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1

Crystal engineering : a textbook

Gautam R. Desiraju, Jagadese J Vittal, ほか

2

Electricity and magnetism

by Edward Purcell

3

The elements of style

William Strunk, Jr.

4

Handbook of Monte Carlo methods （Wiley series in probability and mathematical statistics)

Dirk P. Kroese, Thomas Taimre, Zdravko I.
Botev

5

A student's guide to vectors and tensors

Daniel Fleisch

6

14日間でわかる代数幾何学事始

海老原円著

7

Excelでここまでできる実験計画法 : 一元配置実験から直交配列表実験まで

森田浩, 今里健一郎, 奥村清志著

8

ε-δ論法とその形成

中根美知代著

9

(InfoCom Be‐TEXT) 情報通信概論

西園敏弘, 増田悦夫, 宮保憲治共著

10 (InfoCom Be‐TEXT) 情報ネットワーク論

西園敏弘, 増田悦夫, 宮保憲治共著

11 TPPで暮らしと地域経済はどうなる

岡田知弘, 伊藤亮司, にいがた自治体研究所編

12 TPP問題と日本農業

服部信司著

13 USPQ米国商標審判決百選；日英対訳 （現代産業選書 知的財産実務シリーズ）

ディビッド・E.ケース著 ; 日本商標協会関西支部
編

14 愛国心 : 国家・国民・教育をめぐって （学術叢書）

市川昭午著

15 新しい基礎無機化学演習

合原真編著 : 村石治人 : 竹原公 : 宇都宮聡共
著

16 アメリカの歴史的危機で円・ドルはどうなる

日高義樹著

17 イギリスの子どもアドボカシー : その政策と実践

堀正嗣編著 ; 栄留里美, ほか著

18 移行期の正義とラテンアメリカの教訓 : 真実と正義の政治学

杉山知子著

19 意思決定のためのリスクマネジメント

榎本徹著

20 異常な契約 : TPPの仮面を剥ぐ

ジェーン・ケルシー編著 ; 環太平洋経済問題研
究会, 農林中金総合研究所共訳

21 イノベーションとは何か

池田信夫著

22 医薬英語論文 : 英借文用例辞典

佐藤洋一編著

23 医療経済学講義

橋本英樹, 泉田信行編

24 ウィーン売買条約の実務解説

杉浦保友, 久保田隆編

25 ヴィクトリア朝の文芸と社会改良

向井秀忠, 近藤存志編 ; 富山太佳夫 [ほか] 執
筆

26 英語文学論

栗原裕著

27 越境する脳 : ブレイン・マシン・インターフェースの最前線

ミゲル・ニコレリス著 ; 鍛原多惠子訳

28 江戸期の奄美諸島 : 「琉球」から「薩摩」へ

知名町教育委員会編

29 エンジニアリング・ファシリテーション : 話し合いをうまくまとめるコミュニケーション・スキル

大石加奈子著

30 オーケストラの文明史 : ヨーロッパ三千年の夢

小宮正安著

31 オックスフォード古書修行 : 書物が語るイギリス文化史

中島俊郎著

32 オットー・クレンペラー : あるユダヤ系ドイツ人の音楽家人生

エーファ・ヴァイスヴァイラー [著] ; 明石政紀訳

33

カーボンナノチューブの機能化・複合化技術
(CMCテクニカルライブラリー；405 新材料・新素材シリーズ)

中山喜万監修

34 概説社会経済学

角田修一著

35 科学研究者の事件と倫理

白楽ロックビル著
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36 学習経験をつくる大学授業法 (高等教育シリーズ；154)

L.ディー・フィンク著

37 学説で読み解く現代経済入門 : ミクロ・マクロ・財政

ウルリヒ・ファン・ズントゥム著 ; 高倉博樹, 永合
位行訳

38 学校・家庭・地域の連携と社会教育 (日本の社会教育；第55集)

