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A Handbook of Alternative Theories of Public Economics.
(Elgar Original Reference.)

Forte, Francesco

2 Advanced Transmission Electron Microscopy : Imaging and Diffraction in Nanoscience.

Zuo, Jian Min

3

Being Brains : Making the Cerebral Subject.
(Forms of Living)

Fernando Vidal

4

Chiral Nanophotonics : Chiral Optical Properties of Plasmonic Systems. (PAP)
(Springer Series in Optical Sciences. Vol. 205)

Martin Schäferling

5

Classical and Computational Solid Mechanics.
(Advanced Series in Engineering Science V.2)

Fung, Y. C.

2ND

6 Count like an Egyptian : a hands-on introduction to ancient mathematics

David Reimer

7 Democratization in Hong Kong - and China?

White, Lynn T., III

8

Engineering Mechanics : Dynamics
(Always learning) 14th ed.

R.C. Hibbeler

9

Fundamentals of Tensor Calculus for Engineers with a Primer on Smooth Manifolds.
(Solid Mechanics and Its Applications.V.230)

Mhlich, Uwe

10

Hedge Funds : An Analytic Perspective.
(Advances in Financial Engineering.)

Lo, Andrew W.

11

Innovative Thermoelectric Materials : Polymer, Nanostructure and Composite
Thermoelectrics.

Katz, Howard E.

12 Introduction to Magnetism and Magnetic Materials.

3rd ed

Jiles, David

13 Learning Scientific Programming with Python.

Hill, Christian

Macroprudential Regulation of International Finance : Managing Capital Flows and
14 Exchange Rates.
(KDI/EWC Series on Economic Policy.)

Kang, Dongsoo

15 Magnetism in Carbon Nanostructures.

Hagelberg, Frank

16 Mapping China's Growth and Development in the Long Run 221 Bc to 2020.

Deng, Kent

17

Modern Classical Physics : Optics, Fluids, Plasmas, Elasticity, Relativity, and Statistical
Physics.

18 Neuro : The New Brain Sciences and the Management of the Mind.

Thorne, Kip S.
Nikolas Rose

19

Neutrons and Synchrotron Radiation in Engineering Materials Science : From
Fundamentals to Applications. 2nd ed.

Peter Staron

20

Optical Methods for Solid Mechanics : A Full-Field Approach.
(Physics textbook)

Rastogi, Pramod

21

Organic Chemistry. (PAP)
Student ; Solution Manual ; Study Guide

Klein, David

22 Portfolio Risk Analysis.

Connor, Gregory

Role of Direct and Indirect Taxes in the Federal Reserve System : A Conference Report
23 of the Nber and the Brookings Institution.
(National Bureau of Economic Research)

National Bureau of Economic Research
(COR) / Due, John F. (FRW)

24 Sapiens : A Brief History of Humankind.

Yuval Noah Harari

25

Scientific Writing and Communication : Papers, Proposals, and Presentations. (PAP)
3rd ed

26 SME Funding : The Role of Shadow Banking and Alternative Funding Options.
27

Spin Current.
(Series on semiconductor science and technology ２２)

2nd ed
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28 Symmetry : a very short introduction
29

20171128

Ian Stewart.

Takaful and Islamic Cooperative Finance : Challenges and Opportunities.
(Studies in Islamic Finance, Accounting and Governance Series.)

30 Taxation in Colonial America.
31 The Chicago Manual of Style.

Ali, S. Nazim
Rabushka, Alvin

17th ed

University of Chicago Press (COR)

32 The Contradictions of Capital in the Twenty-First Century : The Piketty Opportunity.

Hudson, Pat

33 The Econometrics of Financial Markets.

Campbell, John Y.

34 The Encyclopedia of Central Banking.

Rochon, Louis-Philippe

35

The New Dynamic Public Finance.
(The Toulouse Lectures in Economics.)

Kocherlakota, Narayana R.

36 The Physics of Low Dimensional Materials.

Owens, Frank J.

37 2D Inorganic Materials Beyond Graphene.

Rao, C. N. R.

