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2011/10/25

書名

1

Materials science and engineering : an introduction 8th ed

WilliamD.Callister,Jr.,DavidG.Rethwisch

2

20世紀環境史

Ｊ.Ｒ.マクニール

3

FTA/EPA推進に何が必要か : 農業・林業・介護士制度の改革

石黒馨編著

4

GISと地理空間情報 : ArcGIS10とダウンロードデータの活用

橋本雄一著

5

MBA式考える文章術 : ビジネス文書の心技体

山本和隆著

6

(Minervaファイナンス講座 ; 1) ファイナンス数学

木村俊一著

7

(Minervaファイナンス講座 ; 3) コーポレート・ファイナンス

澤木勝茂,鈴木淳生著

8

(Minervaファイナンス講座 ; 5) リスクマネジメント

菅野正泰著

9

OECD規制影響分析 : 政策評価のためのツール : OECD Reviews of Regulatory Reform

経済協力開発機構編著:山本哲三訳

10 アイルランドを知るための70章 第2版 (エリア・スタディーズ ; 44)
11

海老島均,山下理恵子編著

アサーション・トレーニングの効果に関する実証的研究 : 四コマ漫画形式の心理査定を用い
菅沼憲治著
て

12 アジア系アメリカ文学を学ぶ人のために

山本秀行,村山瑞穂編

13 アメリカ人と愛国心 : 白人キリスト教徒の愛国心形成に関する社会学的研究

石生義人著

14 アメリカのインサイダー取引と法

萬澤陽子著

15 アメリカの連邦預金保険制度

野村重明著

16 新たな経営原理の探求 (經營學論集 ; 第81集)

日本経営学会編

17 アラブ革命はなぜ起きたか : デモグラフィーとデモクラシー

エマニュエル・トッド著;石崎晴己訳・解説

18 安全保障ってなんだろう

佐島直子[著]

19 アンティフォンとその時代 : 前5世紀アテナイの社会・思想・人間

高畠純夫著

20 移住労働と世界的経済危機 (移民・ディアスポラ研究 ; 1)

明石純一編著:鈴木江理子〔ほか〕著

21 イスラームから見た「世界史」

タミム・アンサーリー著;小沢千重子訳

22 伊藤博文をめぐる日韓関係 : 韓国統治の夢と挫折、1905～1921

伊藤之雄著

23 今を生きるシェイクスピア : アダプテーションと文化理解からの入門

米谷郁子編著;近藤弘幸[ほか]著

24 色の不思議世界

小町谷朝生著

25

うつと不安のマインドフルネス・セルフヘルプブック : 人生を積極的に生きるためのDBT(弁証
トーマス・マーラ著;永田利彦監訳;坂本律訳
法的行動療法)入門

26 梅棹忠夫 : 未知への限りない情熱

藍野裕之著

27 英語論文表現入門 : 中高基本150語から学ぶ英語学術表現の世界

安原和也著

28 エロスとグロテスクの仏教美術

森雅秀著

29 オープンスカイ・ディプロマシー : アメリカ軍事民間航空外交1938～1946年

高田馨里著

30 沖縄の戦後思想を考える

鹿野政直

31 女の生、男の法 下

キャサリン・マッキノン森田成也；中里美博；武
田万里子訳

32 カーボンナノチューブ・グラフェンハンドブック

フラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会編

33 会社法 新訂第10版

加美和照著

34 海上保険の理論と実務

木村栄一,大谷孝一,落合誠一編

35 解説外国公務員贈賄罪 : 立法の経緯から実務対応まで

北島純著

36 カウンセリング心理学ハンドブック 上巻

松原達哉,福島脩美編
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37 カウンセリング心理学ハンドブック 下巻

