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1 A Gentle Introduction to Optimization.

Guenin, B.

2 A Guide to Matlab : For Beginners and Experienced Users. (PAP) 3RD

Hunt, Brian R.

3

A Scientific Approach to Writing for Engineers and Scientists. (PAP) (IEEE PCS
Professional Engineering Communication Series.)

4 A Universe from Nothing : Why There Is Something Rather than Nothing. (PAP)
An Introduction to Computational Stochastic Pdes. (PAP) (Cambridge Texts in Applied
Mathematics. ; 50)
An introduction to mathematical population dynamics : along the trail of Volterra and
6
Lotka (UNITEXT / La Matematica per il 3+2 ; 79)
An Introduction to Thermodynamics and Statistical Physics. (PAP) (UNITEXT for
7
Physics.)
5

8 Associative Democracy : New Forms of Economic and Social Governance. (PAP)
9

Bacic Earthquake Engineering : From Seismology and Seismic Analysis to Design
Principles. (PAP)

10 Beyond the University : Why Liberal Education Matters.
11

Berger, Robert E.
Krauss, Lawrence M.
Lord, Gabriel J.
Iannelli, M./ Pugliese, A.
Olla, P.
Hirst, Paul Q.
Sucuoglu, H./ Akkar, S.
Roth, Michael S.

Blow-Up in Quasilinear Parabolic Equations. (de Gruyter Expositions in Mathematics. ; v.
Samarskii, Alexander A.
19)

12 Classical Electricity and Magnetism : A Contemporary Perspective.

Barger, Vernon

13 Classical fluid dynamics (Fluid dynamics ; pt. 1).

Ruban, Anatoly I.

14

Climate Economics : Economic Analysis of Climate, Climate Change and Climate Policy.
(PAP)

15 Deterministic Nonlinear Systems : A Short Course. (Springer Series in Synergetics.)
16

Difference Equations by Differential Equation Methods. (Cambridge Monographs on
Applied and Computational Mathematics ; 27)

Tol, Richard
Anishchenko, V. S
Hydon, Peter E.

17 Distributed Computing through Combinatorial Topology. (PAP)

Herlihy, Maurice

18 Essential Readings in Evolutionary Biology.

Ayala, Francisco J.

19 Essentials of Monte Carlo Simulation : Statistical Methods for Building Simulation Models. Thomopoulos, Nick T.
20 Fractional Calculus : An Introduction for Physicists. 2ND
21

From an Antagonistic to a Synergistic Predator Prey Perspective : Bifurcations in Marine
Johannessen, Tore
Ecosystem. (PAP)

22 Genetics : A Conceptual Approach. 5TH
Hidden Markov Models in Finance : Further Developments and Applications. ; v. 2
(International Series in Operations Research and Management Science ; 209)
Incompressible Bipolar and Non-Newtonian Viscous Fluid Flow. (Advances in
24
mathematical fluid mechanics.)
23

25 Inequalities : With Applications to Engineering. 2. Aufl.
26

Herrmann, Richard

Introduction to Computational Science : Modeling and Simulation for the Sciences. 2
Revised

Pierce, Benjamin A.
Mamon, Rogemar S.
Bellout, H./ Bloom, F.
Cloud, M. J.
Shiflet, Angela B.

27 Membrane Structural Biology : With Biochemical and Biophysical Foundations. 2ND

Luckey, Mary

28 Methods of Molecular Analysis in the Life Sciences.

Hofmann, Andreas

29 Modeling Dynamic Biological Systems. (Modeling Dynamic Systems.) 2nd ed.

Hannon, B./ Ruth, M.

30 Molecular Biology : Principles of Genome Function. (PAP) 2ND

Craig, Nancy

31 Multivariate Analysis of Ecological Data Using Canoco 5. (PAP) 2ND

Smilauer, Petr

32 Nonlinear Control.

Khalil, Hassan K.

33 Nonlinear Dynamics and Quantum Chaos : An Introduction. (Graduate Texts in Physics.) Wimberger, S.
34 Numerical Methods and Optimization : A Consumer Guide.

Walter, Eric
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35 Organic Chemistry : Structure, Mechanism, and Synthesis.

Ouellette, Robert J.

36 Oxford Learner's Dictionary of Academic English. (PAP)

Lea, Diana

37 Phase Transitions in Materials.

Fultz, Brent

38 Photochemistry and Photophysics : Concepts, Research, Applications. (PAP) 1. Auflage. Balzani, Vincenzo
39

Physics 2006-2010. (Nobel Lectures: Including Presentation Speeches and Laureates'
Biographies)

40 Physics and Partial Differential Equations. v2 (PAP) 2 Rev Ed
Power Distribution System Reliability : Practical Methods and Applications. (IEEE Press
series on power engineering)
Quickstart Molecular Biology : An Introduction for Mathematicians, Physicists, and
42
Computational Scientists.
Reactive Intermediates in Organic Chemistry : Structure, Mechanism, and Reactions.
43
(PAP)
41

Brink, Lars (EDT)
Li, Tatsien / Qin, Tiehu
Chowdhury, Ali A.
Benfey, Philip N.
Singh, Maya Shankar

44 Slow Viscous Flow. 2. Aufl.

Langlois, W. E.

45 Snakes, Sunrises, and Shakespeare : How Evolution Shapes Our Loves and Fears.

Orians, Gordon H.

46 Statistical Analysis of Network Data with R. (PAP) (Use R!)

Kolaczyk, Eric D.

47

Statistical Mechanics for Geophysical Flows : From Jovian Atmosphere Modelization to
the Parameterization of Small Scale Turbulence.

Bouchet, Freddy / Sommeria, Joel

48 Statistical Theory and Inference.

Olive, D.

49 Stream Ecosystems in a Changing Environment.

Jones, Jeremy B.

50

Strongly Nonlinear Oscillators : Analytical Solutions. (PAP) (Undergraduate Lecture
Notes in Physics.)

Cveticanin, L.

51 The Perfect Theory : A Century of Geniuses and the Battle over General Relativity.

Ferreira, Pedro G.

52 The Quantum Theory of Nonlinear Optics.

Drummond, Peter D.

53 Visual Ecology.

Cronin, Thomas W.

