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No.

書名

著者名

1

200 more puzzling physics problems with hints and solutions

Gnädig, Péter

2

Affirming Language Diversity in Schools and Society : Beyond Linguistic Apartheid.
(Routledge research in education 112)

Orelus, Pierre Wilbert

3

Basic X-Ray Scattering for Soft Matter.

De Jeu, Wim H.

4

Cell and molecular biology : concepts and experiments

Gerald Karp

5

Chemical bonding 2 Rev Ed
(Oxford Chemistry Primers)2 Rev Ed

Winter, Mark J.

6

Child Welfare for the Twenty-First Century : A Handbook of Practices, Policies, and
Programs.2ND

Mallon, Gerald P. (EDT)

7

Childhood and Disability in the Nordic Countries : Being, Becoming, Belonging.
(Studies in childhood and youth)

Traustadóttir, Rannevig (EDT)

8

Elements of Physical Chemistry. (PAP) -- 6th ed.

Atkins, Peter / De Paula, Julio

9

Ethics, Diversity, and World Politics : Saving Pluralism from Itself?

Williams, John

10 European Union Politics.5TH

Cini, Michelle / Borragan, Nieves PerezSolorzano

11 Eyes on the sky : a spectrum of telescopes

Graham-Smith, Francis

12 Food Security and Sociopolitical Stability.

Barrett, Christopher B. (EDT)

13 From Evidence to Outcomes in Child Welfare : An International Reader.

Shlonsky, Aron (EDT)

14

Global ethics and climate change 2ND
(Edinburgh studies in global ethics )

Harris, Paul G.

15 Hirohito's War : The Pacific War, 1941-1945.

Pike, Francis

16 Hiroshima : The Origins of Global Memory Culture.

Zwigenberg, Ran

17 International Approaches to Governing Ethnic Diversity.

Boulden, Jane (EDT)

International Organisations and the Politics of Migration.
(Research in ethnic and migration studies)

Geiger, Martin (EDT)

18

19 International Relations Theories : Discipline and Diversity. 4TH

Dunne, Tim (EDT)

20 International Young Physicists' Tournament : problems & solutions 2014

Sihui Wang

21 Introduction to International Relations : Theories and Approaches. 6TH

Jackson, Robert / Sørensen, Georg

22 Measurement & Detection of Radiation + Ebook. 4TH

Tsoulfanidis, Nicholas

23 Molecular Biology : Structure and Dynamics of Genomes and Proteomes.

Zlatanova, Jordanka / Van Holde, Kensal E.

24

Optics.
(Always learning).5th ed.

Hecht, Eugene

25 Organic Chemistry. (HRD) -- 5th ed.5th ed.

Jones, Maitland, Jr. / Fleming, Steven A.

26 Organic Chemistry. (PAP) -- 5th ed. ; Solution Manual ; Study Guide

Jones, Maitland / Gingrich, Henry L. /
Fleming, Steven A.

27 Physical Chemistry. (HRD) -- 2ND 2ND

Ball, David W. / Baer, Tomas

28

(SOAS studies in modern and contemporary Japan)
Japanese Taiwan : Colonial Rule and Its Contested Legacy.

Morris, Andrew D. (EDT)
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書名
(SOAS studies in modern and contemporary Japan)
Japan's Postwar Military and Civil Society : Contesting a Better Life.

30 Statistics : An Introduction Using R. (PAP) -- 2ND2ND

著者名
Sasaki, Tomoyuki
Crawley, Michael J.

The European Union : How Does It Work?
Kenealy, Daniel (EDT)
(The new European Union series)4TH
The Frontiers of Human Rights : Extraterritoriality and Its Challenges.
32 (Collected courses of the Academy of European Law = Recueil des cours de l'Académie de Bhuta, Nehal
droit européen v. 24/1)
31

33 The Oxford Handbook of United Nations Peacekeeping Operations.

Koops, Joachim (EDT)

34 The Oxford Illustrated History of World War II.

Overy, Richard (EDT)

35 The Politics of Everyday Europe : Constructing Authority in the European Union.

McNamara, Kathleen R.

36 The University of Oxford : A History.

Brockliss, L. W. B.

37 The World Is Flat : A Brief History of the Twenty-First Century.UPD EXP

Friedman, Thomas L.

38 １４９３ : 世界を変えた大陸間の「交換」

チャールズ・Ｃ．マン

39

「６８年」の性 : 変容する社会と「わたし」の身体
（神奈川大学人文学研究叢書 37）

小松原由理

40 Ｒ言語徹底解説

ハドリー・ウィッカム

41 ＩｏＴ時代のプラットフォーム競争戦略 : ネットワーク効果のレバレッジ

加藤和彦

42

(愛・性・家族の哲学 . 1)
愛 : 結婚は愛のあかし?