日本社会教育学会年報編集委員会編

39 韓国企業の人的資源管理 : その特質と変容

安煕卓著

40 消えゆく手 : 株式会社と資本主義のダイナミクス

リチャード・N.ラングロワ著 ; 谷口和弘訳

41 企業審査とリスク・マネジメント : 与信管理強化、粉飾決算防止の処方箋

末松義章著

42

企業編
中村立子編著
(素敵にサイエンス : かがやき続ける女性キャリアを目指して : 女性のための理系進路選択)

43 技術英語論文の書き方 : これなら使える100例
44

基準設定と地方自治 : ナショナル・ミニマム再考 第25回自治総研セミナーの記録
(自治総研ブックレット；12)

英語論文作成研究会編
辻山幸宣,菅原敏夫編

45 教育哲学

宇佐美寛著

46 教育の世紀

リチャード・オルドリッチ編著 ; 山内乾史, 原清治
監訳

47 教育社会学 (教師教育テキストシリーズ ; 5)

久冨善之, 長谷川裕

48 教育社会学 : 現代教育のシステム分析

J.H.バランタイン , F.M.ハマック著

49 教職課程の心理学

平野眞著

50 キリスト教の創造 : 容認された偽造文書

バート・D.アーマン著 ; 津守京子訳

51 金融機関の信用リスク・資産査定管理態勢 （金融検査マニュアルハンドブックシリーズ）

検査マニュアル研究会編

52 金融危機とマクロ経済 : 資産市場の変動と金融政策・規制

岩井克人, 瀬古美喜, 翁百合編

53 暮らしの中の人間工学

小原二郎著

54 グローバリゼーション （新編日本のフェミニズム 9）

天野正子 [ほか] 編集委員 ; 伊藤るり解説

55 グローバル・ガバナンスとEUの深化

香川敏幸, 市川顕編著

56 グロービスMBAクリティカル・シンキング : critical communication コミュニケーション編

グロービス経営大学院著

57 芸術の陰謀 : 消費社会と現代アート

ジャン・ボードリヤール著 ; 塚原史訳・解説

58 継続する植民地主義とジェンダー : 「国民」概念・女性の身体・記憶と責任

金富子著

59 刑法総論

福田平著

60 刑法総論判例インデックス

井田良, 城下裕二編

61 ケースで学ぶ国際開発

山口しのぶ, 毛利勝彦, 国際開発高等教育機構
編

62 激動の世紀を生きて : あるユダヤ系科学者の回想

ロバート・W・カーン著 ; 小岩昌宏訳

63 結晶構造解析入門

J.P.Glusker,K.N.Trueblood著 ; 廣瀬千秋訳

64 訣別-大前研一の新・国家戦略論

大前研一著

65 原子力をめぐる科学者の社会的責任

坂田昌一著 ; 樫本喜一編

66 原子力の社会史 : その日本的展開 (朝日選書；883)

吉岡斉著

67 元素からみた生化学

中野稔 [ほか] 著

68 現代アメリカ政治外交史

安藤次男著

69 現代マーケティング総論

小宮路雅博編著

70 （現代の階層社会；1） 格差と多様性

佐藤嘉倫, 尾嶋史章編
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71 （現代の階層社会；2） 階層と移動の構造

石田浩

72 （現代の階層社会；3） 流動化のなかの社会意識

斉藤友里子, 三隅一人編

73 憲法 : ベーシックテキスト

君塚正臣編 ; 河野良継 [ほか] 著

74 考古学を科学する

中條利一郎, 酒井英男, 石田肇編

75 皇国日本のデモクラシー : 個人創造の思想史

住友陽文著

76 （講談社選書メチエ;511 西洋哲学史；1） 「ある」の衝撃からはじまる

神崎繁, 熊野純彦, 鈴木泉編

77 (講談社選書メチエ；515) ひとは生命をどのように理解してきたか

山口裕之著

78 交通政策入門

大井尚司, 後藤孝夫著

79 国際租税法

増井良啓, 宮崎裕子著

80 心が鎮まる荘子の言葉

王福振編 ; 漆嶋稔訳

81 心残りの歳時記 : 文学・詩歌391題

永田龍太郎著

82 子どもの教育の原理 : 保育の明日をひらくために

古橋和夫編著

83 これだけは知っておきたい図解細胞生物学

江島洋介著

84 これだけはおさえたいデータベース基礎の基礎 (エンジニア[確実]養成講座ver.2)

