2016年2月購入決定図書リスト
No

2016/2/24

書名

著者名

1 Contemporary black American cinema : race, gender and sexuality at the movies

Mask, Mia (EDT)

2

Developing Africa : Concepts and Practices in Twentieth-Century Colonialism
(Studies in Imperialism)

Hodge, Joseph M. (EDT) / Hödl, Gerald (EDT) / Kopf,
Martina (EDT)

3

Economic Market Design and Planning for Electric Power Systems
(IEEE Press Series on Power Engineering)

Momoh, James/ Mili, Lamine

4

Engineering Vibrations
(Pearson international edition) 4TH

Inman, Daniel J.

5

The Gender, HIV and Risk : Navigating Structural Violence
(Gender and Politics.)

Anderson, Emma-Louise

6

Globalization, Gender, and Media : Formations of the Sexual and Violence in Understanding
Parikka, Tuija
Globalization.

7 Machine Learning : A Bayesian and Optimization Perspective.
8

Theodoridis, Sergios

Native Tongues : Colonialism and Race from Encounter to the Reservation
(Harvard Historical Studies ; 184)

9 The New Abolition : W. E. B. du Bois and the Black Social Gospel.

Harvey, Sean P.
Dorrien, Gary

10

Operations Research and Big Data : IO2015-XVII Congress of Portuguese Association of
Operational Research (APDIO)(Studies in Big Data. ; Vol. 15)

Póvoa, A. P. F. D. B. (EDT)/ Miranda, J. L. (EDT)

11

The Politics of Race in Britain and South Africa : Black British Solidarity and the AntiApartheid Struggle(International Library of Historical Studies ; 88)

Williams, Elizabeth M.

12 Race, gender, sexuality, and social class : dimensions of inequality and identity 2nd ed

Ferguson, Susan J. (EDT)

(Ｉ／Ｏ ｂｏｏｋｓ)
13 「Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ Ｐｉ ２」＆Ｓｃｒａｔｃｈでプログラミング : 「ブロック」式の簡単プログラミングを「超 大川善邦
低価格マシン」で!
14

(Ｉ／Ｏ ｂｏｏｋｓ)
ウェーブレット変換がわかる本 : 「周波数解析」の新理論

赤間世紀

15 ＩＴ調査データ年鑑
16

日経コンピュータ編集部

愛国ってなんだ : 民族・郷土・戦争
(ＰＨＰ新書 1019)

古谷経衡

17 愛国的無関心 : 「見えない他者」と物語の暴力

内藤千珠子

18

(ＩＴ ｔｅｘｔ)
情報通信ネットワーク

阪田史郎

19

(ＩＴ ｔｅｘｔ)
情報と職業 改訂２版

駒谷昇一

20

(ＩＴ ｔｅｘｔ)
ソフトウェア開発 改訂２版

小泉寿男

21 アジア太平洋諸国の災害復興 : 人道支援・集落移転・防災と文化

林勲男

22 「新しい戦争」とは何か : 方法と戦略

川上高司

23

Ａｍａｚｏｎ Ｗｅｂ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ実践入門
(ＷＥＢ＋ＤＢ ｐｒｅｓｓ ｐｌｕｓシリーズ)

舘岡守

24 アメリカ多文化社会論 : 「多からなる一」の系譜と現在

南川文里

25 アルメニア人の歴史 : 古代から現代まで

ジョージ・Ａ．ブルヌティアン

26 暗黒の大陸 : ヨーロッパの２０世紀

マーク・マゾワー

27 生きられたニュータウン : 未来空間の哲学

篠原雅武

28 イスラーム信仰とその基礎概念

水谷周
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29 イスラーム法とは何か？

中田考

30 五日市憲法草案とその起草者たち

色川大吉

31 移民からみるアメリカ外交史

ダナ・Ｒ．ガバッチア

32 移民政策の形成と言語教育 : 日本と台湾の事例から考える

許之威

33 医療の歴史 : 穿孔開頭術から幹細胞治療までの１万２千年史

スティーヴ・パーカー

34

隕石でわかる宇宙惑星科学
(阪大リーブル 051)