藤田尚志

43

(愛・性・家族の哲学 . 2)
性 : 自分の身体ってなんだろう?

藤田尚志

44

(愛・性・家族の哲学 ３)
家族 : 共に生きる形とは?

藤田尚志

45 アイデアのつくり方
46

ジェームス W ヤング著 ; 今井茂雄訳

アインシュタインとヒトラーの科学者 : ノーベル賞学者レーナルトはなぜナチスと行動を共にしたの
ブルース・Ｊ．ヒルマン
か

47 アカデミック・アドバイジングその専門性と実践 : 日本の大学へのアメリカの示唆

清水栄子

48

(アクティブラーニング・シリーズ 1)
アクティブラーニングの技法・授業デザイン

安永悟

49

(アクティブラーニング・シリーズ 2)
アクティブラーニングとしてのＰＢＬと探究的な学習

溝上慎一

50

(アクティブラーニング・シリーズ 3)
アクティブラーニングの評価

松下佳代

51

(アクティブラーニング・シリーズ 4)
高等学校におけるアクティブラーニング . 理論編

溝上慎一

52

(アクティブラーニング・シリーズ 5)
高等学校におけるアクティブラーニング . 事例編

溝上慎一

53

(アクティブラーニング・シリーズ 6)
アクティブラーニングをどう始めるか

成田秀夫

54

(アクティブラーニング・シリーズ 7)
失敗事例から学ぶ大学でのアクティブラーニング

亀倉正彦

55 アストロバイオロジー : 地球外生命の可能性

山岸明彦

56 アメリカ公立学校の社会史 : コモンスクールからＮＣＬＢ法まで

ウイリアム・Ｊ．リース
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書名
暗号と情報セキュリティ
(リスク工学シリーズ . 8)

著者名
岡本栄司

58 イギリス現代政治史第２版

梅川正美

59 石牟礼道子全集 : 不知火 . 第１６巻

石牟礼道子

60 石牟礼道子全集 : 不知火 . 別巻

石牟礼道子

61

異常気象が変えた人類の歴史
(日経プレミアシリーズ . 262)

田家康

62 異常気象で読み解く現代史

田家康

63 イスラーム世界の論じ方増補新版

池内恵

64

イスラーム法の「変容」 : 近代との邂逅
(イスラームを知る . 17)

大河原知樹

65 １冊でマスター大学の微分積分

石井俊全

66 移民／難民のシティズンシップ

錦田愛子

67 イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑

澤宮優

68 インターカルチュラル・コミュニケーションの理論と実践

三牧陽子

69 インターネット時代の情報システム入門第５版

杉本英二

70 ウィトゲンシュタイン『秘密の日記』 : 第一次世界大戦と『論理哲学論考』

ルードヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン

71 ウエスト固体化学 : 基礎と応用

アンソニ・Ｒ．ウェスト

72 海境を越える人びと : 真珠とナマコとアラフラ海

村井吉敬

73 英国チャリティ : その変容と日本への示唆

公益法人協会

74 永住市民の人権 : 地球市民としての責任

後藤光男

75 エコまち塾

伊藤滋

76 Ｘ線吸収分光法 : ＸＡＦＳとその応用

太田俊明

77 Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ細胞生物学

ブルース・アルバーツ

78 江戸時代の通訳官 : 阿蘭陀通詞の語学と実務

片桐一男

79 江戸の天才達が開花させた和算の魅力に迫る！ : 日本独自の数学

小寺裕

80 江戸の糞尿学

永井義男

81 NHKスペシャル デジタルリマスター版 映像の世紀 (DVD-ＢＯＸ 全11枚セット)
82 エネルギーのはなし : 科学の眼で見る日常の疑問

稲場秀明

83 Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ Ｐｙｔｈｏｎ : Ｐｙｔｈｏｎプログラムを改良する５９項目

ブレット・スラットキン

84

エンジニアのためのＧｉｔの教科書 : 実践で使える！バージョン管理とチーム開発手法
(Web engineer's books)

リクルートテクノロジーズ
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85 おいしさの人類史 : 人類初のひと噛みから「うまみ革命」まで