松原達哉,福島脩美編

38 カウンセリング心理学ハンドブック 実践編

松原達哉,福島脩美編

39 科学者の本棚 : 「鉄腕アトム」から「ユークリッド原論」まで

「科学」編集部編

40 (学術叢書) アメリカの環境教育 : 歴史と現代的課題

荻原彰著

41 (学術叢書) カルピス創業者三島海雲の企業コミュニケーション戦略 : 「国利民福」の精神

後藤文顕著

42 ガバナンス論の現在 : 国家をめぐる公共性と民主主義

岩崎正洋編著

43 株式上場の実務 第4版

みずほ銀行証券業務部,みずほインベスターズ
証券引受部著

44 為替レート制度選択の経済分析 : 東アジア持続的成長の条件

金京拓司著

45 環境会計の理論 : kikyo : 生き物に聞く生物多様性の尺度

吉田寛著

46 環境倫理学入門 : 生命と環境のあいだ

高橋広次著

47 感性を科学する

佐藤方彦著

48 聞いて覚える英単語キクタンTOEIC Test Score 600

一杉武史編著

49 (機械工学最前線 ; 3） マイクロバブル最前線
50 (機械工学最前線 ; 4） 非破壊検査工学最前線

日本機械学会編 ; 松本洋一郎編著 ; 高木周
[ほか] 著
日本機械学会編 ; 川嶋紘一郎, 阪上隆英, 巨陽
著

51 (機械工学最前線 ; 5） 安全工学最前線 : システム安全の考え方

日本機械学会編 ; 門脇敏 [ほか] 著

52 (機械工学最前線 ; 6) 流体工学最前線

日本機械学会編;小濱泰昭,豊田国昭,佐藤洋平
著

53 議会制の歴史社会学 : 英独両国制の比較史的考察 (Minerva人文・社会科学叢書 ; 169)

島田幸典著

54 規範とゲーム : 社会の哲学入門

中山康雄著

55 今日から使えるラプラス変換・ｚ変換 (今日から使えるシリーズ )

三谷政昭

56 行政書士法コンメンタール 新5版

兼子仁著

57 協同組合の社会経済制度 : 世界の憲法と独禁法にみる

堀越芳昭著

58 近世の山林と水運 : 日向諸藩の事例研究

松下志朗著

59 近代アーバニズム (都市社会学セレクション ; 第1巻)

松本康編

60 近代日本における自学主義教育の研究

深谷圭助著

61 金融行動のダイナミクス : 少子高齢化と流通革命

山下貴子著

62 組立性・分解性設計 資源循環を進めるモノづくり

山際康之

63 グループ臨床家を育てる : ファシリテーションを学ぶシステム・活かすプロセス

高橋紀子編

64 グローバル・イノベーション (総合研究現代日本経済分析 ; 4)

若杉隆平,伊藤萬里共著

65 グローバル企業法

井原宏著

66 軍事環境問題の政治経済学

林公則著

67 経営学原理 改訂版

村田和彦著

68 経済学のおさらい (おとなの楽習 ; 23)

小早川浩著

69 刑事司法 : 逮捕・裁判・服役そして社会復帰

菊田幸一著

70 芸術とはどういうものか 新装版

三浦つとむ著

71 決定版英語シャドーイング [正編]

門田修平,玉井健共著

72 権威の社会現象学 : 人はなぜ、権威を求めるのか

藤田哲司著
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73 研究室で役立つ有機実験のナビゲーター : 実験ノートのとり方から機器分析まで 第2版

JamesW.Zubrick[著];上村明男訳

74 (現代地球科学入門シリーズ 14) 地球物質のレオロジーとダイナミクス

唐戸俊一郎著

75 (現代地球科学入門シリーズ 15) 地球と生命 : 地球環境と生物圏進化

掛川武,海保邦夫著

76 現代の経済政策 第4版 (有斐閣ブックス ; [387])

田代洋一,萩原伸次郎,金澤史男編

77 原発 : インフォグラフィクス : 放射性廃棄物と隠れた原子爆弾

エステル・ゴンスターラ [著] ; 今泉みね子訳

78 高齢者福祉サービス論

下山昭夫著

79 国際関係論へのファーストステップ

中村都編著

80

語源で増やす英単語 : 予測のつかない単語がなくなる : 最も効果のある英単語増強法 : 語
恒石昌志著
源を知るための入門書

81 子どもの心と臨床発達 : 現代を生きる子どもの理解と支援のために

野口康彦,櫻井しのぶ著

82 この人から受け継ぐもの

井上ひさし著

83 古墳と古墳時代の文化

白石太一郎著

84 雇用連帯社会 脱土建国家の公共事業

井手英策

85 最新会社法講義

松岡啓祐著

86 財政調整制度下の地方財政 : 健全化への挑戦

西川雅史著

87 (在日朝鮮人資料叢書 ; 1) 在日朝鮮人史資料集 1

在日朝鮮人運動史研究会編

88 (在日朝鮮人資料叢書 ; 1) 在日朝鮮人史資料集 2

在日朝鮮人運動史研究会編

89 裁判所は「権利の砦」たりうるか (広島大学公開講座)

