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1 A Course on Cooperative Game Theory.

Chakravarty, Satya R.

2 American Medical Association Manual of Style : A Guide for Authors and Editors 10TH

Iverson, Cheryl

3 A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics. 4TH

Landau, David P.

4 A Guided Tour of Mathematical Methods for the Physical Sciences. 3RD

Snieder, Roel

5 A Student's Guide to Numerical Methods.

Hutchinson, Ian H.

6 .(Aiaa Education Series) Aircraft Design : A Conceptual Approach 5TH

Raymer, Daniel P.

7 Academic Integrity : Study & Guide. (PAP)

Oyekan, Olugbenro

8

Academic Integrity in the Twenty-First Century : A Teaching and Learning Imperative.
(PAP) .(Ashe Higher Education Report ; v. 33, no. 5)

Aehe

9 (Aiaa Education Series) Fundamentals of Aircraft and Airship Design : Aircraft Design. . 1 Nicolai, Leland M.
10 (Aiaa Education Series) Introduction to Flight Testing and Applied Aerodynamics.

Mccormick, Barnes W.

11 (Aiaa Education Series) Numerical Computation of Compressible and Viscous Flow.

MacCormack, Robert W.

12 An Exploration of Dynamical Systems and Chaos. (PAP) Compl. rev. and enl. 2nd ed.

Argyris, J. H.

13 Basics of Aerothermodynamics. 2nd rev. Ed.

Hirschel, E. H.

14 Computational Fluid Dynamics : Principles and Applications. 3RD

Blazek, Jiri

15 Capital in the Twenty-First Century.

Piketty, Thomas

16

(Cambridge Aerospace Series.) Applied Computational Aerodynamics : A Modern
Engineering Approach.

Cummings, Russell M.

17 (Cambridge Aerospace Series.) Fundamentals of Aerospace Navigation and Guidance.

Kabamba, Pierre T.

18 Cheating Lessons : Learning from Academic Dishonesty.

Lang, James M.

19 Climate and Ancient Societies.

Kerner, Susanne

20

Climate Change Adaptation and Mitigation Management Options : A Guide for Natural
Resource Managers in Southern Forest Ecosystems.

Vose, James M. (EDT)

21 Climate Dynamics.

Cook, Kerry H.

22 Climate Modeling for Scientists and Engineers. (PAP)

Drake, John B.

23 Cloud Dynamics. (International Geophysics Series.) 2ND

Houze, Robert A., Jr.

24 Computational Methods for Two-Phase Flow and Particle Transport. (PAP) PAP/CDR

Lee, Wen Ho

25 Creating a Culture of Academic Integrity : A Toolkit for Secondary Schools. (PAP)

Wangaard, David B.

26 From Inquiry to Academic Writing : A Text and Reader. (PAP) 2nd ed.

Greene, Stuart

27 Forests and Global Change. (PAP) (Ecological Reviews.)

Coomes, David A. (EDT)

28

Guiding Students from Cheating and Plagiarism to Honesty and Integrity : Strategies for
Change. (PAP)

Lathrop, Ann
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29 Game Theory : A Comprehensive Introduction.

Keiding, Hans

Handbook of Climate Change and Agroecosystems (2-Volume Set) : The Agricultural
30 Model Intercomparison and Improvement Project Integrated Crop and Economic
Assessments. (ICP Series on Climate Change Impacts, Adaptation, and Mitigation.)

Rosenzweig, Cynthia (EDT)

31 Hydrodynamics and Nonlinear Instabilities. (PAP)

Godreche, Claude (EDT)

32 Hydrothermal Analysis in Engineering Using Control Volume Finite Element Method. (PAP) Sheikholeslami, Mohsen
33 Introducing Research Methodology : A Beginner's Guide to Doing a Research Project. 2ND Flick, Uwe
34 Le Petit Larousse Illustre 2015.

Collectif

35 Mathematical Methods in Engineering.

Powers, Joseph M.

36 Matter & Interactions : Modern Mechanics / Electric and Magnetic Interactions. . 1-2 4TH Chabay, Ruth W.
37

Modeling Atmospheric and Oceanic Flows : Insights from Laboratory Experiments and
Numerical Simulations. (Geophysical Monograph)

Von Larcher, Thomas (EDT)

38 More Physics with Matlab. PCK HAR/PS

Green, Dan

39 Plagiarism, the Internet and Student Learning : Improving Academic Integrity. (PAP)

Sutherland-smith, Wendy

40 Properties of Gases and Liquids. (PAP) 5 Rev Ed

Poling, Bruce E.

41 Physics for Scientists and Engineers. 9th ed.

Serway, Raymond A.

42 Publication Manual of the American Psychological Association. 6TH

American Psychological Association

43 Quantum Mechanics : Concepts and Applications. (PAP) 2ND

Zettili, Nouredine

44

Remote Sensing Time Series-Revealing Land Surface Dynamics. (Remote Sensing and
Digital Image Processing. ; Vol. 22)

45

Stable Solutions of Elliptic Partial Differential Equations.(Monographs and Surveys in Pure
Dupaigne, Lous
and Applied Maths. ; 143)

46

Student Cheating & Plagiarism to the Internet Era : A Wake-Up Call for Educators &
Parents. (PAP)

Lathrop, Ann

47

Transport Phenomena in Multiphase Flows. (Fluid Mechanics and Its Applications. ; Vol.
112)

Mauri, R.

Kuenzer, C. (EDT)

48 Turbulence : An Introduction for Scientists and Engineers. (PAP)

Davidson, Peter A.