ジョン・マッケイド

86 欧州社会保障政策論 : 社会保障の国際関係論

岡伸一

87

欧州における乳幼児社会的養護の展開 : 研究・実践・施策協働の視座から日本の社会的養護
上鹿渡和宏
への示唆

88 大坂落城異聞 : 正史と稗史の狭間から

高橋敏

89 大山猫の物語

クロード・レヴィ・ストロース

90 オーラルヒストリーとは何か

アレッサンドロ・ポルテッリ

91 大人になるためのリベラルアーツ : 思考演習１２題

石井洋二郎

92

ガードナーの新・数学娯楽 : 球を詰め込む/4色定理/差分法
(完全版マーティン・ガードナー数学ゲーム全集 . 3)

マーティン・ガードナー

93 外国人の就学と不就学 : 社会で「見えない」子どもたち

小島祥美

94 外国人の法律相談Ｑ＆Ａ第３次改訂版

第一東京弁護士会

95 介護市場の経済学 : ヒューマン・サービス市場とは何か

角谷快彦

96

会社法を学ぶ
(法学教室Library)

酒井太郎

97 解説レアメタル : NEDOレポート

新エネルギー・産業技術総合開発機構

98 科学と文化をつなぐ : アナロジーという思考様式

春日直樹

99

科学の知識と英語を身につける
(Beret books)

臼井俊雄

100 科学の発見

スティーヴン・ワインバーグ

101 学習システムの理論と実現

渡辺澄夫

102 確率で読み解く日常の不思議 : あなたが１０年後に生きている可能性は？

ポール・Ｊ．ナーイン

103 学歴の階層差はなぜ生まれるか

荒牧草平

104 「家族する」男性たち : おとなの発達とジェンダー規範からの脱却

大野祥子

105 カッコウの托卵 : 進化論的だましのテクニック

ニック・デイヴィス

106

活性酸素・フリーラジカルの科学 : 計測技術の新展開と広がる応用
(CSJ Current Review . 21)

日本化学会

107 貨幣の「新」世界史 : ハンムラビ法典からビットコインまで

カビール・セガール

108 環境エネルギー

化学工学会

109 観光政策への学際的アプローチ

高崎経済大学地域科学研究所

110

「観光まちづくり」再考 : 内発的観光の展開へ向けて
(地域づくり叢書 6)

安福恵美子

111 関東大震災と朝鮮人虐殺

姜徳相

112 企業会計入門 : 考えて学ぶ補訂版

斎藤静樹
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書名
気候を人工的に操作する : 地球温暖化に挑むジオエンジニアリング
(DOJIN選書 . 69)

著者名
水谷広

114 逆光の政治哲学 : 不正義から問い返す

姜尚中

115 Ｑ＆Ａ障害者差別解消法 : わたしたちが活かす解消法みんなでつくる平等社会

野村茂樹

(教育調査 第150集)
116 諸外国の初等中等教育 : アメリカ合衆国, イギリス, フランス, ドイツ, フィンランド, 中国, 韓国, 日
本
(教育調査 第151集)
117
諸外国の教育動向 . ２０１５年度版

文部科学省生涯学習政策局
文部科学省

118 共生の社会学 : ナショナリズム、ケア、世代、社会意識

岡本智周

119 行政法入門第７版

藤田宙靖

120 教養としての認知科学

鈴木宏昭

121

(共立スマートセレクション . 6 )
行動情報処理 : 自動運転システムとの共生を目指して

武田一哉

122

(共立スマートセレクション . 7 )
サイバーセキュリティ入門 : 私たちを取り巻く光と闇

猪俣敦夫

123 曲面の数学 : ユークリッド幾何からタイヒミュラー空間まで

リチャード・エヴァン・シュワルツ

124 キリスト教は女性をどう見てきたか : 原始教会から現代まで

ハンス・キュンク

125 記録と記憶のアメリカ : モノが語る近世

和田光弘

126 近代大阪の乳児死亡と社会事業

樋上惠美子

127 近代家族のゆらぎと新しい家族のかたち第２版

松信ひろみ

128 近代日本の医療と患者 : 学用患者の誕生

新村拓

129 空気のはなし : 科学の眼で見る日常の疑問

稲場秀明

130 クライトン生物無機化学

ロバート・Ｒ．クライトン

131 グローバリゼーションとカリキュラム改革 : 海外の研究者が見た「総合的な学習の時間」

ラリー・マクドナルド

132 グローバル化時代における民主主義の変容と憲法学

本秀紀

グローバルヒストリーと戦争
(阪大リーブル . 56)

秋田茂

134 グローバルヒストリーと東アジア史

羽田正

135 ケアの社会 : 個人を支える政治

ファビエンヌ・ブルジェール

136 経営の再生 : 戦略の時代・組織の時代第４版

高橋伸夫

137 経営のための統計学入門

福田公正

138 経済政策論 : 日本と世界が直面する諸課題

瀧澤弘和

139 検証福島第一原発事故

原子力資料情報室

140 原子力公害 : 人類の未来を脅かす核汚染と科学者の倫理・社会的責任新版

ジョン・Ｗ．ゴフマン

133
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141 現代国家論

片岡寛光

142 現代思想と政治 : 資本主義・精神分析・哲学

市田良彦

143 現代天文学入門 : インターネット望遠鏡で観測!