谷尻かおり著

85 これでわかるTPP問題一問一答 : 日本を崩壊させる58の危険

小倉正行, 合同出版編集部編

86 サイエンス入門 1

リチャード・ムラー著 ; 二階堂行彦訳

87 災害に負けない「居住福祉」

早川和男

88 再生可能エネルギー政策論 : 買取制度の落とし穴

朝野賢司著

89 里山・遊休農地を生かす : 新しい共同=コモンズ形成の場 （シリーズ地域の再生17）

野田公夫 [ほか] 著

90 差分方程式による方法 （線形微分方程式序説 第2巻）

申正善, 内藤敏機共著

91 さよなら、お母さん : 墓守娘が決断する時

信田さよ子著

92 シェールガス争奪戦 : 非在来型天然ガスがエネルギー市場を変える (B&Tブックス)

伊原賢著

93 ジェシー・ターボックス・ビールズのアメリカ : 写真が映し出した世紀末のアメリカ

杉山恵子著

94 (ジェンダー社会科学の可能性 第1巻) かけがえのない個から

辻村みよ子

95 （ジェンダー社会科学の可能性 第2巻） 承認と包摂へ : 労働と生活の保障

大沢真理編

96 刺激欲求特性が社会行動に及ぼす影響 (埼玉学園大学研究叢書 ; 第2巻)

古澤照幸著

97 資源・食糧・エネルギーが変える世界

後藤康浩著

98 思考を科学する : 「考える」とはどういうことか?

大須賀節雄著

99 思春期・青年期のこころ : かかわりの中での発達

平石賢二編著

100 実践の中のジェンダー : 法システムの社会学的記述

小宮友根著

101 資本主義対資本主義
102 「資本論」入門

ミシェル・アルベール著: 小池はるひ訳: 久水宏
之監修
デヴィッド・ハーヴェイ著 ; 森田成也, 中村好孝
訳

103 ジャーナリストの現場 : もの書きをめざす人へ

岩垂弘著

104 灼熱アジア : FTA・TPP時代に日本は生き残れるのか (NHKスペシャル)

NHKスペシャル取材班著

105 詳解コストマネジメント

小沢浩著
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106 情報社会と共同規制 : インターネット政策の国際比較制度研究