松田准一

35 ＶＭｗａｒｅ徹底入門 : ＶＭｗａｒｅ ｖＳｐｈｅｒｅ ６．０対応 第４版
36

ヴイエムウェア株式会社

宇宙の始まり、そして終わり
(日経プレミアシリーズ 283)

小松英一郎

37 英語と開発 : グローバル化時代の言語政策と教育

エリザベス・Ｊ．アーリング

38 描かれた行列 : 武士・異国・祭礼

久留島浩

39 エスニック・アメリカを問う : 「多からなる一つ」への多角的アプローチ

「人の移動とアメリカ」研究プロジェクト

40

蝦夷と城柵の時代
(東北の古代史 ３)

熊谷公男

41 江戸時代翻訳語の世界 : 近代化を推進した訳語を検証する

杉本つとむ

42

(MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ)
劣モジュラ最適化と機械学習

河原吉伸

43

(MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ)
スパース性に基づく機械学習

冨岡亮太

44

(MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ)
生命情報処理における機械学習 : 多重検定と推定量設計

瀬々潤

45

(エリア・スタディーズ 138)
マリを知るための５８章

竹沢尚一郎

46

(エリア・スタディーズ 139)
ＡＳＥＡＮを知るための５０章

黒柳米司

47 エントロピーの正体

アリー・ベン・ナイム

48 応用政治哲学 : 方法論の探究

松元雅和

49 オックスフォード英単語由来大辞典

グリニス・チャントレル

50

オペレーティングシステム「ＯＳ」基本技術
(情報技術シリーズ) 第２版

小林哲二

51 オペレーティングシステムの基礎 : ネットワークと融合する現代ＯＳ

電子情報通信学会

52 介護保険六法 . 平成２７年版
53 海戦の歴史大図鑑

Ｒ．Ｇ．グラント

54 開発なき成長の限界 : 現代インドの貧困・格差・社会的分断

アマルティア・セン

55 化学災害

門奈弘己

56 火山 : 噴火のしくみ・災害・身の守り方

饒村曜
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57 画像と知覚の哲学 : 現象学と分析哲学からの接近

小熊正久

58 カタストロフからの哲学 : ジャン＝ピエール・デュピュイをめぐって

渡名喜庸哲

59 鎌倉将軍執権連署列伝

細川重男

60 雷の不思議

乾昭文

61 カリキュラム・イノベーション : 新しい学びの創造へ向けて

東京大学教育学部カリキュラム・イノベーション研究会

62 火力発電と化石燃料の未来形

橘川武郎

63

環境化学
(エキスパート応用化学テキストシリーズ)

坂田昌弘

64 環境倫理学の転換 : 自然中心主義から環境的正義へ
65

牧野広義

機械学習
(東京大学工学教程. 情報工学)

中川裕志

66 議会の進化 : 立憲的民主統治の完成へ

ロジャー・Ｄ．コングレトン

67 記号と機械 : 反資本主義新論

マウリツィオ・ラッツァラート

68

気候変動政策のダイナミズム
(シリーズ環境政策の新地平 ２)

新澤秀則

69 気象災害の事典 : 日本の四季と猛威・防災

酒井重典

70 「驚異」の文化史 : 中東とヨーロッパを中心に

山中由里子

71 教養としてのマクロ経済学

藪下史郎

72 共和国か宗教か、それとも : 十九世紀フランスの光と闇

宇野重規

曲面と可積分系
(現代基礎数学 18)

井ノ口順一

74 清沢洌の自由主義思想

佐久間俊明

75 巨大地震による複合災害 : 発生メカニズム・被害・都市や地域の復興

八木勇治

76 虚無感について : 心理学と哲学への挑戦

ヴィクトル・エミール・フランクル

77 キリスト教の絶対性と宗教の歴史

エルンスト・トレルチ

78 儀礼と芸能の民俗誌

橋本裕之

79 近現代の女性史を考える : 戦争・家族・売買春

折井美耶子

73

80

近現代東アジアの文化と政治
(中央大学政策文化総合研究所研究叢書 19)