White Noise Analysis and Quantum Information.
38 (Lecture Notes Series, Institute for Mathematical Sciences, National University of
Singapore. V.34)

Accardi, Luigi

39

Young China : National Rejuvenation and the Bildungsroman, 1900-1959.
(Harvard East Asian Monographs 385)

Song, Mingwei

40 清明上河图:北宋繁华记忆

薛凤旋

41 清代外務部中外關係檔案史料叢編（全８冊）

中國第一歴史檔案館編

42 中國古代體育圗録

孙麒麟

43 アーレントと二〇世紀の経験

川崎修編著

44 ＩＴ研究者のひらめき本棚 : ビブリオ・トーク：私のオススメ

情報処理学会会誌編集委員会編

45

アインシュタイン--大人の科学伝記 : 天才物理学者の見たこと、考えたこと、話したこと
(サイエンス・アイ新書SIS-388)

46 新しい食品学実験
47

第３版

新堂進
吉田勉

甘みの文化
(食の文化フォーラム ３５)

山辺規子編

48 アメリカを探る : 自然と作為

斎藤真

49 ＥＵの危機と再生 : 中東欧小国の視点

小山洋司

50 池澤夏樹、文学全集を編む

河出書房新社編集部編

51

(石井正敏著作集 １)
古代の日本列島と東アジア

鈴木靖民編

52

(石井正敏著作集 ３)
高麗・宋元と日本

石井正敏

53 意思決定の数理 : 最適な案を選択するための理論と手法
54

西崎一郎

異常気象はなぜ増えたのか : ゼロからわかる天気のしくみ
(祥伝社新書517)

森朗
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55 移動する人々と国民国家 : ポスト・グローバル化時代における市民社会の変容

杉村美紀 編著

56 いまさら聞けない疑問に答える統計学のキホンQ&A100

ニール・Ｊ・サルキンド

57 色と光のはなし : 科学の眼で見る日常の疑問

稲場秀明

58 インターネットは自由を奪う : 「無料」という落とし穴

アンドリュー・キーン

59

インドネシアの基礎知識
(アジアの基礎知識 ３)

加納啓良

60 失われるシクロの下で : ベトナムの社会と歴史

橋本和孝

61 美しい科学の世界 : ビジュアル科学図鑑

伊知地国夫

62 英語教育徹底リフレッシュ : グローバル化と２１世紀型の教育

今尾康裕編

63 X線・光・中性子散乱の原理と応用

橋本竹治

64 エッセンシャル統計力学

小田垣孝

65

絵でわかる生物多様性
(絵でわかるシリーズ)

鷲谷いづみ

66

(ＭＩＴエッセンシャル・ナレッジ・シリーズ)
機械学習 : 新たな人工知能

エテム・アルペイディン

67

(ＭＩＴエッセンシャル・ナレッジ・シリーズ)
脳は変わる : ニューロプラスティシティ

モーヘブ・コスタンディ著 ; 水谷淳訳

68

(ＭＩＴエッセンシャル・ナレッジ・シリーズ)
ロボット : 職を奪うか、相棒か?

ジョン・ジョーダン著 ; 久村典子訳

69

(エリア・スタディーズ １５８)
ベラルーシを知るための５０章

服部倫卓編著

70

(エリア・スタディーズ １５９)
スロヴェニアを知るための６０章

柴宜弘編著

71

(エリア・スタディーズ157)
カリブ海世界を知るための７０章

国本伊代編著

72

(エリア・スタディーズ32)
バングラデシュを知るための６６章

73 エルサレムのアイヒマン : 悪の陳腐さについての報告
74

大橋正明編著

第３版
新版

ハンナ・アーレント

エンジニアのための理論でわかるデザイン入門
(Ｔｈｉｎｋ ＩＴ Ｂｏｏｋｓ)

伊藤博臣

75 沖縄にみる性暴力と軍事主義

宮城晴美

76 「外国」の学び方

石田洋子編著

77

海水の疑問50
(みんなが知りたいシリーズ4)