54 15歳からの労働組合入門

東海林智

55

1次変換のしくみ : 線形代数へのウォーミングアップ (発見的教授法による数学シリーズ ;
秋山仁
別巻1)

56 2030年の世界経済 : 新興国と先進国共同リーダーシップの時代
57

イワン・Ｓ．ツェリッシェフ

6つのケースで読み解く日米間の産業軋轢と通商交渉の歴史 : 商品・産業摩擦から構造協
鷲尾友春
議、そして広域経済圏域内の共通ルール設定競争へ

58 AIDで生まれるということ : 精子提供で生まれた子どもたちの声

非配偶者間人工授精で生まれた人の自助グループ

(CMCテクニカルライブラリー ; 502 . 新材料・新素材シリーズ) 機能物質・材料開発と放射
堀江一之
光 : Spring-8の産業利用 普及版
(CMCテクニカルライブラリー ; 506 . 新材料・新素材シリーズ) 超臨界流体技術の開発と応
60
佐古猛
用 普及版
(CMCテクニカルライブラリー ; 511 . エレクトロニクスシリーズ) 最新電波吸収体設計・応用
61
畠山賢一
技術 普及版
59

62 DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル

米国精神医学会

63 Excelで気軽に化学プロセス計算

伊東章

64 Preziで極めるビジュアルプレゼンテーション

吉藤智広

65 Preziで始めるズーミングプレゼンテーション 第２版

筏井哲治

66 Q&Aで読む日本軍事入門

前田哲男

67 Rではじめるビジネス統計分析 : 統計分析の基本からビッグデータの分析手法まで

末吉正成

68 Rによる項目反応理論

加藤健太郎
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69 TPP交渉の論点と日本 : 国益をめぐる攻防
70

Web制作者のためのCSS設計の教科書 : モダンWeb開発に欠かせない「修正しやすい
CSS」の設計手法

著者
石川幸一
谷拓樹

71 アートは地域を変えたか : 越後妻有大地の芸術祭の13年

澤村明

72 アイルランド文学 : その伝統と遺産

木村正俊

73 青空文庫で社会学 : 「孤独な心」をめぐる15章

渡部真

74 赤の書 テキスト版

カール・グスタフ・ユング

75 アクチュアリーのための生命保険数学入門

京都大学

76 アジア主義思想と現代

長谷川雄一（政治学）

77 アジアの環境研究入門 : 東京大学で学ぶ15講

卯田宗平

78 アジアの市民社会とNGO

秦辰也

79 アダム・スミスとその時代

ニコラス・フィリップソン

80 新しい家族関係学

長津美代子

81 あなたが救える命 : 世界の貧困を終わらせるために今すぐできること

ピーター・シンガー

82 あなたの知らない「仏教」入門

正木晃

83 アフリカ学事典

日本アフリカ学会

84 アメリカ〈帝国〉の現在 : イデオロギーの守護者たち

ハリー・ハルトゥーニアン

85 アメリカ文学に触発された日本の小説

渡辺利雄

86 ある華僑の戦後日中関係史 : 日中交流のはざまに生きた韓慶愈

大類善啓

87 アルゴリズム入門 : プログラミングの考え方がわかる (I/O books)

石橋亨

88 アンビシャス社会学

櫻井義秀

89 イエス・キリストは実在したのか?

レザー・アスラン

90 異形の明治

新保祐司

91 イギリス文学入門

石塚久郎

92 生きることとしての学び : 2010年代・自生する地域コミュニティと共変化する人々

牧野篤

93 遺産 (現代の起点第一次世界大戦 ; 第4巻)

山室信一

94 いじめサインの見抜き方

加納寛子

95

「いじめ」と「体罰」その現状と対応 : 道徳教育・心の健康教育・スポーツ指導のあり方への
冨永良喜
提言

96 イスラーム書物の歴史

小杉泰

97 イスラーム世界の挫折と再生 : 「アラブの春」後を読み解く

内藤正典

98 市川房枝と「大東亜戦争」 : フェミニストは戦争をどう生きたか

進藤久美子

99 一遍読み解き事典

長島尚道

100 イラク戦争は民主主義をもたらしたのか

トビー・ドッジ

101 イラストレイテッド微生物学 (リッピンコットシリーズ) 原書３版

リチャード・Ａ．ハーヴェイ

102 (岩波数学叢書 放物型発展方程式とその応用 . 上) 可能性の理論

八木厚志
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103 (岩波数学叢書 放物型発展方程式とその応用 . 下) 解の挙動と自己組織化

八木厚志

104 宇宙が始まる前には何があったのか？

ローレンス・Ｍ．クラウス

105 宇宙人の見る地球

須藤靖

106 映画に学ぶ経営管理論

松山一紀

107 英語教育の素朴な疑問 : 教えるときの「思い込み」から考える

柴田美紀

108 英語教育論争から考える

鳥飼玖美子

109 英語教師は楽しい : 迷い始めたあなたのための教師の語り

柳瀬陽介

110 英国美術の英国らしさ : 芸術地理学の試み

ニコラウス・ペヴスナー

111 エコロジーとコモンズ : 環境ガバナンスと地域自立の思想

三俣学

112 江戸文学を選び直す : 現代語訳付き名文案内

井上泰至

113 江戸〈メディア表象〉論 : イメージとしての〈江戸〉を問う

奥野卓司

114 エピソード教育臨床 : 生きづらさを描く質的研究

大塚類

115 (絵本学講座 ; 1) 絵本の表現

中川素子

116 (絵本学講座 ; 4) 絵本ワークショップ

中川素子

117 絵本とイラストレーション : 見えることば、見えないことば

今井良朗

118 演劇入門ブック : ビジュアルで見る演技法

ジョン・ペリー

119 演習で学ぶ機械力学 第３版

小寺忠

120 老いと病でみる幕末維新 : 人びとはどのように生きたか

家近良樹

121 近江日野商人の経営史 : 近江から関東へ

上村雅洋

122 大阪万博が演出した未来 : 前衛芸術の想像力とその時代

暮沢剛巳

123 大塩思想の射程 (日本史研究叢刊 ; 28)

森田康夫

124 沖縄 : 島人 (しまんちゅ) の歴史

ジョージ・Ｈ．カー

125 沖縄現代政治史 : 「自立」をめぐる攻防

佐道明広

126 奥さまは愛国

北原みのり

127 落ちない飛行機への挑戦 : 航空機事故ゼロの未来へ (Dojin選書 ; 57)