横藤田誠編著

90 (作物栽培大系 ; 3) 麦類の栽培と利用

小柳敦史, 渡辺好昭編

91 (作物栽培大系 ; 5) 豆類の栽培と利用

国分牧衛編

92 サステイナブル社会の構築と政策情報学 : 環境情報の視点から

中道寿一,仲上健一編著;小尾美千代[ほか執
筆]

93 市場流通2025年ビジョン : 国民生活の向上と農水産業の発展のために

藤島廣二編集・執筆

94 次世代土地利用型農業と企業経営 : 家族経営の発展と企業参入

日本農業経営学会編;南石晃明[ほか]責任編集

95 実務に即した刑法各論

五島幸雄著

96 質問紙デザインの技法

鈴木淳子著

97 シティズンシップ教育論 : 政治哲学と市民 (サピエンティア ; 20)

バーナード・クリック著;大河原伸夫[ほか]訳

98 自閉症の人の死別経験とソーシャルワーク : 親なきあとの生活を支えるために

佐藤繭美[著]

99 司法積極主義の神話 : アメリカ最高裁判決の新たな理解

カーミット・ルーズヴェルトIII世著;大沢秀介訳

100 市民社会政策論 : 3・11後の政府・NPO・ボランティアを考えるために

田中弥生著

101 ジャーナリズムの使命 : エミール・ドヴィファト著『新聞学』

エミール・ドヴィファト著;吉田慎吾訳

102 社会教育と選挙 : 山形県青年団、婦人会の共同学習の軌跡

矢口徹也編著

103 社会事業成立史の研究 : 防貧概念の変遷と理論の多様性 (MINERVA社会福祉叢書 ; 37)

野口友紀子著

104 （シリーズ社会システム学 ; 2） 欲望するシステム

黒石晋著

105 （シリーズ社会システム学 ; 3） 熱狂するシステム

中井豊著

106 (シリーズ社会システム学 ; 別巻) 社会システム学をめざして

今田高俊,鈴木正仁,黒石晋編

107 社会と個人のダイナミクス (展望現代の社会心理学 ; 3)

唐澤穣,村本由紀子編著

108 シュタイナー死について

ルドルフ・シュタイナー著;高橋巖訳
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109 シュタイナーの教育思想 : その人間観と芸術論