49 The Academic's Handbook. (PAP) 3RD

Deneef, A. Leigh (EDT)

50

The Acs Style Guide : Effective Communication of Scientific Information.(An American
Chemical Society Publication) 3RD

Coghill, Anne M. (EDT)

51 The Associated Press Stylebook 2015. (PAP) 46th ed.

Associated Press (COR)

52 The Management of Scientific Integrity within Academic Medical Centers. (PAP)

Snyder, Peter

53 Urban Ecology : Science of Cities.

Forman, Richard T. T.

54 （Ｉ／O ｂｏｏｋｓ) 物理の小箱 : 身の回りの現象の「理屈」を「物理」で考える

一宮彪彦

55 （Ｉ／O ｂｏｏｋｓ) ＬＡＴＥＸ論文作成マニュアル : 「論文」の書き方と「ＬＡＴＥＸ」の使い方

赤間世紀

56 「愛国」の技法 : 神国日本の愛のかたち

早川タダノリ
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57 アイドルはどこから : 日本文化の深層をえぐる

篠田正浩

58 アインシュタインｖｓ．量子力学 : ミクロ世界の実在をめぐる熾烈な知的バトル

森田邦久

59 アカデミックライティング入門 : 英語論文作成法 第２版

吉田友子

60 阿Ｑの連帯は可能か？ : 来たるべき東アジア共同体のために

丸川哲史

61 朝日新聞「吉田調書報道」は誤報ではない : 隠された原発情報との闘い

海渡雄一

62 アジア学の宝庫、東洋文庫 : 東洋学の史料と研究

東洋文庫

63 アジアの社会保障

増田雅暢

64 （アジ研選書 . Ｎｏ．３２） エジプト動乱 : １．２５革命の背景

伊能武次

65 （アジ研選書 . Ｎｏ．３４） 躍動するブラジル : 新しい変容と挑戦

近田亮平

66 アニメーション、折りにふれて

高畑勲

67 安倍医療改革と皆保険体制の解体 : 成長戦略が医療保障を掘り崩す

岡崎祐司

68 アメリカと戦争 : １７７５－２００７

ケネス・Ｊ．ヘイガン

69 アラビア哲学 : 回教哲学

井筒俊彦

70 アラブ・イスラエル紛争地図

マーティン・ギルバート

71

いざというとき学校現場で役に立つ食物アナフィラキシー対応ガイドブック : 防ぎたい迷わな
兵庫食物アレルギー研究会
い

72 イーストウッドの男たち : マスキュリニティの表象分析

ドゥルシラ・コーネル

73 伊勢崎賢治の平和構築ゼミ

伊勢崎賢治

74 異端論争の彼方へ : 埴谷雄高・花田清輝・吉本隆明とその時代

野崎六助

75 井筒俊彦 : 叡知の哲学

若松英輔

76 異文化理解の落とし穴 : 中国・日本・アメリカ

張競

77 いま死刑制度を考える

井田良

78 医療経済学講義

橋本英樹

79 インテリジェンス : 機密から政策へ

マーク・Ｍ．ローエンタール

80 インドの軍事力近代化 : その歴史と展望

スティーヴン・フィリップ・コーエン

81 Ｗｅｂエンジニアの教科書

佐々木達也

82 宇沢弘文の経済学 : 社会的共通資本の論理

宇沢弘文

83 失われた日本の景観 : 「まほろばの国」の終焉

浅見和彦

84 宇宙の物質はどのようにできたのか : 素粒子から生命へ

日本物理学会
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85 美しい幾何学

エリ・マオール

86 海を読み、魚を語る : 沖縄県糸満における海の記憶の民族誌

三田牧

87 映画で読み解く現代アメリカ : オバマの時代

小沢奈美恵

88 英国労働者教育史

マーガレット・トレイビュー・ホッジェン

89 英米と日本の近代化比較 : 文化から組織へ

小林正彬

90 Ｅｘｃｅｌで考える統計学

山中馨

91 Ｅｘｃｅｌで学ぶ熱力学と統計力学

山本将史

92 S・P・ハービソン3世とG・L・スティール・ジュニアのCリファレンスマニュアル ＯＤ版

サミュエル・Ｐ．ハービソン

93 越境する障害者 : アフリカ熱帯林に暮らす障害者の民族誌

戸田美佳子

94 エッセンシャル化学

尾崎幸洋

95 エピソード物理化学 第２版

後藤了 編著

96 ＭＬＡ英語論文作成ガイド : 補遺・ＡＰＡ方式

ジョゼフ・Ｆ．トリマー

97 欧州グローバル化の新ステージ

朝日吉太郎

98 沖縄返還と通貨パニック

川平成雄

99 ＯＤＡの経済学 第３版

小浜裕久

100 折口信夫芸能史講義 : 池田彌三郎ノート . 戦後篇 上

折口信夫

101 オリジンから考える

鶴見俊輔

102 降りる思想 : 江戸・ブータンに学ぶ

田中優子

103 オーロラの謎 : 南極・北極の比較観測（極地研ライブラリー）

佐藤夏雄

104 終わりなき危機君はグローバリゼーションの真実を見たか

水野和夫

105 終わりなき世界金融危機 : バブルレス・エコノミーの時代

山口義行

106 外国人の人権へのアプローチ

近藤敦

107 科学が好きになる２２のヒントと実践(ヤングサイエンス選書)