鈴木真二

128 会計測定の思想史と論理 : 現在まで息づいている論理の解明

上野清貴

129 会計の歴史探訪 : 過去から未来へのメッセージ

渡辺泉

130 解釈学的倫理学 : 科学技術社会を生きるために

ベルンハルト・イルガング

131 解釈主義の心の哲学 : 合理性の観点から

金杉武司

132 会社法概説 第2版

高橋英治

133

海賊たちの黄金時代 : アトランティック・ヒストリーの世界 (Ｍｉｎｅｒｖａ歴史・文化ライブラ
リー ; 24)

マーカス・レディカー

134 海洋地球化学

蒲生俊敬

135 カオス : 力学系入門 . 第3巻

キャスリーン・Ｔ．アリグッド

136 化学工学のための数学 : 移動現象解析を中心に (工学のための数学 ; EKM-A4)

小川浩平
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137 〈科学ブーム〉の構造 : 科学技術が神話を生みだすとき

五島綾子

138 学生・技術者のためのビッグデータ解析入門

高安美佐子

139 革命と騒乱のエジプト : ソーシャルメディアとピーク・オイルの政治学

山本達也

140 河川管理のための流出計算法

岡本芳美

141 画像処理論 : Web情報理解のための基礎知識

美濃導彦

142 (角川文庫 ; 18575) 春宵十話

改版

岡潔

143 (角川文庫 ; 18576) 春風夏雨

改版

岡潔

144 株式会社法 第5版

江頭憲治郎

145 上方落語の戦後史

戸田学

146 神のためにまとうヴェール : 現代エジプトの女性とイスラーム

後藤絵美

147 変わる「豊かさ」の意味 (地域産業の「現場」を行く : 誇りと希望と勇気の30話 ; 第7集)

関満博

環境教育と開発教育 : 実践的統一への展望：ポスト2015のESDへ (持続可能な社会のた
鈴木敏正
めの環境教育シリーズ ; 5)
環境政策と環境運動の社会学 : 自然保護問題における解決過程および政策課題設定メカ
149
茅野恒秀
ニズムの中範囲理論
148

150 環境と微生物の事典

日本微生物生態学会

151 韓国経済がわかる20講 : 援助経済・高度成長・経済危機・グローバル化の70年の歩み

裴海善

152 監査役とは何か : 日本型企業システムにおける役割

西山芳喜

153 感情の政治学 (講談社選書メチエ ; 579)

吉田徹

154 関数とは何か : 近代数学史からのアプローチ

岡本久

155 かんたんAndroidアプリ作成入門 (プログラミングの教科書)

朝井淳

156 記憶と記録のなかの渋沢栄一

平井雄一郎

157 機械材料学

荘司郁夫

158 幾何学と代数系 : ハミルトン，グラスマン，クリフォード

金谷健一

159 危機管理ハンドブック

ブライアン・ディロン

160 起業のエクイティ・ファイナンス : 経済革命のための株式と契約

磯崎哲也

161 気象学入門 : 基礎理論から惑星気象まで

松田佳久

162 きずなの生態学 : 自然界の多様なネットワークを探る

土屋誠

163 基礎からの交流理論例題演習

小亀英己

164 気体軸受技術 : 設計・製作と運転のテクニック

十合晋一

165 期待とあきらめの心理 : 親と子の関係をめぐる教育臨床

内田利広

166 教員環境の国際比較 : OECD国際教員指導環境調査（TALIS）2013

国立教育政策研究所

167 教育臨床社会学の可能性

酒井朗

168 狂気と犯罪 : なぜ日本は世界一の精神病国家になったのか (講談社+α 新書 ; 234-1C)

芹沢一也

169 行政－市民間協働の効用 : 実証的接近

小田切康彦

170 協同組合未来への選択

中川雄一郎
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171 京都の町家と聚楽第 : 太閤様、御成の筋につき

丸山俊明

172 恐竜 : 化石記録が示す事実と謎 (サイエンス・パレット ; 017)

デーヴィド・ノーマン

173 極大と極小への冒険

デーヴィド・ブラットナー

174 居住福祉社会へ : 「老い」から住まいを考える

早川和男

175 巨大津波地層からの警告 (日経プレミアシリーズ ; 230)

後藤和久

176 ギリシア・ローマ文学と十八世紀英文学 : ドライデンとポープによる翻訳詩の研究

高谷修

177 キリスト教哲学入門 : 聖トマス・アクィナスをめぐって

エティエンヌ・アンリ・ジルソン

178 近世の東海道

本多隆成

179 金属の中世 : 資源と流通 (考古学と中世史研究 ; 11)

小野正敏

180 近代日本の国民統合とジェンダー

加藤千香子

181 近代東アジア史のなかの琉球併合 : 中華世界秩序から植民地帝国日本へ

波平恒男

182 金融規制改革 : 銀行ガバナンスと証券投資勧誘規制の展開

小川宏幸

183 クーパー生物物理化学 : 生命現象への新しいアプローチ

アラン・クーパー

184 九鬼周造と輪廻のメタフィジックス

伊藤邦武

185 グローバリズムが世界を滅ぼす (文春新書 ; 974)

エマニュエル・トッド

186 グローバリズムという病

平川克美

187 グローバル市民社会と援助効果 : CSO/NGOのアドボカシーと規範づくり

高柳彰夫

188 経済学 (ブックガイドシリーズ基本の30冊)

根井雅弘

189 経済学教育の西東

永谷敬三

190 経済学で紐解く日本の歴史 . 上巻

大矢野栄次

191 経済学で紐解く日本の歴史 . 下巻

大矢野栄次

192 経済学をまる裸にする : 本当はこんなに面白い

チャールズ・ウィーラン

193

計算科学のための並列計算 : 大規模計算への第一歩 (計算科学講座 ; 4 ; 第1部 . 計算
金田行雄
科学の基盤)

194 (激動のインド ; 第1巻) 変動のゆくえ

水島 司

195 (激動のインド ; 第2巻) 環境と開発

水島 司

196 (激動のインド ; 第3巻) 経済成長のダイナミズム

絵所秀紀

197 消されたマッカーサーの戦い : 日本人に刷り込まれた「太平洋戦争史」

田中宏巳

198 結婚戦略 : 家族と階級の再生産 (Bourdieu library)

ピエール・ブルデュ

199 結晶成長 (朝倉電気電子工学大系 ; 5)

西永頌

200 元気なローカル線のつくりかた

堀内重人

201 原色雑草診断・防除事典

森田弘彦

202 原子力と核の時代史

和田長久

203

元素はどうしてできたのか : 誕生・合成から「魔法数」まで (PHPサイエンス・ワールド新書
櫻井博儀
; 074)