土田哲夫

81 近代世界の成立にとってのプロテスタンティズムの意義

エルンスト・トレルチ

82 近代日中関係の旋回 : 「民族国家」の軛を超えて

王柯

83 クラシック音楽と女性たち

玉川裕子

84

クローズアップメンタルヘルス・安全
(現代社会と応用心理学 ４)

森下高治, 蓮花一己, 向井希宏編
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85 経験のエレメント : 体の感覚と物象の知覚・質と空間規定

松永澄夫

86 芸術家たちの精神史 : 日本近代化を巡る哲学

伊藤徹

87 計量社会学入門 : 社会をデータでよむ

筒井淳也

88 原色果樹の病害虫診断事典

農山漁村文化協会

89 原色野菜の病害虫診断事典

農山漁村文化協会

90 原子力と人間の歴史 : ドイツ原子力産業の興亡と自然エネルギー

ヨアヒム・ラートカウ

91 現代インドのカーストと不可触民 : 都市下層民のエスノグラフィー

鈴木真弥

92 現代社会と憲法学

佐々木弘通

93 現代天文学史 : 天体物理学の源流と開拓者たち

小暮智一

94 現代物理化学

寺嶋正秀

95 原発を阻止した地域の闘い . 第１集

日本科学者会議

96

憲法の誕生 : 権力の危険性をめぐって
(フィギュール彩 41)

近藤健

97 圏論の技法 : アーベル圏と三角圏でのホモロジー代数

中岡宏行

98

(工学系数学テキストシリーズ)
応用数学

工学系数学教材研究会

99

(工学系数学テキストシリーズ)
線形代数

工学系数学教材研究会

国際関係理論
(勁草テキスト・セレクション) 第２版

吉川直人

100

101 国内避難民の国際的保護 : 越境する人道行動の可能性と限界

墓田桂

102 心の論理 : 現代哲学による動機説の展開

金子裕介

103 国境なき医師団 : 終わりなき挑戦、希望への意志

レネイ・Ｃ．フォックス

104 ことば・ロジック・デザイン : デザイナー・クリエイターを目指す方々へ

妻木宣嗣

105 これから心理学を学ぶ人のための研究法と統計法

西村純一

106 コレラ、朝鮮を襲う : 身体と医学の朝鮮史

申東源

107 コンテンツ・セキュリティと法

山本隆司

108

災害と人間 : 地震・津波・台風・火災の科学と教育
(やまねこブックレット ６)

寺田寅彦

109 再生可能エネルギーのリスクとガバナンス : 社会を持続していくための実践
110

サイバーリスクの脅威に備える : 私たちに求められるセキュリティ三原則
(Ｄｏｊｉｎ選書 ６８)

丸山康司
松浦幹太

111 錯視の不思議 : 人の目はなぜだまされるのか

ロバート・オズボーン

112 作家／作者とは何か : テクスト・教室・サブカルチャー

日本近代文学会関西支部編
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113 殺牛・殺馬の民俗学 : いけにえと被差別

筒井功

114 佐野碩人と仕事 : １９０５－１９６６

菅孝行

115 Ｃによる数値計算法入門 第２版 新装版

堀之内総一

116 ジェンダーとセックス : 精神療法とカウンセリングの現場から

及川卓

117

事件！ : 哲学とは何か
(河出ブックス 087)

スラヴォイ・ジジェク

118 自己語りと記憶の比較都市史

渡辺浩一

119

システム管理・構築技術解説
(Ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｄｅｓｉｇｎ 別冊. インフラエンジニア教本 . ｖｏｌｕｍｅ ２ ）

120

自然計算へのいざない
(ナチュラルコンピューティング・シリーズ 第0巻)

小林聡

121 実践Ｐｙｔｈｏｎ ３

Mark Summerfield

122 実践と感情 : 開発人類学の新展開

関根久雄

123 ジャーナリズムの国籍 : 途上国におけるメディアの公共性を問う

慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究所

124

社会・文化
(日韓関係史 : １９６５－２０１５ . ３）

磯崎典世, 李鍾久編

125 社会科学と高貴ならざる未開人 : １８世紀ヨーロッパにおける四段階理論の出現
126

社会関係資本の機能と創出 : 効率的な組織と社会
(フロンティア実験社会科学 ４)