東京応化科学技術振興財団

108 科学の健全な発展のために : 誠実な科学者の心得

日本学術振興会

109 科学論文はこう作る！ : 作成ツール使いこなし術

児島将康

110

科学論文のミスコンダクト : ねつ造改ざん盗用といわれない論文の書き方とは？責任ある
オーサーシップとは？

山崎茂明

111 格差の世界経済史

グレゴリー・クラーク

112 核兵器のない世界へ : 理想への現実的アプローチ

黒沢満
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113 確率論 (共立講座数学の魅力 . ４)

新井仁之

114 懸け橋 : オバマとブラック・ポリティクス . 上

デイビッド・レムニック

115 懸け橋 : オバマとブラック・ポリティクス . 下

デイビッド・レムニック

116 果樹園芸学

米森敬三

117 仮想通貨 : 技術・法律・制度

岡田仁志

118 学校で教えない大恐慌・ニューディール

ロバート・Ｐ．マーフィー

119 勝った中国・負けた日本 : －記事が映す断絶八年の転変－（一九四五年～一九五二年）

田畑光永

120 「河内学」の世界

大阪経済法科大学河内学研究会

121 河原ノ者・非人・秀吉

服部英雄

122 環境生物学序論 改訂版

南基泰

123 環境保護制度の基礎 第３版

勝田悟

124 観光空間の生産と地理的想像力

神田孝治

125 観光サービス論 : 観光を初めて学ぶ人の１４章

安田亘宏

126 議院内閣制 (シリーズ日本の政治 . １)

川人貞史

127 幾何のおもしろさ(数学入門シリーズ 新装版)

小平邦彦

128 危機と雇用 : 災害の労働経済学

玄田有史

129 技術システムの神話と現実 : 原子力から情報技術まで

吉岡斉

130 技術者の倫理 改訂版

林真理

131 基礎解説力学

守田治

132 基礎分析化学

小熊幸一

133 求積法のさきにあるもの : 微分方程式は解ける

磯崎洋

134 ９９％のための経済学入門 : マネーがわかれば社会が見える

山田博文

135 教育は何をなすべきか : 能力・職業・市民

広田照幸

136 驚異の植物 花の不思議 : 知られざる花と植物の世界 (ニュートンムック)

水谷仁

137 教師の心が折れるとき : 教員のメンタルヘルス実態と予防・対処法

井上麻紀

138 行政救済法論

後藤光男

139 京都まちかど遺産めぐり : なにげない風景から歴史を読み取る

千田稔

140 行列とベクトルのはなし : 線形代数の基礎 改訂版

大村平
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141 曲面結び目理論(シュプリンガー現代数学シリーズ)

鎌田聖一

142 近畿の名城を歩く . 滋賀・京都・奈良編

仁木宏

143 近世大坂と被差別民社会

寺木伸明

144 クリエイティブ経済

国際連合貿易開発会議

145 グローバリゼーションと暴力 : マイノリティーの恐怖

アルジュン・アパデュライ

146 グローバルコミュニケーションのための英語学概論

井上逸兵

147 “経済”を審問する : 人間社会は“経済的”なのか？

西谷修

148 経済学は人びとを幸福にできるか

宇沢弘文

149 経済学は何をすべきか

岩井克人

150 経済の未来 : 世界をその幻惑から解くために

ジャン・ピエール・デュピュイ

151 経済リスクと確率論 (アクチュアリー数学シリーズ)

黒田耕嗣

152 現代の超克 : 本当の「読む」を取り戻す

中島岳志

153 現代アジアの女性たち : グローバル化社会を生きる

福原裕二

154 現代アラブ・メディア : 越境するラジオから衛星テレビへ

千葉悠志

155 現代生命科学

東京大学

156 現代中国政治概論 : そのダイナミズムと内包する課題

熊達雲

157 現代日本写真アーカイブ : 震災以後の写真表現２０１１－２０１３

飯沢耕太郎

158 現代日本の政治と外交 . ７ : 日本と韓国 (現代日本の政治と外交 ７)

猪口孝

159 現代日本法へのカタバシス

木庭顕

160 現代日本民法の基礎を問う : 笑うケースメソッド

木庭顕

161 現代の国際通貨制度 (松山大学研究叢書)

松浦一悦

162 現代の差別と排除をみる視点 (差別と排除の「いま」)

町村敬志

163

現代の事例から学ぶサイエンスコミュニケーション : 科学技術と社会とのかかわり，その課
ジョン・Ｋ．ギルバート
題とジレンマ

164 現場で使える美術著作権ガイド

甲野正道

165 憲法改正問題資料

渡辺治

166 公共経営学入門

松永佳甫

167 皇族元勲と明治人のアルバム : 写真師丸木利陽とその作品

研谷紀夫

168 国際共生とは何か : 平和で公正な世界へ（国際共生研究所叢書）

黒沢満
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169 国際経済学をつかむ (Ｔｅｘｔｂｏｏｋｓ ｔｓｕｋａｍｕ) 第２版