204 現代経済学の潮流 . 2014

岩本康志
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205 現代コミュニティとは何か : 「現代コミュニティの社会学」入門

船津衛

206 現代思想の時代 : 〈歴史の読み方〉を問う

大澤真幸

207 現代社会教育・生涯学習の諸相 . 第3巻（実践編）

益川浩一

208 現代日本の社会学史

飯田哲也

209 現代の開発経済学 : 理論と実証

坂井秀吉

210 現代文化を学ぶ人のために 全訂新版

井上俊

211 憲法解釈論の応用と展開 第2版

宍戸常寿

212 権利保障の諸相

大石真

213 公共経済学講義 : 理論から政策へ

須賀晃一

214 公共人類学

山下晋司

215 航空機構造力学 増補新版

小林繁夫

216

構想グラミン日本 : 貧困克服への挑戦 : グラミン・アメリカの実践から学ぶ先進国型マイク
菅正広
ロファイナンス

217 構造力学

後藤芳顯

218 「行動・進化」の数理生物学 (シリーズ数理生物学要論 ; 巻3)

瀬野裕美

219

(高等教育シリーズ ; 164) 大学における「学びの場」づくり : よりよいティーチングのための7
スーザン・Ａ．アンブローズ
つの原理

220 (高等教育シリーズ ; 165) 高等教育の政策過程 : アクター・イシュー・プロセス

橋本鉱市

221 「幸福の国」と呼ばれて : ブータンの知性が語るGNH

キンレイ・ドルジ

222 鉱物・岩石入門 : 色や形の不思議、でき方のメカニズムがよくわかる 増補版

青木正博

223 高分子の科学 : 身近なモノから理解する

扇澤敏明

224 国際会計基準のすすめ : IFRSの基本とその実践

中嶋徳三

225 国際機関の政治経済学

池島祥文

226 国際経済学へのいざない 第2版

友原章典

227 国際誌エディターが教えるアクセプトされる論文の書きかた

上出洋介

228 こころの病への発達論的アプローチ : DIRモデルに基づいた理解と関わり

スタンリ・Ｉ．グリーンスパン

229 個人情報保護法の現在と未来 : 世界的潮流と日本の将来像

石井夏生利

230 子育てと感受性 : 乳幼児との豊かな関係をめざして

中田基昭

国家間対立に直面する地方自治体の国際政策 : 山陰地方における地方間国際交流を事
永井義人
例として
“国境・国土・領土”教育の論点争点 : 過去に学び，世界に学び，未来を拓く社会科授業の
232
草原和博
新提案
231

233 子どもの悲しみとトラウマ : 津波被害後に行われたグループによる支援活動

ＢＲＩＳ

234 子どもの食と栄養

児玉浩子

235

この時代に生きること、働くこと : 9･11犠牲者遺族とジャーナリストのメッセージ (岩波ブッ
中村佑
クレット ; No.702)

236 古墳の見方 (考古調査ハンドブック ; 10)

土生田純之

237 暦の大事典

岡田芳朗

238 昆虫探検図鑑1600

川邊透
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239 昆虫の描き方 (自然観察の技法 ; 2)

盛口満

240 昆虫博士入門 (全農教観察と発見シリーズ)

山崎秀雄

241 コンピュータって : 機械式計算機からスマホまで

ポール・Ｅ．セルージ

コンピュータの構成と設計 : ハードウエアとソフトウエアのインタフェース : パターソン&ヘネ
デーヴィド・Ａ．パターソン
シー . 上 第4版
コンピュータの構成と設計 : ハードウエアとソフトウエアのインタフェース : パターソン&ヘネ
243
デーヴィド・Ａ．パターソン
シー . 下 第4版
242

244 災害時における食とその備蓄 : 東日本大震災を振り返って，首都直下型地震に備える

新潟大学地域連携フードサイエンス・センター

245 災害伝承 : 命を守る地域の知恵

高橋和雄

246 災害とレジリエンス : ニューオリンズの人々はハリケーン・カトリーナの衝撃

トム・ウッテン

247 最新DNA鑑定 : その能力と限界

勝又義直

248 最新会社法講義 第2版

松岡啓祐

249 最新株式会社法 第7版

近藤光男

250 最新重要判例200労働法 第3版

大内伸哉

251 最新畜産ハンドブック

扇元敬司

252 財政とは何か

内山昭

253 差異とは何か : 〈分かること〉の哲学

船木亨

254 財務会計の現状と展望

倉田幸路

255 材料力学 新装版

村上敬宜

256 錯覚の科学 (文春文庫 ; [S-14-1])

クリストファ－・Ｆ．シャブリス

257 磁気工学超入門 : ようこそ,まぐねの国へ (マグネティクス・イントロダクション ; 1)

日本磁気学会

258 しくみと原理で解き明かす植物生理学

佐藤直樹

259 ジジェク、革命を語る : 不可能なことを求めよ

スラヴォイ・ジジェク

260 市場自由化と公益事業 : 市場自由化を水平的に比較する

藤原淳一郎

261 自然の仕組みを調べるために (身近な水の環境科学 ; 実習・測定編)

日本陸水学会

262 持続と変容の沖縄社会 : 沖縄的なるものの現在 (Minerva Shobo Librai)

谷富夫

263 実験が切り開く21世紀の社会科学 (フロンティア実験社会科学 ; 1)

西條辰義

264 実証分析入門 : データから「因果関係」を読み解く作法

森田果

265 知って納得 ! 機械のしくみ

森下信

266 シネマとジェンダー : アメリカ映画の性と戦争 (ビジュアル文化シリーズ)

塚田幸光

267 社会科学の方法論争 : 多様な分析道具と共通の基準 原著第2版

ヘンリー・Ｅ．ブレイディ

268 社会基盤の計画学 : 確率統計・数理モデルと経済諸法

藤田素弘

269 社会政策を問う : 国際比較からのアプローチ (明治大学リバティブックス)

加藤久和

270 社会保障法

菊池馨実

271 社会を変えるリーダーになる : 「超・利己主義」的社会参加のすすめ

田中尚輝

272 写真師たちの幕末維新 : 日本初の写真史家・梅本貞雄の世界

梅本貞雄

8/17

2014/9/24

2014年9月購入決定図書リスト
No.