柴山英樹著

110 詳解金融商品取引法 第3版

日野正晴著

111 障害児の発達と学校の役割 : 地域で学び、育つということ

高橋登編著

112 植民地台湾の経済と社会

老川慶喜[ほか]編

113 女性が輝く小企業

日本政策金融公庫総合研究所編

114 (シリーズ・21世紀の社会福祉 ; 16) 教育福祉論 : 生涯学習と相談援助

川村匡由,瀧澤利行編著

115 (シリーズ・21世紀の社会福祉 ; 18) 司法福祉論 : 更生保護と権利擁護・成年後見

川村匡由編著

116 人権教育と市民力 : 「生きる力」をデザインする

平沢安政編著

117 神聖なる海獣 : なぜ鯨が西洋で特別扱いされるのか

河島基弘著

118 (新・生命科学シリーズ) 動物の発生と分化

浅島誠,駒崎伸二共著;太田次郎[ほか]編集

119 (新・生命科学シリーズ) 脳 : 分子・遺伝子・生理

石浦章一,笹川昇,二井勇人著;太田次郎〔ほか〕
編集

120 (新潮新書 ; 422) 復興の精神

養老孟司 [ほか] 著

121 (新潮新書 ; 423) 生物学的文明論

本川達雄著

122 〈新通史〉日本の科学技術 : 世紀転換期の社会史1995年～2011年 ; 第1巻

吉岡斉編集

123 進展する交通ターミナル : 鉄道駅・港湾・空港

柴田悦子,土居靖範,岡田夕佳共著

124 人文学と電子編集 : デジタル・アーカイヴの理論と実践

ルー・バーナード,〔ほか〕編;松原良輔,野中進訳

125 新民事訴訟法 第5版

新堂幸司著

126 (新約聖書 : 訳と註 第1巻) マルコ福音書 ; マタイ福音書

田川建三訳著

127 (新約聖書 : 訳と註 第2巻上) ルカ福音書

田川建三訳著

128 (新約聖書 : 訳と註 第2巻下) 使徒行伝

田川建三訳著

129 (新約聖書 : 訳と註 第3巻) パウロ書簡 : その一

田川建三訳著

130 (新約聖書 : 訳と註 第4巻) パウロ書簡 : その二 ; 擬似パウロ書簡

田川建三訳著

131 心理臨床の深まり (帝塚山学院大学大学院「公開カウンセリング講座」 ; 5)

平木典子[ほか]著

132 (数理経済学叢書 ; 1) 非協力ゲーム理論

グレーヴァ香子著

133 (数理経済学叢書 ; 2) ミクロ経済分析の基礎

長名寛明著

134 スタンダード所得税法 補正2版

佐藤英明著

135 ストラスブールのまちづくり : トラムとにぎわいの地方都市

ヴァンソン藤井由実著

136 正義への挑戦 : セン経済学の新地平

後藤玲子,P.デュムシェル編著

137 制度改革の政治経済学 : なぜ情報通信セクターと金融セクターは異なる道をたどったか?

和田洋典著

138 生物化学工学 第3版

海野肇:中西一弘監修:丹治保典〔ほか〕著

139 生物リズムと力学系 (シリーズ・現象を解明する数学)

郡宏,森田善久著

140 戦後史のなかの国鉄労使 : ストライキのあった時代

升田嘉夫著

141 戦後日本重化学工業の構造分析 (戦後世界と日本資本主義 : 歴史と現状 ; 6)

吉田三千雄[著]

142 戦略管理会計 (体系現代会計学 ; 第11巻)

淺田孝幸,伊藤嘉博責任編集;木村彰吾[ほか]
執筆

143 ソーシャル・ビジネス : 地域の課題をビジネスで解決する

大室悦賀,大阪NPOセンター編著

144 租税競争と差別課税

大島考介著
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145 大学院生のための基礎物理学

園田英徳

146 大学評価基本用語100 (シリーズ「大学評価を考える」 ; 第5巻)

シリーズ「大学評価を考える」第5巻編集委員会
編

147 太陽光発電システムの設計と施工 改訂4版

太陽光発電協会編

148 台湾の経済発展 : キャッチアップ型ハイテク産業の形成過程

朝元照雄著

149 (竹中恵美子著作集 ; 5) 社会政策とジェンダー

竹中恵美子著

150 (竹中恵美子著作集 ; 6) 家事労働(アンペイド・ワーク)論

竹中恵美子著

151 (竹中恵美子著作集 ; 7) 現代フェミニズムと労働論

竹中恵美子著

152 脱「国際協力」 : 開発と平和構築を超えて

藤岡美恵子,越田清和,中野憲志編

153 多文化社会日本の課題 : 多文化関係学からのアプローチ

多文化関係学会編

154 地域社会の機能と再生 : 農村社会計画論

福与徳文著

155 地域政策学事典

増田正[ほか]編著

156 地球変動のポリティクス

米本昌平

157 中華民国の憲政と独裁1912-1949

久保亨,嵯峨隆編著

158 中国経済の成長持続性 : 促進要因と抑制要因の分析 (21世紀政策研究所叢書)

朱炎編

159 (日本古典の自然観 ; 1) 鳥獣虫魚の文学史

鈴木健一編

160 (日本古典の自然観 ; 2) 鳥獣虫魚の文学史； 鳥の巻

鈴木健一編

161 ちょっと知りたい雑草学

日本雑草学会編

162 「帝国」と自治 : リージョンの政治とローカルの政治 (中央大学学術図書 ; 78)