石川城太

170 国際私法

広江健司

171 国際社会学

宮島喬

172 国際社会と法 : 国際法・国際人権法・国際経済法

横田洋三

173 〈極私的〉６０年代追憶 : 精神のリレーのために

太田昌国

174 国民アイデンティティの創造 : 十八～十九世紀のヨーロッパ

アンヌ・マリ・ティエス

175 ここまで進んだ！飛躍する農学（シリーズ２１世紀の農学）

日本農学会

176 心とお金を繋ぐ地域金融

甲斐良隆

177 心の闇 : 無差別殺傷事件はなぜ起きたのか

中西宣雄

178

個人情報保護法の逐条解説 : 個人情報保護法・行政機関個人情報保護法・独立行政法
第４版

宇賀克也

179 「古代学」とは何か : 展望と課題

上田正昭

180 古代の都市と条里

条里制・古代都市研究会

181 国家と社会の基本法 第３版

上野幸彦

182 国家の歴史社会学 再訂訳版

ベルトラン・バディ

183 国境を越えた日本美術史 : ジャポニスムからジャポノロジーへの交流誌1880−1920

南明日香

184 コトラー ソーシャル・マーケティング : 貧困に克つ７つの視点と１０の戦略的取り組み

フィリップ・コトラー

185 コーポレート・ファイナンスの考え方

古川浩一

186 これから論文を書く若者のために 究極の大改訂版

酒井聡樹

187 これだけはつかみたい微分積分

来嶋大二

188 今日の食と農を考える

樫原正澄

189 コンピュータネットワークセキュリティ

八木毅

190

細胞分離・操作技術の最前線(CMCテクニカルライブラリー;
バイオテクノロジーシリーズ) 普及版

福田敏男

191 材料の速度論 : 拡散，化学反応速度，相変態の基礎

山本道晴

192 里山学講義

村澤真保呂

193 サルトル伝 : １９０５－１９８０ . 上

アニー・コーエン・ソラル

194 サルトル伝 : １９０５－１９８０ . 下

アニー・コーエン・ソラル

195 ＧＨＱ知られざる諜報戦 : ウィロビー回顧録

チャールズ・Ａ．ウィロビ

196 ジェンダー法学入門 (法律文化ベーシック・ブックス) 第２版

三成美保
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197 資源と環境の経済学 : ケーススタディで学ぶ

馬奈木俊介

198 自然科学のとびら : 生命・宇宙・生活

溝口元

199 知っておきたい機械系技術用語

機械保全技術研究会

200 室内植物があなたを救う : シックハウス対策、空気浄化、環境調節、ストレス回復

孫基哲

201 資本主義の現在 : 資本蓄積の変容とその社会的影響

豊福裕二

202 資本主義の世界史 : １５００－２０１０ 増補新版

ミシェル・ボー

203 資本の〈謎〉 : 世界金融恐慌と２１世紀資本主義

デーヴィド・ハーヴィ

204 『資本論』ノート : 共産主義への必然性はなかった

江島正東

205 社会意識からみた日本 : 階層意識の新次元

数土直紀

206 社会教育福祉の諸相と課題 : 欧米とアジアの比較研究

松田武雄

207 社会主義 : その成長と帰結

ウィリアム・モリス

208 社会喪失の時代 : プレカリテの社会学

ロベール・カステル

209 社会の道徳

ニクラス・ルーマン

210 獣医免疫学 (獣医学教育モデル・コア・カリキュラム準拠)

池田輝雄

211 宗教の社会貢献を問い直す : ホームレス支援の現場から(関西学院大学研究叢書)

白波瀬達也

212 修道院の歴史 : 聖アントニオスからイエズス会まで (創元世界史ライブラリー)

杉崎泰一郎

213 １８歳の著作権入門(ちくまプリマー新書)

福井健策

214

省エネモータの原理と設計法 : 永久磁石同期モータの基礎から設計・制御まで(設計技術シ
森本茂雄
リーズ)

215 障害者権利擁護運動事典

フレッド・ペルカ

216 (商学双書) 国際金融と経済 : 国際マクロ経済学入門 .

谷内満

217 (商学双書) 社会保障論 .

土田武史

218 勝者なき戦争 : 世界戦争の二〇〇年

イアン・Ｊ．ビッカートン

219 消費者法講義 第４版

日本弁護士連合会

220 昭和天皇実録 : 第1:自明治三十四年至大正二年

宮内庁

221 昭和天皇実録 : 第2:自大正三年至大正九年

宮内庁

222 昭和立憲制の再建 : １９３２～１９４５年

米山忠寛

223 初期マルクスを読む

長谷川宏

224 食品ロスの経済学

小林富雄
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225 植物が出現し、気候を変えた

デイヴィッド・ビアリング

226 植物気候学

福岡義隆

227 植物生態学

大原雅

228 ジョルジョ・アガンベン(シリーズ現代思想ガイドブック)

アレックス・マリー

229 知らないとあぶない！著作権トラブル

富樫康明

230

(シリーズいま日本の「農」を問う) 遺伝子組換えは農業に何をもたらすか : 世界の穀物流
通と安全性

231

(シリーズいま日本の「農」を問う) 環境と共生する「農」 : 有機農法・自然栽培・冬期湛水農
古沢広祐
法

椎名隆

232 史料が語る三井のあゆみ : 越後屋から三井財閥

三井文庫

233 資料で学ぶ国際関係 第２版

佐道明広

234 人工衛星の軌道概論

川瀬成一郎

235 震災と経済(大震災に学ぶ社会科学 ４)