ロナルド・Ｌ．ミーク
清水和巳, 磯辺剛彦編著

127 社会システムの生成

大澤真幸

128 授業に生かすマインドマップ : アクティブラーニングを深めるパワフルツール

関田一彦

129 主体性とは何か？

ジャン・ポール・サルトル

130

情動と意思決定 : 感情と理性の統合
(情動学シリーズ 4)

渡邊正孝

131 消費は誘惑する遊廓・白米・変化朝顔 : 一八、一九世紀日本の消費の歴史社会学

貞包英之

132 情報セキュリティとプロジェクトにおけるリスクのマネジメント

佐藤直樹

133

ジョージ・Ｓ・スカイラーの世界 : 人種概念の虚構性を見透かす : 小説『ノーモア黒人 (ブラッ
ジョージ・サミュエル・スカイラー
ク)』とジャーナル著作物の翻訳、およびスカイラーについての一考察

134

書籍文化とその基底
(シリーズ〈本の文化史〉 3)

若尾政希

135 事例からみた地域金融機関の信用リスク管理 : 営業現場における健全な融資判断

石川清英

136 白い大陸への挑戦 : 日本南極観測隊の６０年

神沼克伊

137 進化計算と深層学習 : 創発する知能

伊庭斉志

138 進化する都市 : 都市計画運動と市政学への入門

パトリック・ゲデス

139 人工知能の未来２０１６－２０２０ (ＣＤ－ＲＯＭ付)

ＥＹアドバイザリー

140 深層学習

神嶌敏弘
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「人文学」という思考法 : 〈思考〉を深く読み込むために
141
(ＳＱ選書 07)

真野俊和

142 信用金庫破綻の教訓 : その本質と経営行動

石川清英

143 信頼はなぜ裏切られるのか : 無意識の科学が明かす真実

デイヴィッド・デステノ

144

神話・狂気・哄笑 : ドイツ観念論における主体性
(Νυ´ξ叢書 01)

マルクス・ガブリエル

145 数学の森 : 大学必須数学の鳥瞰図
146

岡本和夫

数理ファイナンス
(大学数学の世界 2)

楠岡成雄

147 「図説」樹木の文化史 : 知識・神話・象徴
148

フランシス・ケアリー

ストラング線形代数イントロダクション
(世界標準ＭＩＴ教科書) 第4版

ギルバート・ストラング

149 図表でみる教育 : ＯＥＣＤインディケータ . ２０１５年版

経済協力開発機構

150 スペインとスペイン人 : 〈スペイン神話〉の解体

ファン・ゴイティソロ

151 スポーツバイクメカニック教本 . MTB編

山路 篤[監修]

152

正規表現ポケットリファレンス
(Ｐｏｃｋｅｔ ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ) 改訂新版

宮前竜也

153 制御の事典

野波健蔵

154 生物はなぜ誕生したのか : 生命の起源と進化の最新科学

ピーター・ダグラス・ウォード

155 世界自殺統計 : 研究・臨床・施策の国際比較

マシュー・Ｋ．ノック

156 世界と日本の激甚災害事典 : 住民からみた１００事例と東日本大震災

北嶋秀明

157 世界のミツバチ・ハナバチ百科図鑑

ノア・ウィルソン・リッチ

158

地球環境問題と人類の未来
(世界の環境問題 . 第１１巻)

川名英之

159 世界の原発産業と日本の原発輸出

中野洋一

160 世界文学論集

Ｊ．Ｍ．クッツェー

161 セザンヌ論 : その発展の研究 新装版

ロジャー・フライ

162 せまりくる「天災」とどう向きあうか

鎌田浩毅

163

戦後アジア・ヨーロッパ関係史 : 冷戦・脱植民地化・地域主義
(慶應義塾大学東アジア研究所叢書)