慶應義塾大学インターネット望遠鏡プロジェクト

144

憲法の涙
(リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムは嫌いにならないでください . 2)

井上達夫

145 憲法の理性増補新装版

長谷部恭男

146 五〇億年の孤独 : 宇宙に生命を探す天文学者たち

リー・ビリングズ

147 公共政策学の将来 : 理論と実践の架橋をめざして

西村淳

148 黄砂 : 健康・生活環境への影響と対策

黒崎泰典

149 こうして、世界は終わる : すべてわかっているのに止められないこれだけの理由

ナオミ・オレスケス

150 国策と犠牲 : 原爆・原発そして現代医療のゆくえ増補改訂版

山口研一郎

151 国連北朝鮮人権報告書 : 日本語訳

国連調査委員会

152 個人として尊重 : 「われら国民」のゆくえ

小泉良幸

153 子どもたちは教室で何を学ぶのか : 教育実践論から学習実践論へ

石黒広昭

154

子どもと貧困の戦後史
(青弓社ライブラリー 87)

相澤真一

155 子どもの貧困と公教育 : 義務教育無償化・教育機会の平等に向けて

中村文夫

156 コミュニティデザインの源流 . イギリス篇

山崎亮

157 災害と行政 : 防災と減災から

松岡京美

158 災害復興の法と法曹 : 未来への政策的課題

松岡勝実

159 在日朝鮮人という民族経験 : 個人に立脚した共同性の再考へ

李洪章

160 サイロ・エフェクト : 高度専門化社会の罠

ジリアン・テット

161 榮久庵憲司とデザインの世界

黒田宏治

162 ３．１１震災は日本を変えたのか

リチャード・Ｊ．サミュエルズ

163 ジェンダー・バックラッシュとは何だったのか : 史的総括と未来へ向けて

石楿

164 ジェンダーの政治経済学 : 福祉国家・市場・家族

原伸子

165 時間かせぎの資本主義 : いつまで危機を先送りできるか

ウォルフガング・シュトレーク

166 仕事の人類学 : 労働中心主義の向こうへ

中谷文美

167 施設内暴力 : 利用者からの暴力への理解と対応

市川和彦

168 自然現象から学ぶ微分方程式

森真
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169 自然と対話する都市へ : オランダの河川改修に学ぶ

武田史朗

170 思想史としての現代日本

キャロル・グラック

171 社会福祉のトポス : 社会福祉の新たな解釈を求めて

岩田正美

172 社会保障の財政学

小西砂千夫

173 社会を変えた情報公開 : ドキュメント・市民オンブズマン

杉本裕明

174 ジャンクＤＮＡ : ヒトゲノムの９８％はガラクタなのか？

ネッサ・キャリー

175 重力 : アインシュタインの一般相対性理論入門 . 上

ジェームズ・Ｂ．ハートル

176 承認 : 社会哲学と社会政策の対話

田中拓道

177 昭和天皇実録 . 第３ : 自大正十年至大正十二年

宮内庁

178 昭和天皇実録 . 第４ : 自大正十三年至昭和二年

宮内庁

179 昭和天皇実録 . 第５ : 自昭和三年至昭和六年

宮内庁

180 昭和天皇実録 . 第６ : 自昭和七年至昭和十年

宮内庁

181 昭和天皇実録 . 第７ : 自昭和十一年至昭和十四年

宮内庁

182 ジョーンズ有機化学 . 上第５版

メートランド・ジョーンズ

183 女性から描く世界史 : １７～２０世紀への新しいアプローチ

水井万里子

184 試練にたつ日本国憲法

杉原泰雄

185 「白い光」を創る : 社会と技術の革新史

宮原諄二

186 死を迎える心構え

加藤尚武

187 新・公害防止の技術と法規2016 : 公害防止管理者等資格認定講習用 ダイオキシン類編

公害防止の技術と法規編集委員会

188 新・１８歳の読書論 : 図書館長からのメッセージ

和田渡

189 シンギュラリティ : 人工知能から超知能へ

マレー・シャナハン

190 新グローバル公共政策改訂版

庄司真理子

191

人権
(有斐閣ストゥディア. 憲法 . １)

青井未帆

192 人権への視座 : フランスにおける「人権と政治」論争と日本の行方

佐々木允臣

193 人権擁護の最前線 : 日弁連人権擁護委員会による人権救済

日本弁護士連合会

194

人口減少時代の地域福祉 : グローバリズムとローカリズム
(MINERVA福祉ブックス 2)

野口定久

195 人工知能は私たちを滅ぼすのか : 計算機が神になる１００年の物語

児玉哲彦

196 震災を生きぬく : 阪神・淡路大震災から２０年

原田隆司

2016/06/28

2016年6月購入決定図書リスト
No.