生貝直人著

107 昭和前期の科学思想史

金森修編著

108 ショートコース有機化学 : 有機反応からのアプローチ

奥山格著

109 ジョーンズマクロ経済学 1

チャールズ I. ジョーンズ著 ; 宮川努 [ほか] 訳

110 ジョーンズマクロ経済学 2

チャールズ I. ジョーンズ著 ; 宮川努 [ほか] 訳

111 初心者のための臨床心理学研究実践マニュアル

津川律子著 : 遠藤裕乃著

112 ショック・ドクトリン : 惨事便乗型資本主義の正体を暴く ; 上

ナオミ・クライン [著] ; 幾島幸子, 村上由見子訳

113 ショック・ドクトリン : 惨事便乗型資本主義の正体を暴く ; 下

ナオミ・クライン [著] ; 幾島幸子, 村上由見子訳

114 （シリーズオペレーションズ・リサーチ；2） データマイニングとその応用

加藤 直樹

115 （シリーズオペレーションズ・リサーチ；3） 離散凸解析とゲーム理論

田村 明久

116 （シリーズオペレーションズ・リサーチ；4） Ｅｘｃｅｌによる生産管理

大野 勝久

117 （シリーズオペレーションズ・リサーチ；5） 意思決定のための数理モデル入門

今野浩, 後藤順哉著

118 （試料分析講座） 元素の分析

日本分析化学会編

119 （試料分析講座） 食品分析

日本分析化学会編

120 （試料分析講座） 創薬の分析化学

日本分析化学会編

121 （試料分析講座） 鉄鋼分析

日本分析化学会編

122 事例でよむ社会調査入門 : 社会を見る眼を養う

平松貞実著

123 新地域産業論 : 産業の地域化を求めて

伊藤正昭著

124 新型世界食料危機の時代 : 中国と日本の戦略

高橋五郎著

125 進化的経済学と創造的破壊 （ポスト・ケインジアン叢書；36）

J.スタンレー・メトカーフ著 ; 八木紀一郎, 古山友
則訳

126 （新・福祉文化シリーズ；1） 福祉文化とは何か

河東田博

127 （新・福祉文化シリーズ；2） アクティビティの実践とQOLの向上

石田易司

128 （新・福祉文化シリーズ；5） 福祉文化学の源流と前進

日本福祉文化学会編集委員会編 ; 永山誠編集
代表

129 心理療法論 （学術選書 053 .心の宇宙 ; 7）

伊藤良子著

130 人類共通の信仰

ジョン・デューイ著 ; 栗田修訳

131 数学基礎論

新井敏康著

132 図解エネルギー・経済データの読み方入門

日本エネルギー経済研究所計量分析ユニット編

133 スペイン語の第一歩

原誠著

134 スマートグリッド教科書 (インプレス標準教科書シリーズ)

合田忠弘, 諸住哲監修

135 生化学・分子生物学演習

猪飼篤, 野島博著

136 生命科学・医療系のための情報リテラシー : 情報検索からレポート, 研究発表まで

飯島史朗, 石川さと子著

137 ゼータ解析 （朝倉数学大系 2 解析的整数論 ; 2）

本橋洋一著

138 世界恐慌の足音が聞こえる

榊原英資著

139 ゼロ年代日本の重大論点 : 外交・安全保障で読み解く

簑原俊洋編

140 戦後日本=インドネシア関係史

倉沢愛子著
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141 全国原発危険地帯マップ : 全54基、周辺地域の危険度を風向きとともに解析!

武田邦彦著

142 （叢書・現代社会学；1） 社会分析 : 方法と展望

金子勇著

143 （叢書・現代社会学；2） 仕事と生活 : 労働社会の変容

前田信彦著

144 （叢書・現代社会学；3） 社会学とは何か : 意味世界への探究

盛山和夫著

145 （叢書・現代社会学；4） グローバリゼーション・インパクト : 同時代認識のための社会学理論 厚東洋輔著
146 （叢書・現代社会学；5） 社会学の方法 : その歴史と構造

佐藤俊樹著

147 相続法

潮見佳男著

148 租税条約と国内税法の交錯

井上康一, 仲谷栄一郎著

149 宙(そら)へ挑む

リチャード・ブランソン著 ; 沢田博訳

150 大学基礎材料力学

三好俊郎〔ほか〕共著

151 タオのプーさん

ベンジャミン・ホフ著 ; 吉福伸逸ほか訳 ; E・H・
シェパード絵

152 チェコ革命1848年

スタンレイ・Z.ペフ著 ; 山下貞雄訳

153 チェンジング・チャイナの人的資源管理 : 新しい局面を迎えた中国への投資と人事

白木三秀編著

154 地図投影法 : 地理空間情報の技法

政春尋志著

155 知的システム工学 （情報工学テキストシリーズ 第2巻）

三木光範著

156 注解所得税法

注解所得税法研究会編

157 中国最後の証言者たち : 沈黙の世代が初めて語る激動の二〇世紀

欣然著 ; 中谷和男訳

158 通貨同盟の経済学 : ユーロの理論と現状分析

ポール・デ・グラウエ著 ; 田中素香, 山口昌樹訳

159 データ同化入門 : 次世代のシミュレーション技術 (シリーズ予測と発見の科学；6)