164

戦略領域へのクラウド活用 : イノベーションを起こす使い方 : AWS事例を中心に「攻めのIT」
加藤章
を切り拓く

細谷雄一

165 贈与－生成変化の人間変容論 : ドゥルーズ＝ガタリと教育学の超克
166

素数とゼータ関数
(共立講座 数学の輝き ６)

森田裕之
新井仁之

167 ソフトウェア開発入門 : シミュレーションソフト設計理論からプロジェクト管理まで

佐藤文俊

168 大学図書館専門職員の歴史 : 戦後日本で設置・教育を妨げた要因とは

利根川樹美子
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大学におけるｅラーニング活用実践集
169
(大学における学習支援への挑戦 ２)

大学ｅラーニング協議会

170 大学の条件 : 大衆化と市場化の経済分析

矢野真和

171

(大震災に学ぶ社会科学 第2巻)
震災後の自治体ガバナンス

小原隆治, 稲継裕昭編

172

(大震災に学ぶ社会科学 第6巻)
復旧・復興へ向かう地域と学校

青木栄一編

173 耐津波学 : 津波に強い社会を創る

今村文彦

174 大都市自治を問う : 大阪・橋下市政の検証

藤井聡（社会科学）

175 第二の「戦後」の形成過程 : １９７０年代日本の政治的・外交的再編

福永文夫

176 多角形百科

細矢治夫

177

竹取物語の新世界
(知の遺産シリーズ １)

曽根誠一

178 多国籍化する日本の学校 : 教育グローバル化の衝撃

佐久間孝正

179 太宰治の『晩年』 : 成立と出版

山内祥史

180 脱原発と平和の憲法理論 : 日本国憲法が示す平和と安全

澤野義一

181 旅と芸術 : 発見・驚異・夢想

巌谷国士

182

多変数関数の微積分
（基礎数学 . ２）

山本芳嗣

183 誰がネロとパトラッシュを殺すのか : 日本人が知らないフランダースの犬

アン・ヴァン・ディーンデレン

184 地球環境学入門 第２版

山崎友紀

185 地底 : 地球深部探求の歴史

デーヴィド・ホワイトハウス

186

「地方創生と消滅」の社会学 : 日本のコミュニティのゆくえ
(叢書現代社会のフロンティア 22)

金子勇

187 地方創生まちづくり大事典 : 地方の未来、日本の未来

竹本昌史

188

世界帝国としての文明 : 隋唐-宋元明 上
(中国の文明 : 北京大学版 . 5)

袁行霈

189

世界帝国としての文明 : 隋唐-宋元明 下
(中国の文明 : 北京大学版 . 6)

袁行霈

190

文明の継承と再生 : 明清-近代 上
(中国の文明 : 北京大学版 . ７)

袁行霈

191 中国発展報告 : 最新版

袁衛

192 中世公武関係と承久の乱

長村祥知

193 中世と貨幣 : 歴史人類学的考察

ジャック・ル・ゴフ

194 朝鮮引揚げと日本人 : 加害と被害の記憶を超えて

李淵植

195 津波堆積物の科学

藤原治

196 翼ある夜 : ツェランとキーファ－

関口裕昭
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197 低温科学便覧

北海道大学低温科学研究所

198 データ分析とデータサイエンス

柴田里程

199 デカルトとカント : 人間・自然・神をめぐる争い

円谷裕二

200 テクストとは何か : 編集文献学入門

明星聖子

201 哲学への権利 . ２

ジャック・デリダ

202

寺田寅彦 : 科学者とあたま
(Standard books)

寺田寅彦

203 ドイツエネルギー変革の真実

山家公雄

204 ドイツの挑戦 : エネルギー大転換の日独比較

吉田文和

205 トイレ学大事典

日本トイレ協会

206 東欧を知る事典 新版

柴宜弘

207

(統計解析スタンダード)
経時データ解析

船渡川伊久子

208

(統計解析スタンダード)
統計的因果推論

岩崎学

209

(統計解析スタンダード)
ベイズ計算統計学

古澄英男

210

東洋編AD1200-AD1860
(戦闘技術の歴史 . ５)