書名

著者名

197 心臓の科学史 : 古代の「発見」から現代の最新医療まで

ロブ・Ｒ．ダン

198 身体の使用 : 脱構成的可能態の理論のために

ジョルジョ・アガンベン

199 新品種・新技術で拓く果樹産業の未来

山田昌彦

200 新聞と憲法９条 : 「自衛」という難題

上丸洋一

201 人類のやっかいな遺産 : 遺伝子、人種、進化の歴史

ニコラス・ウェイド

202

Ｓｃａｌａ関数型デザイン＆プログラミング : Ｓｃａｌａｚコントリビューターによる関数型徹底ガイド
(Impress top gear)

ポール・キウザーノ

203 図説鉱物の博物学 : 地球をつくる鉱物たち

松原聡

204 スターバックスでラテを飲みながら憲法を考える

松井茂記

205 生活保護世帯の子どものライフストーリー : 貧困の世代的再生産

林明子

206 正義の境界

オノラ・オニール

207 政治学入門

木寺元

208 政治思想史入門

堤林剣

209 政治哲学的考察 : リベラルとソーシャルの間

宇野重規

210 生存学の企て : 障老病異と共に暮らす世界へ

立命館大学生存学研究センター

211 生態学が語る東日本大震災 : 自然界に何が起きたのか

日本生態学会東北地区会編

212 成長戦略論 : イノベーションのための法と経済学

ロバート・Ｅ．ライタン

213 生命と科学技術の倫理学 : デジタル時代の身体・脳・心・社会

森下直貴

214

性問題行動のある知的・発達障害児者の支援ガイド : 性暴力被害とわたしの被害者を理解する
本多隆司
ワークブック

215 世界経済危機とその後の世界

柴田徳太郎

216 世界史のなかの世界 : 文明の対話、政治の終焉、システムを越えた社会

汪暉

217 世界大学ランキングと知の序列化 : 大学評価と国際競争を問う

石川真由美

218 世界トップ企業のAI戦略

ＥＹアドバイザリー

219

世界と日本の移民エスニック集団とホスト社会 : 日本社会の多文化化に向けたエスニック・コン
フリクト

220 世界の不思議な図書館
221

想像力の時制
(文化研究 . 2)

222 ダークマターと恐竜絶滅 : 新理論で宇宙の謎に迫る
223

大学生 : 大学生活の適応が気になる学生を支える
(心の発達支援シリーズ 6)

224 大学と地域社会の連携 : 持続可能な恊働への道すじ

山下清海
アレックス・ジョンソン
レーモンド・ウィリアムズ
リサ・ランドール
安田道子
渋谷努
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225

(大学の日本史 : 教養から考える歴史へ . １)
古代

佐藤信

226

(大学の日本史 : 教養から考える歴史へ . ２)
中世

五味文彦

227

(大学の日本史 : 教養から考える歴史へ . 3)
近世

杉森哲也

228

(大学の日本史 : 教養から考える歴史へ . 4)
近代

小風秀雅

229 大逆罪・内乱罪の研究

新井勉

230 「大正」を読み直す : 幸徳・大杉・河上・津田、そして和辻・大川

子安宣邦

231 代表的アメリカ人

ウィリアム・カーロス・ウィリアムズ

232 逞しきリベラリストとその批判者たち : 井上達夫の法哲学

瀧川裕英

233

たたかうLGBT&アート : 同性パートナーシップからヘイトスピーチまで,人権と表現を考えるために
(URP先端的都市研究シリーズ . 7)

山田創平

234

正しい実験・実習を行うために : 野外調査/室内実験/機器分析/データ処理
(環境のサイエンスを学ぼう )

立正大学

235 脱原発の哲学

佐藤嘉幸

236 脱原発をめざす市民活動 : ３・１１社会運動の社会学

町村敬志

237 多文化社会読本 : 多様なる世界、多様なる日本

長谷部美佳

238 チェルノブイリの嘘

アラ・ヤロシンスカヤ

239 地球学入門 : 惑星地球と大気・海洋のシステム第２版

酒井治孝

240 地球環境クライシス : 未来へつなぐ命のバトン

高野拓樹

241 地底から宇宙をさぐる : ニュートリノ質量が発見されるまで増補新版

戸塚洋二

242

地方自治体の福祉ガバナンス : 「日本一の福祉」を目指した秋田県鷹巣町の２０年
(現代社会政策のフロンティア 7)