日本海水学会編

78 化学系のための安全工学 : 実験におけるリスク回避のために

西山豊編著

79

(化学新シリーズ)
太陽系の化学 : 地球の成り立ちを理解するために オンデマンド版

海老原充

80

(化学新シリーズ)
有機合成化学

太田博道, 鈴木啓介

81 科学知と人文知の接点 : ｉＰＳ細胞研究の倫理的課題を考える
82

(化学の要点シリーズ ２２)
固体触媒

山中伸弥監修
内藤周弌
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83

(化学の要点シリーズ ２３)
超分子化学

木原伸浩

84

(化学の要点シリーズ ２４)
フッ素化合物の文会と環境化学

堀久男

85 科学を伝え、社会とつなぐサイエンスコミュニケーションのはじめかた

国立科学博物館編

86 かかわることば : 参加し対話する教育・研究へのいざない

佐藤慎司編

87 学生エリート養成プログラム : 日本、アメリカ、中国

北垣郁雄編著

88 学生のためのＰｙｔｈｏｎ

本郷健

89 家族をテロリストにしないために : イスラム系セクト感化防止センターの証言

ドゥニア・ブザール

家畜
(日本人と動物の歴史 １)

小宮輝之

91 環境経済学のフロンティア

有村俊秀

92 環境のための数学・統計学ハンドブック

Frank R.Spellman

93 官僚制改革の条件 : 新制度論による日英比較

笠京子

94 機械力学ハンドブック : 動力学・振動・制御・解析

金子成彦編

95 「起業」という幻想 : アメリカン・ドリームの現実

スコット・Ａ・シェーン

90

新版

96

(技術大全シリーズ)
アルミニウム大全

里達雄

97

(技術大全シリーズ)
機械構造用鋼・工具鋼大全

日原政彦

98

(技術大全シリーズ)
工業塗装大全

坂井秀也

99

(技術大全シリーズ)
シリコーン大全

信越化学工業株式会社編著

100

(技術大全シリーズ)
ステンレス鋼大全

野原清彦

101

(技術大全シリーズ)
めっき大全

関東学院大学材料・表面工学研究所編

102

(技術大全シリーズ)
板金加工大全

遠藤順一

103 技術屋の王国 : ホンダの不思議力

片山修

104 基礎講義遺伝子工学 : アクティブラーニングにも対応 . １

山岸明彦

105

(基幹講座物理学 電磁気学II)
物質中の電磁気学

大野木哲也

106

(基幹講座物理学)
電磁気学Ⅰ

大野木哲也, 高橋義朗著

107 基礎無機化学

改訂版

一國雅巳

108 驚異の未来生物 : 人類が消えた１０００万年後の世界

マルク・ブレー

109 共生と共歓の世界を創る : グローバルな社会的連帯経済をめざして

丸山茂樹

110 競争政策論 : 独占禁止法事例とともに学ぶ産業組織論

小田切宏之

第２版
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111 共謀罪は廃止できる

海渡雄一

112

(共立講座 数学探検 １)
微分積分

吉田伸生

113

(共立講座 数学探検 ４)
複素数入門

野口潤次郎

114

(共立講座 数学探検 １３)
複素関数入門

相川弘明

115 キリスト教会の社会史 : 時代と地域による変奏

指昭博編著

116 禁書 : グーテンベルクから百科全書まで

マリオ・インフェリーゼ

117 金田一秀穂のおとなの日本語

金田一秀穂

118 グローバル戦略市場経営 : グローバル展開とマーケティング・マネジメントの統合

イアン・アーロン

119 消せなかった過去 : まど・みちおと大東亜戦争

平松達夫

120 「決定版」原発の教科書

津田大介編

121 「元号」と戦後日本

鈴木洋仁

122

(原子力安全基盤科学 . １)
原子力発電所事故と原子力の安全

山名元総合編集

123

(原子力安全基盤科学 . ２)
原子力バックエンドと放射性廃棄物

山名元総合編集

124

(原子力安全基盤科学 . ３ )
放射線防護と環境放射線管理

高橋千太郎総合編集

125 現代アジア学入門 : 多様性と共生のアジア理解に向けて

鈴木隆編

126 現代経済の解読 : グローバル資本主義と日本経済

ＳＧＣＩＭＥ編

127

第３版

現代朝鮮経済 : 挫折と再生への歩み
(ＥＲＩＮＡ北東アジア研究叢書 ６)