マイケル・E.ハスキュー [ほか] 著

211 時ならぬマルクス : 批判的冒険の偉大さと逆境（十九－二十世紀）

ダニエル・ベンサイド

212 独島・鬱陵島の研究 : 歴史・考古・地理学的考察

洪性徳

213 徳丸浩のＷｅｂセキュリティ教室

徳丸浩

214 徳倫理学基本論文集

加藤尚武

215 ドニ・ディドロ、哲学者と政治 : 自由な主体をいかに生み出すか

ジャンルイジ・ゴッジ

216 中山間地域の「買い物弱者」を支える : 移動販売・買い物代行・送迎バス・店舗設置

関満博

217 ２１世紀に読む「種の起原」

デイヴィッド・Ｎ．レズニック

218 ２１世紀の不平等

アンソニー・Ｂ・アトキンソン

219 日韓〈歴史対立〉と〈歴史対話〉 : 「歴史認識問題」和解の道を考える

鄭在貞

220 ニッコロ・マキアヴェッリと現象学 : 彼の汚名をすすぐ

小川侃

221 日中韓思想家ハンドブック : 実心実学を築いた９９人

小川晴久

222 日中辞典 第３版

北京・対外経済貿易大学

223 日本が優生社会になるまで : 科学啓蒙、メディア、生殖の政治

横山尊

224 日本思想考究 : 論理と構造

末木剛博
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225 日本思想史講座 . ５（方法）

苅部直

226 日本の親子 : 不安・怒りからあらたな関係の創造へ

平木典子

227 日本の近代化を支えた文化外交の軌跡 : 脱亜入欧からクール・ジャパンまで

高橋豊

228

(日本の中国侵略植民地教育史 . 第１巻)
東北編

宋恩栄, 余子侠主編

229

(日本の中国侵略植民地教育史 . 第２巻)
華北編

宋恩栄, 余子侠主編

230

(日本の中国侵略植民地教育史 . 第３巻)
華東・華中・華南編

宋恩栄, 余子侠主編

231

(日本の中国侵略植民地教育史 . 第４巻)
台湾編

宋恩栄, 余子侠主編

232 日本武術・武道大事典

加来耕三

233 日本文化事典

神崎宣武

234 ニュートリノで探る宇宙と素粒子

梶田隆章

235 入門Ｐｙｔｈｏｎ ３

Bill Lubanovic

236 ネットで進化する人類 : ビフォア/アフター・インターネット
(角川インターネット講座 １５)

村井純

237 Ｐｙｔｈｏｎライブラリ厳選レシピ

池内孝啓

238 ハイパフォーマンスＰｙｔｈｏｎ

Micha Gorelick

239 パクリ経済 : コピーはイノベーションを刺激する

カル・ラウスティアラ

240 はじめてのＥＵ法

庄司克宏

241 はじめての画像処理技術 第２版

岡崎彰夫

242 はじめての自然言語処理

土屋誠司

243 初めて学ぶ人間工学

岡田明

244 初詣の社会史 : 鉄道が生んだ娯楽とナショナリズム

平山昇

245

場の量子論
(ＭａＲｕ－ＷａＫａＲｉサイエンティフィックシリーズ １)

ディビッド・マクマーホン

246 万国博覧会と人間の歴史

佐野真由子

247

東アジア近現代史
(有斐閣Ｓシリーズ 35) 新版

上原一慶

248

微積分
(東京大学工学教程. 基礎系数学)

時弘哲治

249 人は宇宙をどのように考えてきたか : 神話から加速膨張宇宙にいたる宇宙論の物語

ヘリガ・カーオ

250 百万人の数学 . 上

ランスロット・ホグベン

251 百万人の数学 . 下

ランスロット・ホグベン

252 広がるＮＭＲの世界 : ４０人の研究者からの熱いメッセージ

朝倉哲郎
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複素解析
253
(日評ベーシック・シリーズ)
254

2016/2/24

宮地秀樹

複素関数・ベクトル解析
（物理数学 . １ ）

古賀昌久

255 不合理性の哲学 : 利己的なわれわれはなぜ協調できるのか

中村隆文

256 不思議で美しい貝の図鑑

ポール・スタロスタ

257

藤原秀衡 : 義経を大将軍として国務せしむべし
(ミネルヴァ日本評伝選)