村松岐夫

236 震災ビッグデータ : 可視化された〈３・１１の真実〉〈復興の鍵〉〈次世代防災>

阿部博史

237 「新訳」大転換 : 市場社会の形成と崩壊

カール・ポラーニ

238 （心理学叢書） 本当のかしこさとは何か : 感情知性（ＥＩ）を育む心理学

箱田裕司

239 （心理学叢書） 無縁社会のゆくえ : 人々の絆はなぜなくなるの？

高木修

240 森林教育

大石康彦

241 森林集水域の物質循環調査法（生態学フィールド調査法シリーズ）

柴田英昭

242 森林の江戸学 : 徳川の歴史再発見 . ２

徳川林政史研究所

243 新わかりやすいＪａｖａ . 入門編

川場隆

244 数学史の小窓

中村滋

245

図解でよくわかる発酵のきほん : 発酵のしくみと微生物の種類から、食品・製薬・環境テクノ
舘博
ロジーまで

246 図解特攻のすべて

近現代史編纂会

247 図解入門よくわかる分子生物学の基本としくみ（メディカルサイエンスシリーズ） 第２版

井出利憲

248 すごい！ｉＰＳ細胞

斎藤勝裕

249 図説古代エジプト人物列伝

トビー・ウィルキンソン

250 図説 日本の湖

森和紀

251 スティグリッツの経済学「見えざる手」など存在しない

藪下史郎

252

スバラシク実力がつくと評判の熱力学キャンパス・ゼミ : 大学の物理がこんなに分かる！単
馬場敬之
位なんて楽に取れる！ 改訂2
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253 図表でみる世界の主要統計 : ＯＥＣＤファクトブック . ２０１４年版

経済協力開発機構

254 図表でみる世界の年金 : ＯＥＣＤインディケータ . ２０１３年版

経済協力開発機構

255 スマート・テロワール : 農村消滅論からの大転換

松尾雅彦

256 スマート・パワー : ２１世紀を支配する新しい力

ジョーゼフ・Ｓ．ナイ

257 政治と歴史 : エコール・ノルマル講義１９５５－１９７２

ルイ・アルチュセール

258 整数と平面格子の数学（数学のかんどころ）

桑田孝泰

259 生物学と医学のための物理学

ポール・ダヴィドヴィッツ

260 生物活性分子のケミカルバイオロジー : 標的同定と作用機構(ＣＳＪ Ｃｕｒｒｅｎｔ Ｒｅｖｉｅｗ)

日本化学会

261 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 第２版 飯島史朗
262 生命科学の欲望と倫理 : 科学と社会の関係を問いなおす

橳島次郎

263 生命の不思議に挑んだ科学者たち

宮竹貴久

264 世界経済の大潮流 : 経済学の常識をくつがえす資本主義の大転換（ａｔプラス叢書）

水野和夫

265 世界で一番美しい植物細胞図鑑 : エディンバラ王立植物園公認

スティーヴン・ブラックモア

266 世界の土・日本の土は今 : 地球環境・異常気象・食料問題を土からみると

日本土壌肥料学会

267 セクシュアル・マイノリティへの心理的支援 : 同性愛、性同一性障害を理解する

針間克己

268 ＺＥＲＯからの生命科学 改訂４版

木下勉

269 尖閣問題の起源 : 沖縄返還とアメリカの中立政策

ロバート・Ｄ．エルドリッジ

270 選挙権と国民主権 : 政治を市民の手に取り戻すために

辻村みよ子

271 線形回帰分析（統計ライブラリー）

蓑谷千凰彦

272 戦後知の可能性 : 歴史・宗教・民衆

安丸良夫

273 戦後日本社会の誕生

橋本健二

274 全論点 人口急減と自治体消滅

時事通信社

275 草原生態学 : 生物多様性と生態系機能

大黒俊哉

276 総合商社の歴史

大森一宏

277 第一次世界大戦開戦原因の再検討 : 国際分業と民衆心理

小野塚知二

278 大英帝国の女教師 : イギリス女子教育と植民地(フェミニズム的転回叢書)

堀内真由美

279 大学からの外国語 : 多文化世界を生きるための複言語学習

田口紀子

280 大学生のための基礎から学ぶ教養数学（サイエンスライブラリ数学）

井川信子
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281 大学生のための「読む・書く・プレゼン・ディベート」の方法 改訂第２版

松本茂

282 台頭するインド・中国 : 相互作用と戦略的意義 (慶應義塾大学東アジア研究所叢書)

田所昌幸

283 大分岐 : 中国、ヨーロッパ、そして近代世界経済の形成

ケネス・ポメランツ

284 台湾植民地史の研究

檜山幸夫

285 脱帝国 : 方法としてのアジア

陳光興

286 棚田保全の歩み : 文化的景観と棚田オーナー制度

中島峰広

287 楽しく悩ましい科学論文英語

山崎登志成

288 多変数複素関数論を学ぶ

倉田令二朗

289 地域に生きるミュージアム : １００人で語るミュージアムの未来２

福原義春

290 地域分析ハンドブック : Ｅｘｃｅｌによる図表づくりの道具箱

半澤誠司

291

地域包括ケアを実現する高齢者健康コミュニティ : いつまでも自分らしく生きる新しい老い
のかたち

馬場園明

292 地球環境学入門

東樋口護

293 地球環境システム : 温室効果気体と地球温暖化 (現代地球科学入門シリーズ)