書名

著者

273 宗教とグローバル市民社会 : ロバート・ベラーとの対話

ロバート・ニーリ・ベラー

274 宗教と公共空間 : 見直される宗教の役割

島薗進

275 宗教の始原を求めて : 南部アフリカ聖霊教会の人びと

吉田憲司

276 自由への容易な道はない : マンデラ初期政治論集

ネルソン・マンデラ

277 就労支援を問い直す : 自治体と地域の取り組み

筒井美紀

278 出生前診断とわたしたち : 「新型出生前診断」（NIPT）が問いかけるもの

玉井真理子

279 衝撃工学の基礎と応用

横山隆

280 証言で学ぶ「沖縄問題」 : 観光しか知らない学生のために

松野良一

281 少子化時代の「良妻賢母」 : 変容する現代日本の女性と家族

スーザン・Ｄ．ハロウェイ

282 「少女小説」の生成 : ジェンダー・ポリティクスの世紀

久米依子

283 昇進の研究 : キャリア・プラトー現象の観点から 増補改訂版

山本寛

284 消費者行動のモデル (シリーズ〈マーケティング・エンジニアリング〉 ; 3)

木戸茂

285 消費税法 : 理論と計算 6訂版

松本正春

286 情報活用力を培うための情報リテラシ (Information & Computing ; ex.43)

井川信子

287 商法総則・商行為法 (リーガルマインド) 第2版補訂版

弥永真生

288 情報デザインのワークショップ

情報デザインフォーラム

289 昭和時代 . 戦前・戦中期

読売新聞社

290 昭和の演藝二〇講

矢野誠一

291 昭和ノスタルジアとは何か : 記憶とラディカル・デモクラシーのメディア学

日高勝之

292 書簡で読み解くゴッホ : 逆境を生きぬく力

坂口哲啓

293 職業能力開発の経済分析

原ひろみ

294 職場のいじめと法規制

大和田敢太

295 植物の奇妙な生活 : 電子顕微鏡で探る驚異の生存戦略

ヴォルフガング・シュトゥッピー

296 処女神 : 少女が神になるとき

植島啓司

297 所得税法 : 理論と計算 ８訂版

池本征男

298 知られざる文豪直木三十五 : 病魔・借金・女性に苦しんだ「畸人」

山崎国紀

299 (シリーズ Useful R ; 4) 戦略的データマイニング

金明哲

300 (シリーズ Useful R ; 8) 金融データ解析の基礎

金明哲

301 (シリーズ Useful R ; 9) ドキュメント・プレゼンテーション生成

金明哲

302 (シリーズ新・心の哲学 ; 1) 認知篇

信原幸弘

303 (シリーズ新・心の哲学 ; 2) 意識篇

信原幸弘

304 (シリーズ新・心の哲学 ; 3) 情動篇

信原幸弘

(新・minerva福祉ライブラリー ; 20) イギリスにおける高齢期のＱＯＬ : 多角的視点から生活
アラン・ウォーカー
の質の決定要因を探る
(新・minerva福祉ライブラリー ; 21) 独立型社会福祉士 : 排除された人びとへの支援を目指
306
高良麻子
して
305
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307 新・会社法講義 : 現代企業と法の展開

永田均

308 新・企業価値評価

伊藤邦雄

309 新解説世界憲法集 第3版

初宿正典

310 人工知能の方法 : ゲームからWWWまで

伊庭斉志

311 人口と感染症の数理 : 年齢構造ダイナミクス入門

ミンモ・イアネリ

312 新スーパーマーケット革命 : ビッグビジネスへのチェーン化軌道

桜井多恵子

313 心性史家アリエスとの出会い : “二十世紀末”パリ滞在記

中内敏夫

314 信託法講義

神田秀樹

315 振動工学の基礎 新装版

岩壺卓三

316 新トヨタ式「改善」の教科書 : 世界No.1に導いたものづくりの原点

若松義人

317

侵入・伝播と拡散方程式 (シリーズ・現象を解明する数学 = Introduction to
interdisciplinary mathematics: phenomena, modeling and analysis)

二宮広和

318 心理学データ分析と測定 : データの見方と心の測り方

岡本安晴

319 (心理学の世界 ; 専門編 ; 16) 数理心理学 : 心理表現の論理と実際

吉野諒三

320 (心理学の世界 ; 専門編 ; 18) 遺伝と環境の心理学 : 人間行動遺伝学入門

安藤寿康

321 人類とカビの歴史 : 闘いと共生と (朝日選書 : 902)

濱田信夫

322 スウェーデンの義務教育における「共生」のカリキュラム : "Samlevnad"の理念と展開

戸野塚厚子

323 数学 : 新たな数と理論の発見史 (歴史を変えた100の大発見)

リチャード・ビーティー

324 数学的コミュニケーションを展開する授業構成原理

金本良通

325 数学の計算回避のしかた (発見的教授法による数学シリーズ ; 別巻2)

秋山仁

326 数理社会学入門 (数理社会学シリーズ ; 1)

数土直紀

327 図解設計技術者のための有限要素法 実践編

栗崎彰

328 スタンフォード物理学再入門力学

レオナルド・サスキンド

329 スポーツと薬物の社会学 : 現状とその歴史的背景

アイヴァン・ウォディングトン

330 住友の歴史 . 上巻

住友史料館

331 住友の歴史 . 下巻

住友史料館

332 正義への責任

アイリス・マリオン・ヤング

333 政治学大図鑑

ポール・ケリー

334 (生物ミステリーPRO ; 1) エディアカラ紀・カンブリア紀の生物

土屋健

335 (生物ミステリーPRO ; 2) オルドビス紀・シルル紀の生物

土屋健

336 (生物ミステリーPRO ; 3) デボン紀の生物

土屋健

337 (生物ミステリーPRO ; 4) 石炭紀・ペルム紀の生物

土屋健

338 生命と自由 : 現象学、生命科学、そして形而上学

斎藤慶典

339 生命保険数学

ハンス・Ｕ．ゲルバー

340

生命論的デザイン科学としての数学教育学の課題と展望 : E.Ch.ヴィットマンの数学教育学
山本信也
の基本的視角
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341 世界遺産富岡製糸場