入間田宣夫

258

(物質工学入門シリーズ)
基礎からわかる高分子材料

井上和人

259

(物質工学入門シリーズ)
基礎からわかる電気化学 第２版

泉生一郎

260 フランス革命とパリの民衆 : 「世論」から「革命政府」を問い直す

松浦義弘

261 フランス語文法総解説

町田健

262 フランスの出産奨励運動と教育 : 「フランス人口増加連合」と人口言説の形成

河合務

263 プリンストン数学大全

ティモシー・ガワーズ

264 プロヴァンスの村の終焉 . 上

ジャン・ピエール・ルゴフ

265 プロヴァンスの村の終焉 . 下

ジャン・ピエール・ルゴフ

266 文学はなぜ必要か : 日本文学＆ミステリー案内

古橋信孝

267 分子性物質の物理 : 物性物理の新潮流

鹿野田一司

268 「平和国家」の誕生 : 戦後日本の原点と変容

和田春樹

269 ヘーゲルと国家

フランツ・ローゼンツヴァイク

270 変分原理と物理学

鈴木増雄

271 崩壊５段階説 : 生き残る者の知恵

ドミートリー・オルロフ

272 法律英語用語辞典 第３版補訂

尾崎哲夫

273 保守的自由主義の可能性 : 知性史からのアプローチ

佐藤光

274 北極読本 : 歴史から自然科学、国際関係まで

南極ＯＢ会編集委員会

275 ポリス的動物 : 生物学・倫理・政治

スティーブン・Ｒ．Ｌ．クラーク

276 本物のアクティブ・ラーニングへの布石 : 授業を創る・学校を創る

平山勉

277 まなざし

鶴見俊輔

278 ミュージアムと負の記憶 : 戦争・公害・疾病・災害：人類の負の記憶をどう展示するか

竹沢尚一郎

279 明治勲章大図鑑

平山晋

280 明治国家形成と華族

久保正明
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281 本居宣長の国文学
282

2016/2/24

田中康二

モバイルネットワーク時代の情報倫理 : 被害者・加害者にならないためのメディアリテラシー
山住富也
第２版

283 やさしい環境問題読本 : 地球の環境についてまず知ってほしいこと

西野順也

284 病いと癒しの人間史 : ペストからエボラウイルスまで

岡田晴恵

285 邪馬台国 : 唐古・鍵遺跡から箸墓古墳へ 増補版

水野正好

286

有機合成化学・生物有機化学
(大学院講義有機化学 . ２) 第２版

野依良治

287 妖怪・憑依・擬人化の文化史

伊藤 慎吾, 飯倉 義之,伊藤 信博他

288 横山源之助伝 : 下層社会からの叫び声

立花雄一

289 Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ Ｐｉ ２とＷｉｎｄｏｗｓ １０ではじめるＩｏＴプログラミング

宇田周平

290 ラテンアメリカ１９６８年論

小倉英敬

291 リーダーになる 増補改訂版

ウォレン・Ｇ．ベニス

292 理系なら知っておきたい物理の基本ノート . 力学編 カラー改訂版

為近和彦

293 量子ドットの基礎と応用

舛本泰章

294

量子力学
（スタンフォード物理学再入門）

レオナルド・サスキンド

295 量子論の果てなき境界 : ミクロとマクロの世界にひそむシュレディンガーの猫たち

クリストファ－・Ｃ．ジェリー

296 龍馬の遺言 : 近代国家への道筋

小美濃清明

297 倫理学の話

品川哲彦

298 ローカル・ガバナンスとデモクラシー : 地方自治の新たなかたち

石田徹

299

論理・集合・数学語
(共立講座 数学探検 ３)

新井仁之

300 ワーキングメモリと日常 : 認知心理学のフロンティア : 人生を切り拓く新しい知性

トレーシー・パキアム・アロウェイ

301 われら勝ち得し世界 : セクシュアリティの歴史と親密性の倫理

ジェフリ・ウィークス
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