朴姫淑

243 地方自治法入門

駒林良則

244 創られた「人種」 : 部落差別と人種主義

黒川みどり

245 帝国を調べる : 植民地フィールドワークの科学史

坂野徹

246 デカルトと西洋近世の哲学者たち

山田弘明

247 デジタルアーカイブの資料基盤と開発技法 : 記録遺産学への視点

水嶋英治

248

哲学者クロサキの哲学超入門
(平凡社新書 . 810)

249 鉄道の歴史 : 鉄道誕生から磁気浮上式鉄道まで

黒崎政男
クリスチャン・ウルマー

250

テレビと原発報道の６０年
(フィギュール彩 55)

七沢潔

251

天皇陵の謎を追う
(中公文庫 . [や-62-1])

矢沢高太郎

252 東海道新幹線運転室の安全管理 : ２００のトラブル事例との対峙

中村信雄
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253 統計学：Ｒを用いた入門書改訂第２版

マイケル・Ｊ．クラウリー

254 統計学でわかるビッグデータ

木下栄蔵

255 都市の空き家問題なぜ？どうする？ : 地域に即した問題解決にむけて

由井義通

256 豊臣政権の権力構造

堀越祐一

257 内殻分光 : 元素選択性をもつＸ線内殻分光の歴史・理論・実験法・応用

太田俊明

258

流れ
(ハヤカワ文庫 . 462 . 自然が創り出す美しいパターン . 2)

フィリップ・ボール

259 なぜ老いるのか、なぜ死ぬのか、進化論でわかる

ジョナサン・Ｗ．シルバータウン

260 名前のない母子をみつめて : 日本のこうのとりのゆりかごドイツの赤ちゃんポスト

蓮田太二

261 日本「原子力ムラ」昏迷記

桜井淳

262

日本憲法史 : 八百年の伝統と日本国憲法
(未来への歴史 : for tomorrow)

小路田泰直

263 日本資本主義の大転換

セバスチャン・ルシュヴァリエ

264 日本人と日系人の物語 : 会話分析・ナラティヴ・語られた歴史

山崎敬一

265 日本人の考え方世界の人の考え方 : 世界価値観調査から見えるもの

池田謙一

266 日本における女性と経済学 : １９１０年代の黎明期から現代へ

栗田啓子

267 日本の土地法 : 歴史と現状第３版

稲本洋之助

268 日本法制史のなかの国家と宗教

小島信泰

269 入門国際機構

滝澤美佐子

270 入門日本金融史新版

落合功

271 ニューレクチャー労働法第２版

有田謙司

272 人間ＶＳテクノロジー : 人は先端科学の暴走を止められるのか

ウェンデル・ウォラック

273 人間と動物の病気を一緒にみる : 医療を変える汎動物学の発想

バーバラ・ナッターソン・ホロウィッツ

274 認知症カフェ読本 : 知りたいことがわかるＱ＆Ａと実践事例

矢吹知之

275 ネフェルティティもパックしていた : 伝説の美女と美容の文化史

アンヘラ・ブラボ

276 バイオインフォマティクス入門 : 学会公認

日本バイオインフォマティクス学会

277

バイオミメティクス : 生物の形や能力を利用する学問
(国立科学博物館叢書 . 16)

篠原現人

278 ハイデガー読本 . 〔正〕

秋富克哉

279 ハイデガー読本 . 続

秋富克哉

280 爆発を好む宇宙 : ビッグバンにはじまり爆発で進化する宇宙

松岡勝
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281 初めてのディープラーニング : オープンソース"Caffe"による演習付き

武井宏将

282 発達障害がある人のナラティヴを聴く : 「あなた」の物語から学ぶ私たちのあり方

山本智子

283 ハッブル宇宙望遠鏡２５年の軌跡

沼沢茂美

284 波動 : 力学・電磁気学・量子力学

ダニエル・フライシュ

285 ハンドブック経営学改訂版

神戸大学経済経営学会

286 ハンナ・アーレント : 世界との和解のこころみ

対馬美千子

287 東日本大震災復興５年目の検証 : 復興の実態と防災・減災・縮災の展望

関西大学社会安全学部編

288 ひとけたの数に魅せられて

マーク・チャンバーランド

289 人の国際移動とＥＵ : 地域統合は「国境」をどのように変えるのか？

岡部みどり

290 ひまわり８号気象衛星講座

伊東譲司

291 ひまわりの黄金比 : 形の科学への入門

根岸利一郎

292 評伝レヴィナス : 生と痕跡

サロモン・マルカ

293 貧困の基本形態 : 社会的紐帯の社会学

セルジュ・ポーガム

294 貧困理論の再検討 : 相対的貧困から社会的排除へ

志賀信夫

295 ファインマン経路積分の発見

リチャード・フィリップス・ファインマン

296 ファシズムとは何か

ケヴィン・パスモア

297

フィールドから考える地球の未来 : 地域と研究者の対話
(地球研叢書)