樋口知之編著 ; 上野玄太 [ほか] 著

160 デジタルメディアの社会学 : 問題を発見し、可能性を探る

土橋臣吾, 南田勝也, 辻泉編著

161 電気・電子・情報のための基礎数学 （EE text）

村田純一, 村田昇共著

162 天然物合成で活躍した反応 : 実験のコツとポイント

有機合成化学協会編

163 電力危機をあおってはいけない

川島博之著

164 徳川幕府領の形成と展開 (同成社江戸時代史叢書；28)

和泉清司著

165 特定化学物質障害予防規則 : 化学物質名ですらすら分かる

木村嘉勝著

166 特別支援教育 : 理解と推進のために

石部元雄, 柳本雄次編著

167 トランスレーション・スタディーズ

佐藤=ロスベアグ・ナナ編

168 ナショナリズム論 : 社会構成主義的再考

原百年著

169 ニグロとして生きる : エメ・セゼールとの対話 (サピエンティア；21)

エメ・セゼール著 ; 立花英裕, 中村隆之訳

170 日米「密約」外交と人民のたたかい : 米解禁文書から見る安保体制の裏側

新原昭治著

171 日本企業の合併買収と企業統治

葉聰明著

172 日本の田舎は宝の山 : 農村起業のすすめ

曽根原久司著

173 日本の都市地理学50年

阿部和俊編

174 入門微分積分学15章

熊原啓作著

175 認知・機能言語学 : 言語構造への10のアプローチ

マイケル・トマセロ編 ; 大堀壽夫 [ほか] 訳
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176 「農」と共生の思想 : 「農」の復権の哲学的探求

尾関周二 [ほか] 編著

177 脳の風景 : 「かたち」を読む脳科学 （筑摩選書；0024）

藤田一郎著

178 農・水産資源の有効利用とゼロエミッション

坂口守彦, 高橋是太郎編

179 農学・生命科学のための学術情報リテラシー

齋藤忠夫編著 ; 阿部敬悦 [ほか] 著

180 農村コミュニティビジネスとグリーン・ツーリズム : 日本とアジアの村づくりと水田農法

宮崎猛編

181 ノーモア・フクシマ : 世紀の核惨事 (あかね文庫；14)

浦上深作, 白嶺聖編著

182

ハーフエコノミー時代の営業改革 : 低成長時代に取り組むべき抜本的営業改革
(知的資産創造アンソロジー)

野村総合研究所コンサルティング事業本部著 ;
青嶋稔編著

183 はじめての国際法 (3日でわかる法律入門)