古城利明著

163 テクノロジーとイノベーション : 進化/生成の理論

W.ブライアン・アーサー〔著〕:有賀裕二監修:日暮
雅通訳

164 電気・電子系に役立つ基礎物理

岸野正剛著

165 伝承怪異譚 : 語りのなかの妖怪たち

田中瑩一著

166 ドイツ中世後期の歴史像

瀬原義生著

167 ドイツ土地登記法

石川清,小西飛鳥著

168 ドイツの最低生活保障 : 制度の仕組みと運用

田畑洋一著

169 ドイツ不法行為法

ハイン・ケッツ,ゲルハルト・ヴァーグナー著

170 統計学のための線形代数

ＪａｍｅｓＲ．Ｓｃｈｏｔｔ.

171 都市と自然

安藤忠雄著

172 都市の水資源と地下水の未来

益田晴恵編

173 ドストエフスキイと日本文化 : 漱石・春樹、そして伊坂幸太郎まで

井桁貞義著

174

なぜ、人は平気で「いじめ」をするのか? : 透明な暴力と向き合うために
(どう考える?ニッポンの教育問題)

加野芳正著

175 日本経済・今度こそオオカミはやってくる : 負けないビジネスモデルを打ちたてよ

竹中平蔵,冨山和彦著

176 日本国憲法 2改訂版

藤田尚則著

177 日本産業と中小企業 : 海外生産と国内生産の行方

加藤秀雄著

178 日本の人類学 : 植民地主義、異文化研究、学術調査の歴史

山路勝彦編著

179 日本のものづくり競争力基盤の変遷

港徹雄著

180 日本本草学の世界 : 自然・医薬・民俗語彙の探究

杉本つとむ著
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181 日本を破滅から救うための経済学 : 再活性化に向けて、いまなすべきこと

野口悠紀雄著

182 「盗まれた世界の名画」美術館

サイモン・フープト著;内藤憲吾訳

183 脳と心の神秘

ワイルダー・ペンフィールド著;塚田裕三,山河宏
訳

184 「農」を論ず : 日本農業の再生を求めて

梶井功編著

185 パークマネジメント : 地域で活かされる公園づくり

田代順孝[ほか]編著

186 バーチャルマネーと企業法務 : 電子マネー・ポイント・電子記録債権

北浜法律事務所編

187 パートナー暴力 : 男性による女性への暴力の発生メカニズム

M.ハーウェイ,J.M.オニール編著;鶴元春訳

188 廃棄物処理の経済分析

笹尾俊明著

189 馬琴と書物 : 伝奇世界の底流

神田正行著

190 (パリティ物理教科書シリーズ) 力学 1

岡村浩著

191 (パリティ物理教科書シリーズ) 力学 2

岡村浩著

192 ビタミン・ミネラルの科学

五十嵐脩,江指隆年編

193 批判的思考力を育む : 学士力と社会人基礎力の基盤形成

楠見孝,子安増生,道田泰司編

194 「貧困」の社会学 : 労働者階級の状態

鎌田とし子著

195 貧困ビジネス被害の実態と法的対応策

日本弁護士連合会貧困問題対策本部編

196 フーコーをどう読むか

ヨハンナ・オクサラ著:関修訳

197 フェミニズム正義論 : ケアの絆をつむぐために

有賀美和子著

198 フランス憲法と統治構造 (日本比較法研究所研究叢書 ; 82)

植野妙実子編著

199 文化・メディアが生み出す排除と解放 (差別と排除の「いま」 ; 3)

荻野昌弘編著

200 文系人のためのエネルギー入門 : 考エネルギー社会のススメ

小池康郎著

201 分断社会と都市ガバナンス

西山八重子編

202 便所の民俗誌

斎藤たま著

203 法体系の概念 : 法体系論序説 第2版

ジョゼフ・ラズ著;松尾弘訳

204 法隆寺金堂壁画 : ガラス乾板から甦った白鳳の美

「法隆寺金堂壁画」刊行会編

205 ポーランドの産業的発展

ローザ・ルクセンブルク著;バーバラ・スキルムン
ト,小林勝訳

206 ボワソナードとその民法

池田真朗著

207 マーケティング戦略の未来 (ビジネスの未来 ; 4)