遊子谷玲

342 世界遺産百科 : 全981のユネスコ世界遺産

国際連合教育科学文化機関

343 世界記憶遺産百科 : 全244のユネスコ世界記憶遺産

国際連合教育科学文化機関

344 (世界史リブレット人 ; 75) ビリャとサパタ : メキシコ革命の指導者たち

国本伊代

345 (世界史リブレット人 ; 76) 西太后 : 清末動乱期の政治家群像

深澤秀男

346 世界精神マルクス : 1818-1883

ジャック・アタリ

347 世界で働くプロフェッショナルが語る東大のグローバル人材講義

江川雅子

348 世界の怪物・神獣事典 (シリーズ・ファンタジー百科) 普及版

キャロル・ローズ

349 世界はデタラメ : ランダム宇宙の科学と生活

ブライアン・クレッグ

350 世界民族百科事典

国立民族学博物館

351 瀬戸内海モダニズム周遊

橋爪紳也

352 線型代数講義 : 現代数学への誘い

高橋礼司

353 戦後責任 : アジアのまなざしに応えて

内海愛子

354 戦後とは何か : 政治学と歴史学の対話 . 上

福永文夫

355 戦後とは何か : 政治学と歴史学の対話 . 下

福永文夫

356 戦後日独関係史

工藤章

357 戦後日本公害史論

宮本憲一

358

戦後復興から高度成長へ : 民主教育・東京オリンピック・原子力発電 (記録映画アーカイ
丹羽美之
ブ ; 2)

359 戦争に隠された「震度７」 : 1944東南海地震1945三河地震

木村玲欧

360 戦略的データサイエンス入門 : ビジネスに活かすコンセプトとテクニック

フォスター・プロヴォスト

361

造船の技術 : どうやって巨大な船体を組み立てる？大きなエンジンは (サイエンス・アイ新
池田良穂
書 ; SIS-291)

362 ソーシャル・キャピタル「きずな」の科学とは何か

稲葉陽二

363 ソーシャル・キャピタルと格差社会 : 幸福の計量社会学

辻竜平

364 組織と市場 : 組織の環境適合理論 (Bibliotheque Chikura) 増補新装版

野中郁次郎

365 村落伝承論 : 『遠野物語』から 増補新版

三浦佑之

366 大英帝国博覧会の歴史 : ロンドン・マンチェスター二都物語

松村昌家

367 大河が伝えたベンガルの歴史 : 「物語」から読む南アジア交易圏 (世界歴史叢書)

鈴木喜久子

368 大学生のためのキャリアデザイン入門

岩上真珠

369 大学生のためのコーチングとファシリテーションの心理学

本山雅英

370 大学の戦略的広報 : 学校を変える秘密兵器

岩田雅明

371 大規模データのマイニング

アナンド・ラジャラマン

372 タイ語の基礎 増補新版

三上直光

373 大衆の幻像

竹内洋

374 大衆への反逆 (文春学藝ライブラリー)

西部邁

11/17

2014/9/24

2014年9月購入決定図書リスト
No.

書名

著者

375 台湾の企業戦略 : 経済発展の担い手と多国籍企業化への道

朝元照雄

376 タイを知るための72章 (エリア・スタディーズ ; 30) 第2版

綾部真雄

377 高木貞治とその時代 : 西欧近代の数学と日本

高瀬正仁

378 他者問題で解く心の科学史 (心の科学のための哲学入門 ; 2)

渡辺恒夫

379 たたかう地理学 : Active Geography

小野有五

380 多文化教育の充実に向けて : イギリスの経験、これからの日本

佐久間孝正

381 魂のレイヤー : 社会システムから心身問題へ

西川アサキ

382 ため池と水田の生き物図鑑 . 動物編 フィールド版

近藤繁生

383 多様性を拓く教師教育 : 多文化時代の各国の取り組み

経済協力開発機構

384 誰が星の王子さまを殺したのか : モラル・ハラスメントの罠

安冨歩

385 弾性体力学 : 変形の物理を理解するために (フロー式物理演習シリーズ ; 16)

中島淳一

386 地域経済論入門

松原宏

387 (地域公共人材叢書 ; 第3期第1巻) 持続可能な地域実現と大学の役割

白石克孝

388

(地域公共人材叢書 ; 第3期第2巻) 持続可能な都市再生のかたち : トリノ、バルセロナの
事例から

矢作弘

389 地域産業の永続性 : 発展を支える３つの要因

尹大栄

390 地域主権型道州制の総合研究 : 社会経済分析の視点から

江口克彦

391

地域ファミリー企業におけるビジネスシステムの形成と発展 : 日本の伝統産業における継
金泰旭
承と革新

392 地域包括ケアのすすめ : 在宅医療推進のための多職種連携の試み

東京大学高齢社会総合研究機構

393 地下資源の科学 : おもしろサイエンス (B&Tブックス)

西川有司

394 (ちくま学芸文庫 ; [フ29-5]) 数理物理学の方法 : ノイマン・コレクション

ジョン・フォン・ノイマン

395 (ちくま学芸文庫 ; [モ14-1]) 応用数学夜話 : 現象と数理と統計

森口繁一

396 知識基盤社会を生き抜く子どもを育てる (シリーズ新しい学びの潮流 ; 1)

奈須正裕

397 千島列島をめぐる日本とロシア

秋月俊幸

398 父が息子に語るマクロ経済学

斉藤誠

399 中国社会の基層変化と日中関係の変容

愛知大学国際中国学研究センター

400 中国の「近代」を問う : 歴史・記憶・アイデンティティ (汲古選書 ; 70)

孫江

401

中国の資本主義をどうみるのか : 国有・私有・外資企業の実証分析 (シリーズ社会・経済
徐涛
を学ぶ)

402 中国の歴史認識はどう作られたのか

ジョン・ワン

403 中世史料との対話

村井章介

404 中東民族問題の起源 : オスマン帝国とアルメニア人

佐原徹哉

405 超・宇宙を解く : 現代天文学演習

福江純

406 超伝導の基礎 第3版

丹羽雅昭

407 著作権法案内 (勁草法学案内シリーズ)

半田正夫

408 地理へのいざない

大岳幸彦
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409 津波災害と近代日本

北原糸子

410 ディズニーランド化する社会で希望はいかに語りうるか : テクノロジーと身体の遊戯

長谷川一

411 テキストブック現代の金融 第３版

古川顕

412

デジタル環境下における出版ビジネスと図書館 : ドキュメント「立命館大学文学部湯浅ゼ
ミ」

湯浅俊彦

413 哲学カフェのつくりかた (シリーズ臨床哲学 ; 第2巻)