中澤高清

294 地球とヒトと微生物 : 身近で知らない驚きの関係

山中健生

295 地方自治体組織論

石原俊彦

296 地方分権化への挑戦 : 「新しい公共」の経済分析

斉藤慎

297 中国現代文化１４講（ドラゴン解剖学）

中国モダニズム研究会

298 朝鮮韓国近現代史事典 : １８６０→２０１４ 第４版

韓国史事典編纂会

299 超ひも理論をパパに習ってみた : 天才物理学者・浪速阪教授の７０分講義

橋本幸士

300 著作権で迷った時に開く本Ｑ＆Ａ : イラストレーターのための法律相談

藤原唯人

301 著作権法入門 . ２０１４－２０１５

文化庁

302 地理情報科学 : ＧＩＳスタンダード

浅見泰司

303 通史日本の障害者 : 明治・大正・昭和

山田明

304 通じる！科学英語論文・ライティングのコツ

尾鍋智子

305 ツーリズム成長論

櫻川昌哉

306 抵抗と絶望 : 植民地朝鮮の記憶を問う

金哲

307 デザイン人間工学の基本 : 文部科学省認可通信教育

山岡俊樹

308 デジタルコンテンツの著作権Ｑ＆Ａ

結城哲彦
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309 データを「見える化」するＥｘｃｅｌデータ分析大事典 : Ｅｘｃｅｌ２０１３／２０１０限定版

寺田裕司

310 「徹底解明」タックスヘイブン : グローバル経済の見えざる中心のメカニズムと実態

ロナン・パラン

311 デフレーションの経済と歴史

高崎経済大学産業研究所

312 テロリズム聖なる恐怖

テリ・イーグルトン

313 電気化学 : 基礎と応用

キース・Ｂ．オルダム

314 電子工作入門以前 : 電気・電子・回路・部品・マイコン・プログラミングの

後閑哲也

315 ドイツの理科教育 : その伝統と革新

宮野純次

316 ドイツ法入門 (外国法入門双書) 改訂第８版

村上淳一

317 道教の歴史 (宗教の世界史)

横手裕

318 統計解析法入門 : 推定・検定・分散分析の考え方

大宮眞弓

319 統計的学習の基礎 : データマイニング・推論・予測

トレヴァ・Ｊ．ヘースティ

320 統計・防災・環境情報がひと目でわかる地図の作り方 : オープンデータ＋ＱＧＩＳ

朝日孝輔

321 倒産法概説 第２版補訂版

山本和彦

322 どうして就職活動はつらいのか

双木あかり

323 （Ｄｏｊｉｎ選書）生命にぎわう青い星 : 生物の多様性と私たちのくらし

樋口広芳

324

（Ｄｏｊｉｎ選書）地球の変動はどこまで宇宙で解明できるか : 太陽活動から読み解く地球の過
宮原ひろ子
去・現在・未来

325 動物実験体制の円滑な運用に向けてのヒント(アニマルマネジメント 3)

笠井一弘

326 (動物と出会う . 1) 出会いの相互行為

木村大治

327 (動物と出会う . 2) 心と社会の生成

木村大治

328 動物福祉の現在 : 動物とのより良い関係を築くために

上野吉一

329 トウモロコシの世界史 : 神となった作物の９０００年

鵜飼保雄

330 徳川社会と日本の近代化

笠谷和比古

331 徳川幕府全代官人名辞典

村上直

332 都市社会史の視点と構想 : 法・社会・文化

塚田孝

333 都市と農村を架ける : ザンビア農村社会の変容と人びとの流動性

伊藤千尋

334 図書館員への招待 ４訂版

塩見昇

335 図書館情報学教育の戦後史 : 資料が語る専門職養成制度の展開

中村百合子

336 図書館情報学用語辞典 第４版

日本図書館情報学会
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337 図書館資料としてのマイクロフィルム入門 (ＪＬＡ図書館実践シリーズ)

小島浩之

338 図書館は市民と本・情報をむすぶ

池谷のぞみ

339 トピックモデルによる統計的潜在意味解析(自然言語処理シリーズ)

佐藤一誠

340 ドラッグ問題をどう教えるか

「ドラッグ問題をどう教えるか」編集委員会

341 ナショナリズムの受け止め方 : 言語・エスニシティ・ネイション

塩川伸明

342 難民問題のグローバル・ガバナンス

中山裕美

343 ２０世紀新言語学は何をもたらしたか（開拓社言語・文化選書）

安井稔

344 二十世紀の女性教師 : 周辺化圧力に抗して

河上婦志子

345 ２段階方式で学ぶわかる電磁気学

松浦秀治

346 日本を再発明する : 時間、空間、ネーション

テッサ・モリス・スズキ

347 日本を貧しくしないための経済学 : ほんとうにだいじなお金の話

上条勇

348 日本が“核のゴミ捨て場”になる日 : 震災がれき問題の実像

沢田嵐

349 日本経済の歴史 : 列島経済史入門

中西聡

350 日本とアジアの経済成長

井上泰夫

351 日本の危機言語 : 言語・方言の多様性と独自性

呉人恵

352 日本の土 : 地質学が明かす黒土と縄文文化

山野井徹

353 日本の天気 : その多様性とメカニズム

小倉義光

354 日本の流通・サービス産業 : 歴史と現状

廣田誠

355 入門会社法

高橋英治

356 入門企業社会学 : 「企業と社会」への社会学的アプローチ

マーティン・ジョーゼフ

357 入門社会経済学 : 資本主義を理解する 第２版

宇仁宏幸

358 入門情報リテラシー : Ｏｆｆｉｃｅ ２０１３／２０１０対応

喜家村奨

359 人間活動と生態系（シリーズ現代の生態学）

森田健太郎

360 ネイティブ・アメリカ : 写真集

鎌田遵

361 熱力学の基礎

森成隆夫

362 燃焼の数値計算

日本機械学会

363 農林水産物・飲食品の地理的表示 : 地域の産物の価値を高める制度利用の手引

高橋梯二

364 廃墟の残響 : 戦後漫画の原像

桜井哲夫
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ハイパフォーマンスブラウザネットワーキング : ネットワークアプリケーションのためのパ
フォーマンス