尾崎哲夫著

184 発達支援のむこうとこちら （こころの科学叢書）

田中康雄著

185 発達心理学 1

無藤隆, 子安増生編

186 半導体SiC技術と応用

松波弘之 [ほか] 編著

187 万物を駆動する四つの法則 : 科学の基本,熱力学を究める

ピーター・アトキンス著 斉藤隆央訳

188 判例に見る会社法の内部統制の水準

中村直人著

189 人がヒトをデザインする : 遺伝子改良は許されるか

小坂洋右著

190 再び立ち上がる日本 : 異国文化という視点からの日本観察

李培林著 : 西原和久監修 : 楊慶敏訳

191 （物性科学入門シリーズ） 液晶・高分子入門

竹添秀男, 渡辺順次

192 （物性科学入門シリーズ） 磁性入門

上田和夫著

193 （物性科学入門シリーズ） 超伝導入門

青木秀夫

194 （物性科学入門シリーズ） 物質構造と誘電体入門

高重正明

195 ブッダの聖地 : スマナサーラ長老と歩くインド八大仏蹟

アルボムッレ・スマナサーラ著

196 物理学史への道 （こぶし文庫；51 戦後日本思想の原点）

辻哲夫著 ; 池内了解説

197 プラスチック分析入門

西岡利勝, 寶崎達也編

198 フランス革命の身体表象 : ジェンダーからみた200年の遺産

鈴木杜幾子著

199 文化財の価値を評価する : 景観・観光・まちづくり （文化とまちづくり叢書）

垣内恵美子編著 ; 岩本博幸 [ほか] 著

200 分権化時代の地方公共団体経営論 : 公民の望ましい役割分担について考える

河藤佳彦著

201 ベースメタル枯渇 : ものづくり工業国家の金属資源問題

西山孝, 前田正史著

202 貿易のしくみと実務 （Do books）

高橋靖治著

203 放射光ユーザーのための検出器ガイド : 原理と使い方

岸本俊二, 田中義人編集

204 法人税法

渡辺淑夫著

205 法然と親鸞 : 仏教二大改革者の生涯と思想

武田鏡村著

206 マーケティングの諸問題

後藤一郎, 神保充弘, 申賢洙編著

207 マーケティング,交換,取引

光澤滋朗著

208 マクロ経済学

伊代田光彦著

209 魔女論 : なぜ空を飛び、人を喰うか

大和岩雄著

210 マネジメントの歴史 : 時代と社会に学ぶ

角野信夫著
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211 見える伝熱工学

小川邦康著

212 密度汎関数法の発展 : マテリアルデザインへの応用

赤井久純, 白井光雲編著

213 民事訴訟実務の基礎 解説篇

加藤新太郎編 ; 前田惠三, 村田渉, 松家元著

214 民事訴訟実務の基礎 記録篇

加藤新太郎編 ; 前田惠三, 村田渉, 松家元著

215 ムギ・ヒツジ・奴隷 (ヨーロッパ経済史；1)

中川洋一郎著

216 無限とはなにか? : カントールの集合論からモスクワ数学派の神秘主義に至る人間ドラマ

ローレン・グレアム, ジャン=ミシェル・カンター著 ;
吾妻靖子訳

217 メディアは何を報道したか : 本庄事件から犯罪報道まで

奥武則著

218 盲目の女神 : 20世紀欧米戯曲拾遺

E.トラー [ほか著] ; 小笠原豊樹訳

219 ものにする量子力学

島田義弘著

220 柳田國男の国民農業論 : 農村と国民 (名著に学ぶ地域の個性 1)

牛島史彦

221 リスク化する日本社会 : ウルリッヒ・ベックとの対話

ウルリッヒ・ベック, 鈴木宗徳, 伊藤美登里編

222 理想の図書館とは何か : 知の公共性をめぐって

根本彰著

223 (リッピンコットシリーズ) イラストレイテッド生化学

Richard A.Harvey [ほか著] ; 浅井将 [ほか訳]

224 (リッピンコットシリーズ) イラストレイテッド免疫学

Ｔｈａｏ Ｄｏａｎ （他）著

225 (リッピンコットシリーズ) イラストレイテッド薬理学

Ｒｉｃｈａｒｄ Ｆｉｎｋｅｌ （他）著

226 琉球の成立 : 移住と交易の歴史

吉成直樹著

227 例題で学ぶ現代制御の基礎

鈴木隆共, 板宮敬悦著

228 老害 : 子ども世代は逃れられない

グループわいふ, 佐藤ゆかり著

229 和辻倫理学を読む : もう一つの「近代の超克」

子安宣邦著

230 経済・金融 : プロフェッショナル用語辞典

明治安田生命保険相互会社運用企画部運用調
査グループ編著

231 社会労働大事典

法政大学大原社会問題研究所編

232 地域食材大百科 第1巻

農文協編

233 地域食材大百科 第2巻

農文協編

234 地域食材大百科 第3巻

農文協編

235 地域食材大百科 第4巻

農文協編

236 地域食材大百科 第5巻

農文協編

237 留学生のための理科系専門用語辞典 : 数学・物理・化学・生物 : 日本語-英語-アラビア語

日本学生支援機構大阪日本語教育センター編
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