クリストファー・ヴォルマー,ジェフリー・プレコート
著

208 マクロ経済学入門

吉田良生著

209 マルクスのアソシエーション論 : 未来社会は資本主義のなかに見えている

大谷禎之介著

210 ミクロ経済学入門

吉田良生著:角本伸晃:青木芳将:後藤浩:山田健
治著

211 宮本常一歳時習俗事典

宮本常一 [著]

212 未来への遺産・シルクロードのドラマとロマン

樋口隆康編:児島建次郎編:山田勝久編

213 民主党の組織と政策 : 結党から政権交代まで

上神貴佳,堤英敬編著

214 名詩の美学 増補版

西郷竹彦著

215 ものの見方としての位相空間論入門 (情報数理シリーズ Ａ ９ )

小笠原義仁

森里海 (もりさとうみ) 連環学 : 森から海までの統合的管理を目指して : 東日本大震災の復
216
興の中で 改訂増補

京都大学フィールド科学教育研究センター編
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217 野菜の生産・流通と野菜制度の機能

農畜産業振興機構編

218 やさしい環境教室 : 環境問題を知ろう

朝日新聞科学医療グループ編

219 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) よくわかる刑事政策

藤本哲也著

220 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) よくわかる社会福祉の歴史

清水教惠,朴光駿編著

221 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) よくわかる統計学 ; 2経済統計編 第2版

御園謙吉,良永康平編

222 ラルース地図で見る国際関係 : 現代の地政学 : ヴィジュアル版

イヴ・ラコスト著 ; 大塚宏子訳

223 ランボー全集 : 個人新訳

アルチュール・ランボー[著];鈴村和成訳

224 連続討論「国家」は、いま : 福祉・市場・教育・暴力をめぐって

杉田敦編;石川健治[ほか述]

225 労働供給の経済学 (叢書・働くということ ; 第3巻)

三谷直紀編著

226 (労働再審 ; 3) 女性と労働

藤原千沙, 山田和代編

227 (労働再審 ; 4) 周縁労働力の移動と編成

西澤晃彦

(労働総研ブックレット ; No.1)
労働総研・フランス、イギリス調査団編
フランス、イギリス働くルールと生活保障の最新事情 : 日本が学ぶことを探す旅
(労働総研ブックレット ; No.2) 大震災と日本の社会保障―被災地から労働・生活・地域の再
229
日野秀逸著
建を考える
228

230 労働法 第4版 (有斐閣アルマ ; Specialized)

浅倉むつ子,島田陽一,盛誠吾著

231 ロボットテクノロジー

日本ロボット学会編

232 海と空の港大事典

日本港湾経済学会編

233 英米法律語辞典

小山貞夫編著

234 化学工学便覧 改訂7版

化学工学会編

235 韓国歴史用語辞典

イウンソク:ファンビョンソク著:三橋広夫:三橋尚
子訳

236 研究社和露辞典 改訂版

藤沼貴編

237 現代音楽キーワード事典

デイヴィッド・コープ著:石田一志訳:三橋圭介訳:
瀬尾史穂訳

238 (古代文字字典全集 ; 第1巻) 甲骨文宝典 : 殷代甲骨文

城南山人編著

239 (古代文字字典全集 ; 第2巻) 金文宝典 : 西周期金文

城南山人編著

240 (古代文字字典全集 ; 第3巻) 春秋戦国期文字宝典 : 東周期諸文字

城南山人編著

241 (古代文字字典全集 ; 第4巻) 古文宝典 : 東周期古文 〔正〕

城南山人編著

242 (古代文字字典全集 ; 第5巻) 古文宝典 : 東周期古文 〔続〕

城南山人編著

243 (古代文字字典全集 ; 第6巻) 説文解字宝典 : 秦代小篆

城南山人編著

244 詳解ベトナム語辞典

川本邦衛編

245 心理臨床学事典

日本心理臨床学会編

246 全国名字大辞典

森岡浩編

247 分析化学便覧 改訂6版

日本分析化学会編
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