関野樹

298

フィールドサイエンティスト : 地域環境学という発想
(Natural history)

佐藤哲

299

フィボナッチ アラビア数学から西洋中世数学へ
(大数学者の数学. 15)

三浦伸夫

300 フード・マーケティング論

藤島廣二

301 風力発電の社会的受容

本巣芽美

302 フェティシズム全書

ジャン・ストレフ

303 福祉国家の制度と組織 : 日本的特質の形成と展開

佐々木伯朗

304 福祉国家の日韓比較 : 「後発国」における雇用保障・社会保障

金成垣

305 物理化学要論第６版

ピーター・Ｗ．アトキンス

306

(物理数学シリーズ . 1)
物理と行列

今村勤

307

(物理数学シリーズ . 2)
物理と関数論

今村勤

308

(物理数学シリーズ . 3)
物理とフーリエ変換

今村勤
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309

書名
(物理数学シリーズ . 4)
物理とグリーン関数

310 物理の眼で見る生き物の世界 : バイオミメティクス皆伝

著者名
今村勤
望月修

311

(ブラウン一般化学 . 1)
物質の構造と性質

セオドア・Ｌ．ブラウン

312

(ブラウン一般化学 . 2)
反応・熱力学・化学の広がり

セオドア・Ｌ．ブラウン

313 Blender 2.7マスターブック . スカルプト&シミュレーション編

藤堂++

314 Ｂｌｅｎｄｅｒ ３Ｄキャラクターメイキング・テクニック

Ｂｅｎｊａｍｉｎ

315 フロックコートと羽織袴 : 礼装規範の形成と近代日本

小山直子

316 分子細胞生物学第７版

ハーヴィ・ロディッシュ

317 分子細胞生物学第２版

多賀谷光男

318

(文春文庫 . [ふ33-3])
やわらかな生命 : 福岡ハカセの芸術と科学をつなぐ旅

福岡伸一

319

(文春文庫 . な73-1)
血盟団事件

中島岳志

320 法学入門新版

田中成明

321 放射線必須データ３２ : 被ばく影響の根拠

田中司朗

322 放射線被曝の争点 : 福島原発事故の健康被害は無いのか

渡辺悦司

323

法の精神
(中公クラシックス . W86)

シャルル・ルイ・ド・モンテスキュー

324 法律を学ぶ人の会計学の基礎知識

八ツ尾順一

325 ボール物理化学 . 上第２版

デーヴィド・Ｗ．ボール

326 ボール物理化学 . 下第２版

デーヴィド・Ｗ．ボール

327 ボール物理化学問題の解き方（第２版）英語版 第２版

Jorg C. Woehl

328 ポスト・モバイル社会 : セカンドオフラインの時代へ

富田英典

329

ポスト改革期の中国社会保障はどうなるのか : 選別主義から普遍主義への転換の中で
(Minerva library「社会福祉」 3)

330 ホッケースティック幻想 : 「地球温暖化説」への異論

沈潔
Ａ．Ｗ．モントフォード

331

(ホルモンから見た生命現象と進化シリーズ 3)
成長・成熟・性決定 : 継

伊藤道彦

332

(ホルモンから見た生命現象と進化シリーズ 4)
求愛・性行動と脳の性分化 : 愛

小林牧人

333 マインド・ザ・ギャップ！ : 現代日本の学力格差とその克服
334

マクロ経済学
(New liberal arts selection)新版

志水宏吉
齊藤誠

335 マッカーサーと日本占領

半藤一利

336 幻の同盟 : 冷戦初期アメリカの中東政策 . 上

小野沢透
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337 幻の同盟 : 冷戦初期アメリカの中東政策 . 下
338

マルチエージェントシステムの制御
(システム制御工学シリーズ 22)

著者名
小野沢透
東俊一

339 ミクロ経済学改訂版

多部田直樹

340 魅惑と驚きの「数」たち

イアン・ステュアート

341 ムハンマド : 世界を変えた預言者の生涯

カレン・アームストロング

342 メディア文化研究への招待 : 多声性を読み解く理論と視点

ポール・ホドキンソン

343

もうひとつの「帝銀事件」 : 二十回目の再審請求「鑑定書」
(講談社選書メチエ . 624)

