの第一次世界大戦経験
(レクチャー : 第一次世界大戦を考える)
376 複合
山室信一著
戦争と総力戦の断層 : 日本にとっての第一次世界大戦
377 労働契約と法
西谷敏, 根本到編 ; 緒方桂子 [ほか] 著
378 労働時間規制の法律実務
石嵜信憲編著 ; 橘大樹 [ほか] 著
379 労働時間の政治経済学 : フランスにおけるワークシェアリングの試み
清水耕一著
380 わかりやすいGPS測量
小白井亮一著
381 ワシントンハイツ : GHQが東京に刻んだ戦後
秋尾沙戸子著
スーザン・ソンタグ著 ; デイヴィッド・リーフ編 ; 木
382 私は生まれなおしている : 日記とノート1947-1963
幡和枝訳
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No.
383

書名
笑いの研究 : ユーモア・センスを磨くために

384 科学技術英語動詞活用辞典

現代アジア事典
386 助成団体要覧 : 民間助成金ガイド ; 2010
387 生物学辞典
388 ビタミン総合事典
389 宮澤賢治イーハトヴ学事典
385

2011/1/24

著者名
井上宏, 織田正吉, 昇幹夫 [著]

富井篤編

上原秀樹 [ほか] 編
助成財団センター
石川統 [ほか] 編集
日本ビタミン学会編
天沢退二郎, 金子務, 鈴木貞美編集委員
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