カフェフィロ

414 デリダ、ルーマン後の正義論 : 正義は〈不〉可能か

グンター・トイブナー

415 伝記小泉信三

神吉創二

416 天気と気象100 : 一生付き合う自然現象を本格解説

饒村曜

417 電磁界応用工学 (新・電気システム工学 ; TKE-21)

小田哲治

418 電磁気 (アルテ21)

高木正蔵

419 電磁気学ノート

長嶋秀世

420 ドイツ史研究入門

木村靖二

421 同訓異字

白川静

422 統計学をまる裸にする : データはもう怖くない

チャールズ・ウィーラン

423 統計力学入門 : 化学の視点から

田中一義

424 統治構造の憲法論

毛利透

425 動物園学入門

村田浩一

426 動物行動の分子生物学 (新・生命科学シリーズ)

久保健雄

427 読書の歴史を問う : 書物と読者の近代

和田敦彦

428 読書礼讃

アルベルト・マングェル

429 土壌生成分類学 改訂増補版

永塚鎮男

430 図書館情報学概論

リチャード・Ｅ．ルービン

431 トポロジカル絶縁体入門

安藤陽一

432 長さ測定べからず集 : 正しい測定工具の使い方&測定作業の行い方

ミツトヨ計測学院

433 謎解きギリシア神話

吉田敦彦

434 夏目漱石周辺人物事典

原武哲

435 なるほど図解会社法のしくみ (CK books) 第２版

今津泰輝

436 ニッポン周遊記 : 町の見つけ方・歩き方・つくり方

池内紀

437 日本キリスト教社会福祉の歴史

日本キリスト教社会福祉学会

438 日本経済の常識 : 制度からみる経済の仕組み

中原隆幸

439 日本国憲法の日本語文法

中村幸弘

440 日本語の配慮表現の多様性 : 歴史的変化と地理的・社会的変異

野田尚史

441 日本語文法事典

日本語文法学会

442 日本産アリ類図鑑

寺山守
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日本人研究者のための120%伝わる英語対話術 : ネイティブの発音＆こなれたフレーズで
443
研究室・国際学会を勝ち抜く英語口をつくる!

著者
浦野文彦

444 日本地理学人物事典 . 現代編 1

岡田俊裕

445 日本とフランスの遺跡保護 : 考古学と法・行政・市民運動

稲田孝司

446 日本の霊山読み解き事典

西海賢二

447 日本の外国人学校 : トランスナショナリティをめぐる教育政策の課題

志水宏吉

448 日本の科学者101

村上陽一郎

449 日本の国家主義 : 「国体」思想の形成

尾藤正英

450 日本の地震地図 : 南海トラフ・首都直下地震対応版

岡田義光

451 日本の神話・伝説を歩く

吉元昭治

452 日本の夫婦 : パートナーとやっていく幸せと葛藤

柏木恵子

453 日本仏教と庶民信仰

五来重

454 日本をめぐる安全保障これから10年のパワー・シフト : その戦略環境を探る

渡辺昭夫

455 乳児の対人感覚の発達 : 心の理論を導くもの

マリア・レゲァスティ

456 人間形成と承認 : 教育哲学の新たな展開

ローター・ヴィガー

457 人間理解のための心理学

中城進

458 (ネイチャーガイド・シリーズ) 岩石と鉱物 : 手のひらに広がる岩石・鉱物の世界

ロナルド・ルイス・ボネウィッツ

459 (ネイチャーガイド・シリーズ) 恒星と惑星 : 手のひらに広がる夜空の世界

ロバート・ディンウィディー

460 脳と人体探求

笹山雄一

461 パーフェクト・セオリー : 一般相対性理論に挑む天才たちの100年

ペドロ・Ｇ．フェレイラ

462 パーフェクトRuby on Rails (Perfect series ; 07)

すがわらまさのり

463 背信の科学者たち : 論文捏造はなぜ繰り返されるのか?

ウイリアム・Ｊ．ブロード

464 敗戦とハリウッド : 占領下日本の文化再建

北村洋

465 バイリンガリズム入門

山本雅代

466 パキスタン政治史 : 民主国家への苦難の道 (世界歴史叢書)

中野勝一

467 博物館教育の原理と活動 : すべての人の学びのために

駒見和夫

468 博物館展示と地域社会 : 民俗文化史からのまなざし

西海賢二

469 はじめての手話 : 初歩からやさしく学べる手話の本 改訂新版

木村晴美

470 はじめての電気工学

臼田昭司

471 はじめようExcelでビッグデータ分析

前野好太郎

472 「場所」から読み解く世界児童文学事典

藤田のぼる

473 発達障害のある人の大学進学 : どう選ぶかどう支えるか

高橋知音

474 花森安治伝 : 日本の暮しをかえた男

津野海太郎

475 パリという首都風景の誕生 : フランス大革命期から両大戦間まで

澤田肇

476 ハロウィーンの文化誌

リサ・モートン
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477 ビールの歴史 (「食」の図書館)

ギャビン・Ｄ．スミス

478 比較文化のまなざし

丸橋良雄

479 東アジアの覚醒 : 近代日中知識人の自他認識

徐興慶

480 光科学の世界

大阪大学光科学センター

481 光技術入門 第2版

堀内敏行

482 光メタマテリアルの基礎

Ｍｉｋｈａｉｌ Ａ．Ｎｏｇｉｎｏｖ

483 悲嘆の中にある人に心を寄せて : 人は悲しみとどう向かい合っていくのか

高木慶子

484 「ビジネス法務」集中講義 : 実務対応をステークホルダーごとに学ぶ

大久保紀彦

485 ビッグデータを活かす技術戦略としてのテキストマイニング

菰田文男

486 人は時代といかに向き合うか

三谷太一郎

487 (人をあるく) 豊臣秀吉と大坂城

跡部信

488 (人をあるく) 松尾芭蕉と奥の細道

佐藤勝明

489 皮膚 : 文学史・身体イメージ・境界のディスクール

クラウディア・ベンティーン

490 ヒューマンエラー 完訳版

ジェームズ・リーズン

491 病院のアート : 医療現場の再生と未来 (アートミーツケア叢書 ; 1)

アートミーツケア学会

492 表現の指導法 (保育・幼児教育シリーズ)