著者
イリヤ・グリゴリク

366 博士号のとり方 : 学生と指導教官のための実践ハンドブック

エステール・Ｍ．フィリップス

367 覇権の翳り : 米国のアジア政策とは何だったのか

石井修

368 はじめての大気環境化学

松本淳

369 破断の時代 : ２０世紀の文化と社会

エリック・ジョン・アーネスト・ホブズボウ

370 パーフェクトＰＨＰ(Ｐｅｒｆｅｃｔ ｓｅｒｉｅｓ)

小川雄大

371 ハンセン病家族たちの物語

黒坂愛衣

372 ハンセン病図書館 : 歴史遺産を後世に

柴田隆行

373 ハンナ・アーレント講義 : 新しい世界のために

ジュリア・クリステヴァ

374 万人坑を訪ねる : 満州国の万人坑と中国人強制連行

青木茂

375 (ピエール・ベール関連資料集 . １) 抵抗と服従

野沢協

376 (ピエール・ベール関連資料集 . 補巻) 良心の自由

野沢協

377 (ピエール・ベール著作集 . 第７巻) 後期論文集 . １

ピエール・ベール

378 (ピエール・ベール著作集 . 第８巻) 後期論文集 . ２

ピエール・ベール

379 比較ミツバチ学 : ニホンミツバチとセイヨウミツバチ

菅原道夫

380 東アジアのナショナリズムと近代 : なぜ対立するのか

米原謙

381 光工学入門 (電気・電子工学ライブラリ)

森木一紀

382 ビジュアル部落史

大阪人権博物館

383 美術作家の著作権 : その現状と展望

福王寺一彦

384 人喰いの社会史 : カンニバリズムの語りと異文化共存

弘末雅士

385 人びとはなぜ満州へ渡ったのか : 長野県の社会運動と移民(金沢大学人間社会研究叢書) 小林信介
386 人もペットも気をつけたい園芸有毒植物図鑑

土橋豊

387 ヒトラーの宣伝兵器 : プロパガンダ誌《シグナル》と第２次世界大戦

ジェレミー・ハーウッド

388 被爆者調査を読む : ヒロシマ・ナガサキの継承

浜日出夫

389 氷河期以後 : 紀元前二万年からはじまる人類史 上

スティーヴン・ミズン

390 氷河期以後 : 紀元前二万年からはじまる人類史 . 下

スティーヴン・ミズン

391 標準特許法 第４版

高林龍

392 貧困の世代間継承 : 社会的不利益の連鎖を断つ

道中隆
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393 貧困，紛争，ジェンダー : アフリカにとっての比較政治学

戸田真紀子

394 不安の力 : 不確かさに立ち向かうこころ

坂野登

395 プーチン : 人間的考察

木村汎

396 フーリエ現代を担保するもの (大数学者の数学)

吉川敦

397 物理学入門から医用物理へ : 超音波、磁気共鳴、Ｘ線理解のために 改訂版

本間康浩

398 部落・差別の歴史 : 職能・分業、社会的位置、歴史的性格

藤沢靖介

399 プラクティス国際法講義 第２版

柳原正治

400 プラクティス法学実践教室 . １ 法学・民法・刑法編 第５版

高乗正臣

401 部落問題と向きあう若者たち

内田龍史

402 フランスの生命倫理法 : 生殖医療の用いられ方

小門穂

403 フランス語の書きとり・聞きとり練習 . 上級編

大賀正喜

404 フランス語の書きとり・聞きとり練習 : ＣＤ２枚付 . 中級編

大賀正喜

405 ブルースの文学 : 奴隷の経済学とヴァナキュラー

ヒューストン・Ａ．ベイカー

406 (Ｂｏｕｒｄｉｅｕ ｌｉｂｒａｒｙ) 介入 : 社会科学と政治行動１９６１－２００１ . １

ピエール・ブルデュ

407 (Ｂｏｕｒｄｉｅｕ ｌｉｂｒａｒｙ) 介入 : 社会科学と政治行動１９６１－２００１ . ２

ピエール・ブルデュ

408 「文芸復興」の系譜学 : 志賀直哉から太宰治へ

平浩一

409 文楽に親しむ

高木浩志

410 ヘイト・スピーチという危害

ジェレミー・ウォルドロン

411 ベーシック化学 : 高校の化学から大学の化学へ

竹内敬人

412 (ベーシック＋) 公共経済学

小川光

413 (ベーシック＋) 消費者行動論

田中洋

414 （Ｂｅｒｅｔ ｓｃｉｅｎｃｅ） 風はなぜ吹くのか、どこからやってくるのか

杉本憲彦

415

(Ｂｅｒｅｔ ｓｃｉｅｎｃｅ) 植物の体の中では何が起こっているのか : 動かない植物が生きていく
嶋田幸久
ためのしくみ

416 ヘンリー・スティムソンと「アメリカの世紀」

中沢志保

417 法哲学講義（筑摩選書）

森村進

418 〈報道写真〉と戦争 : １９３０－１９６０

白山眞理

419 ぼくの命は言葉とともにある : ９歳で失明１８歳で聴力も失ったぼくが東大教授となり

福島智

420 ボタニカルイラストで見る園芸植物学百科

ジェフ・ホッジ
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421 本当の戦争の話をしよう : 世界の「対立」を仕切る