浜田寿美男

344 もっとも崇高なヒステリー者 : ラカンと読むヘーゲル

スラヴォイ・ジジェク

345 有害有毒プランクトンの科学

今井一郎

346 ユークリッドと彼の現代のライバルたち

ルイス・キャロル

347

(有斐閣アルマ Specialized)
経営戦略 : 論理性・創造性・社会性の追求第３版

大滝精一

348

(有斐閣アルマ Specialized)
経済法 : 独占禁止法と競争政策第８版

岸井大太郎

349

(有斐閣アルマ Specialized.憲法 ; 1)
人権第６版

渋谷秀樹

350

(有斐閣アルマ Specialized.憲法 ; ２)
統治第６版

渋谷秀樹

351

(有斐閣アルマ Specialized)
国際法第３版

中谷和弘

352

(有斐閣アルマ Basic)
財務会計・入門 : 企業活動を描き出す会計情報とその活用法第１０版補訂

桜井久勝

353

(有斐閣アルマ Basic)
ベーシック労働法第６版補訂版

浜村彰

354 Ｕｎｉｔｙ５入門 : 最新開発環境による簡単３Ｄ＆２Ｄゲーム制作

荒川巧也

355 ヨーロッパの分断と統合 : 拡大ＥＵのナショナリズムと境界線－包摂か排除か

羽場久美子

356

よくわかる行政学
(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ)第２版

村上弘

357 よくわかる緊急事態条項Ｑ＆Ａ : いる？いらない？憲法９条改正よりあぶない！？

永井幸寿

358 リアル・デモクラシー : ポスト「日本型利益政治」の構想

宮本太郎

359 リーン・スタートアップ : ムダのない起業プロセスでイノベーションを生みだす

エリック・リース

360 理工系のための化学実験 : 基礎化学からバイオ・機能材料まで

大月穣

361 「リベラル保守」宣言

中島岳志

362 粒子個別要素法

キャサリン・オサリバン

363 流動する移民社会 : 環太平洋地域を巡る人びと

栗田和明

364 両性の平等をめぐる家族法・税・社会保障 : 戦後７０年の軌跡を踏まえて

遠藤みち
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365 ルイス・キャロルのユークリッド論

ルイス・キャロル

366 レア : 希少金属の知っておきたい１６話

キース・ベロニーズ

367

レイシズムヘイト・スピーチと闘う : ２０１４年人種差別撤廃委員会の日本審査とＮＧＯの取り組み
反差別国際運動日本委員会
(現代世界と人権 . 25)

368 歴史に見る日本の図書館 : 知的精華の受容と伝承

高山正也

369 労働法第６版

水町勇一郎

370 「ろう文化」案内新版

キャロル・パッデン

371 老老格差

橘木俊詔

372 ローポリスーパーテクニック

ｎｔｎｙ

373 若い有権者のための政治入門 : １８歳から考える日本の未来

藤井厳喜

374 わがままに生きる哲学 : ソクラテスたちの人生相談

佐藤和夫

375 われらは愛と正義を否定する : 脳性マヒ者横田弘と「青い芝」

横田弘

376 Dictionary of Energy.2ND

Cleveland, Cutler J. (EDT)

377 飛鳥史跡事典

木下正史

378 美しい光の図鑑 : 宇宙に満ちる、見えない光と見える光

キンバリー・アーカンド

379 海の大図鑑 : イラストレイテッド・アトラス

深澤理郎

380 オックスフォード仏教辞典

ダミアン・キーオン

381

環境年表 . 第３冊（平成２５・２６年）
(理科年表シリーズ)

国立天文台

382 古語大鑑 . 第２巻（か～さ）

築島裕

383 最新環境百科

Ｇ．タイラー・ミラー

384 災害情報学事典

日本災害情報学会

385 児童学事典

日本家政学会

386 世界で一番美しい深宇宙図鑑 : 太陽系から宇宙の果てまで

ホバート・スヒリング

387 日本産花粉図鑑増補・第２版

藤木利之

388 日本の野生植物 . 第１巻 : ソテツ科～カヤツリグサ科改訂新版

大橋広好 : 門田裕一

389 日本の野生植物 . 第２巻 : イネ科～イラクサ科改訂新版

大橋広好

390 光と生命の事典

日本光生物学協会

391 平和と安全保障を考える事典

広島市立大学広島平和研究所

392 法律学小辞典第５版

高橋和之