田澤里喜

493 「平等」理念と政治 : 大正・昭和戦前期の税制改正と地域主義

佐藤健太郎

494 費用負担の経済学 : 地方公共交通の歴史分析

関谷次博

495 ヒロシマ戦後史 : 被爆体験はどう受けとめられてきたか

宇吹暁

496 ヒンドゥー教の歴史 (宗教の世界史 ; 2)

立川武蔵

497 (フィールドの生物学 ; 13) イマドキの動物ジャコウネコ : 真夜中の調査記

中島啓裕

498 (フィールドの生物学 ; 14) 裏山の奇人 : 野にたゆたう博物学

小松貴

499 不可能の証明へ (大数学者の数学 ; 11 . アーベル ; 前編)

高瀬正仁

500 福沢諭吉と朝鮮問題 : 「朝鮮改造論」の展開と蹉跌

月脚達彦

501 福祉工学への招待 : ヒトの潜在能力を生かすモノづくり (叢書・知を究める ; 3)

伊福部達

502 二葉亭四迷 : くたばってしまえ (ミネルヴァ日本評伝選)

村上孝之

503 二人で紡いだ物語 (中公文庫 ; [よ-44-1])

米沢富美子

504 仏教がつなぐアジア : 王権・信仰・美術

佐藤文子

505 プラトンを学ぶ人のために

内山勝利

506 フランスに学ぶ男女共同の子育てと少子化抑止政策

富士谷あつ子

507 ブルトマンとナチズム : 「創造の秩序」と国家社会主義

ルドルフ・カルル・ブルトマン

508 プレイセラピー : 関係性の営み 新版

ゲリー・Ｌ．ランドレス

509 フロー・マイクロ合成 : 基礎から実際の合成・製造まで (DOJIN ACADEMIC SERIES ; 7)

吉田潤一

510 プロフェッションの生成と世代継承

岡本祐子
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511 フロントランナー挑戦する科学者

日経サイエンス編集部

512 文明と文化の思想

松宮秀治

513 変動期の公共政策 : 変容する行政への理論的接近とその実際

安章浩

514 変貌するイラン : イスラーム共和国体制の思想と核疑惑問題

駒野欽一

515 『ボヴァリー夫人』論

蓮実重彦

516 方程式のはなし : 式をたて解くテクニック 改訂版

大村平

517 法然の思想親鸞の実践

佐々木正

518 北極・南極・高山・孤立系 (世界自然環境大百科 ; 9)

ラモン・フォルチ

519 本は死なない : Amazonキンドル開発者が語る「読書の未来」

ジェイソン・マーコスキー

520 マグネシウム (現場で生かす金属材料シリーズ)

日本マグネシウム協会

521 マネジメントの心理学 : 産業・組織心理学を働く人の視点で学ぶ

伊波和恵

522

マルチフェロイクス : 物質中の電磁気学の新展開 (基本法則から読み解く物理学最前線 ;
有馬孝尚
2)

523 丸山眞男とハイデガー : 近代・近代化を焦点に

岡田紀子

524 丸山眞男話文集 . 続2

丸山真男

525 マンガを「見る」という体験 : フレーム、キャラクター、モダン・アート

鈴木雅雄

526 未完の戦時下抵抗 : 屈せざる人びとの軌跡

田中伸尚

527 身につく韓日・日韓辞典

尹亭仁

528 耳を傾ける技術

レス・バック

529 未来をデザインする政策構想の政治学

中道寿一

530 民法 (伊藤真ファ－ストトラックシリーズ ; 2)

伊藤塾

531 民話の地理学 (シリーズ妖怪文化の民俗地理 ; 1)

佐々木高弘

532 メディアの臨界 : 紙と電子のはざまで

粉川哲夫

533 百舌鳥古墳群をあるく : 巨大古墳・全案内

久世仁士

534 やさしい機械図面の見方・描き方 改訂２版

住野和男

535 やさしく学ぶ認知行動療法

長尾博

536 やさしく学べる乳幼児の発達心理学 : 妊娠、出産から子育てまで

田中亜裕子

537 靖国神社と幕末維新の祭神たち : 明治国家の「英霊」創出

吉原康和

538 柳田方言学の現代的意義 : あいさつ表現と方言形成論

小林隆

539 山田耕筰 : 作るのではなく生む (ミネルヴァ日本評伝選)

後藤暢子

540 養育事典

芹沢俊介

541 養護教諭の社会学 : 学校文化・ジェンダー・同化

すぎむらなおみ

542 乱流の数値シミュレーション 改訂版

梶島岳夫

543 リキッド化する世界の文化論

ジグムント・バウマン

544 (立法学のフロンティア ; 1) 立法学の哲学的再編

井上達夫

16/17

2014/9/24

2014年9月購入決定図書リスト
No.

書名

著者

545 (立法学のフロンティア ; 2) 立法システムの再構築

西原博史

546 (立法学のフロンティア ; 3) 立法実践の変革

井田良

547 (立命館大学人文学企画叢書 ; 01) 間文化性の哲学

谷徹

548 (立命館大学人文学企画叢書 ; 02) 災害の地理学

吉越昭久

549 リベラルな徳 : 公共哲学としてのリベラリズムへ

スティーヴン・マシード

550 粒子法入門 : 流体シミュレーションの基礎から並列計算と可視化まで

越塚誠一

551 量から質に迫る : 人間の複雑な感性をいかに「計る」か

村井源

552 良妻賢母主義から外れた人々 : 湘煙・らいてう・漱石

関口すみ子

553 領土という病 : 国境ナショナリズムへの処方箋

岩下明裕

554 臨床家のためのDSM-5虎の巻

森則夫

555 冷戦期日韓安全保障関係の形成

崔慶原

556 冷戦と福祉国家 : ヨーロッパ1945～89年

ハルトムート・ケルブレ

557 例題で学ぶ航空工学 : 旅客機・無人飛行機・模型飛行機・人力飛行機・鳥の飛行

片柳亮二

558 歴史のなかのミュージアム : 驚異の部屋から大学博物館まで

安高啓明

559 歴史を繰り返すな

坂野潤治

560 歴史を読み替えるジェンダーから見た世界史

三成美保

561 労働法の現在 : 流動化する労働法規制の諸様相 (松山大学研究叢書 ; 第79巻)

村田毅之

562 論文ゼミナール

佐々木健一

563 「論文を書く」ということ : 憂鬱な知的作業のすすめ

小磯明

564 私はリズム＆ブルースを創った : 〈ソウルのゴッドファーザー〉自伝

ジェリー・ウェクスラー
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