伊勢崎賢治

422 (マーティン・ガードナー数学ゲーム全集 : 完全版 . １) ガードナーの数学パズル・ゲーム

マーティン・ガードナー

423 (マーティン・ガードナー数学ゲーム全集 : 完全版 . ２) ガードナーの数学娯楽

マーティン・ガードナー

424 マクロ経済学 : 動学的一般均衡理論入門 (Ｍｉｎｅｒｖａベイシック・エコノミクス)

林貴志

425 政岡憲三とその時代 : 「日本アニメーションの父」の戦前と戦後

萩原由加里

426 まちかどの芸能史

村上紀夫

427 マルクス経済学

大西広

428 水田洋 社会思想史と社会科学のあいだ : 近代個人主義を未来へ貫く

竹内真澄

429 三つの新体制 : ファシズム，ナチズム，ニューディール

ヴォルフガング・シヴェルブシュ

430 密度汎関数法の基礎

常田貴夫

431 (水俣病の民衆史 . 第１巻) 前の時代

岡本達明

432 (水俣病の民衆史 . 第２巻) 奇病時代

岡本達明

433 (水俣病の民衆史 . 第３巻) 闘争時代 . 上（１９５７－１９６９）

岡本達明

434 虫から始まる文明論（知のトレッキング叢書）

奥本大三郎

435 ムシの考古学 増補改訂版

森勇一

436 結び目のはなし 新版

村上斉

437 免疫 : からだを護る不思議なしくみ 第５版

矢田純一

438 毛沢東 : ある人生 . 上

フィリップ・ショート

439 毛沢東 : ある人生 . 下

フィリップ・ショート

440 モノと図像から探る怪異・妖怪の世界 (天理大学考古学・民俗学シリーズ)

天理大学

441 靖国の子 : 教科書・子どもの本に見る靖国神社

山中恒

442 有機ラジカル反応の基礎 : その理解と考え方

柳日馨

443 (有斐閣アルマ) 社会保障法 第６版

加藤智章

444 (有斐閣アルマ) 知的財産法 第７版

角田政芳

445 (有斐閣アルマ) はじめての社会保障 : 福祉を学ぶ人へ 第１２版

椋野美智子

446 (有斐閣アルマ) 労働法 第５版

浅倉むつ子

447 ユダヤ教史 : 聖書の民の歴史

石田友雄

448 ユダヤ・リテラシーの視界 : アブラハムはディズニーランドの夢を見たか

関口義人
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449 (ユニ知的所有権ブックス) 映像の著作権 : Ｑ＆Ａで学ぶ

二瓶和紀

450 (ユニ知的所有権ブックス) 写真著作権 : Ｑ＆Ａで学ぶ

日本写真家協会

451 (ユニ知的所有権ブックス) 編集者の著作権基礎知識

豊田きいち

452 よくわかる肢体不自由教育 (やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ)

安藤隆男

453 ヨーロッパの中世

神崎忠昭

454 ライブ講義徹底分析！集団的自衛権

水島朝穂

455 ラーニング・コモンズ : 大学図書館の新しいかたち

加藤信哉

456 理系英語で使える強力動詞６０

太田真智子

457 理系ジェネラリストへの手引き : いま必要とされる知とリテラシー

岡村定矩

458 理系のための文章術入門 : 作文の初歩から，レポート，論文，プレゼン資料の書き

西出利一

459 理工系のための現代基礎化学 : 物質の構成と反応

中林安雄

460 リスク・セオリーの基礎 : 不確実性に対処するための数理

岩沢宏和

461 利他性の人間学 : 実験社会心理学からの回答

チャールズ・ダニエル・バトソン

462 流着の思想 : 「沖縄問題」の系譜学

富山一郎

463 理論がわかる熱と原子・分子の手づくり実験

川村康文

464 Ｒｕｂｙによるクローラー開発技法 : 巡回・解析機能の実装と２１の運用例

佐々木拓郎

465 Ｒｕｂｙのしくみ

パット・ショーネシ

466 例題で学ぶ初歩からの統計学 第２版

白砂堤津耶

467 歴史学が問う 公文書の管理と情報公開 : 特定秘密保護法下の課題

安藤正人

468 歴史から理論を創造する方法 : 社会科学と歴史学を統合する

保城広至

469 歴史と記憶の抗争 : 「戦後日本」の現在

ハリー・ハルトゥーニアン

470 歴史のなかの『夜明け前』 : 平田国学の幕末維新

宮地正人

471

レッドデータブック2014 : 日本の絶滅のおそれのある野生生物
４ : 汽水・淡水魚類

環境省自然環境局

472

レッドデータブック2014 : 日本の絶滅のおそれのある野生生物
５ : 昆虫類

環境省自然環境局

473 レッドデータプランツ : 絶滅危惧植物図鑑 増補改訂新版

永田芳男

474 連帯経済とソーシャル・ビジネス : 貧困削減、富の再配分のためのケイパビリティ・アプロ

池本幸生

475 労働法の世界 第１１版

中窪裕也

476 ６０年代のリアル

佐藤信
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477 ローマ法案内 : 現代の法律家のために

木庭顕

478 論理コミュニケーション 第２版

梅嶋真樹

479

惑星形成の物理 : 太陽系と系外惑星系の形成論入門（基本法則から読み解く物理学最前
井田茂
線）

480 倭国通史 : 日本書紀の証言から

高橋通

481 倭国乱とは何か : 「クニ」への胎動 (石野博信討論集)

石野博信

482 和書のさまざま

国文学研究資料館
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