三村光弘

128 現代の化学環境学 : 環境の理解と改善のために
129 現代モンゴル読本 = The modern Mongolian readings

御園生誠
増補改訂版

佐々木健悦

130 原発事故と福島の農業

根本圭介編

131 ケンブリッジ大学図書館と近代日本研究の歩み : 国学から日本学へ

小山騰

132 豪州解体新書 : 政治・経済・文化の変容と日豪関係

田中豊裕

133 構造物性物理とＸ線回折

若林裕助

134 高速高精度光変調の理論と実際 : 電気光学効果による光波制御

川西哲也

135 交通サービスの革新と都市生活 : 行動の意思決定を有効に支援する技術

西山敏樹

136 高分子ゲルの物理学 : 構造・物性からその応用まで

酒井崇匡編

137

国際課税
(現代租税法講座 . 第４巻 )

渕圭吾

138 国際金融規制と銀行経営 : ビジネスモデルの大転換

みずほ総合研究所
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139 国民視点の医療改革 : 超高齢社会に向けた技術革新と制度
140

20171128

翁百合

コケに誘われコケ入門 : みずみずしいコケたちに元気をもらう。
(このは : 生きもの好きの自然ガイド No.7) 新訂版

このは研究部編

141 「心は遺伝する」とどうして言えるのか : ふたご研究のロジックとその先へ

安藤寿康

142 個人的なことと政治的なこと : ジェンダーとアイデンティティの力学

井川ちとせ編著

143 古代エジプトの数学 : 文明繁栄のアルゴリズム

David Reimer

144 古代豪族葛城氏と大古墳

小笠原好彦

145 古代東国の地方官衙と寺院

佐藤信

146

国家がなぜ家族に干渉するのか : 法案・政策の背後にあるもの
(青弓社ライブラリー ８９)

本田由紀編著

147

国境のない生き方 : 私をつくった本と旅
(小学館新書 ２１５)

ヤマザキマリ

148 骨相学 : 能力人間学のアルケオロジー

平野亮

149 こどもの貧困と教育の無償化 : 学校現場の実態と財源問題

中村文夫

150

この一冊で全部わかるセキュリティの基本
(イラスト図解式 : わかりやすさにこだわった)

みやもとくにお

151 古墳時代社会の比較考古学

富山直人

152 ごみを資源にまちづくり : 肥料・エネルギー・雇用を生む

中村修

153 これがすべてを変える : 資本主義ｖｓ．気候変動 上

ナオミ・クライン

154 これがすべてを変える : 資本主義ｖｓ．気候変動 下

ナオミ・クライン

155 これからの英語教育の話をしよう

藤原康弘編

156 これからの強化学習

牧野貴樹

157 コンクリート工学

大塚浩司

第３版

158 コンピューティング科学

新版

川合慧

159 サイバネティクス全史 : 人類は思考するマシンに何を夢見たのか

トマス・リッド

160 桜島大爆震記録集成

古垣光一

161 さらに悩ましい国語辞典 : 辞書編集者を惑わす日本語の不思議！

神永暁

162 産業化する中国農業 : 食料問題からアグリビジネスへ

宝剣久俊

163 ３０年にわたる観察で明らかにされたオオカミたちの本当の生活 : パイプストーン一家の興亡

ギュンター・ブロッホ

164 Ｇ・Ｅ・モリソンと近代東アジア : 東洋学の形成と東洋文庫の蔵書

岡本隆司編

165

(CMCテクニカルライブラリー625 新材料・新素材シリーズ)
メタマテリアル 普及版

166

(CMCテクニカルライブラリー626 新材料・新素材シリーズ)
ナノカーボンの応用と実用化 : フラーレン・ナノチューブ・グラフェンを中心に

石原照也監修
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167 視覚の生命力 : イメージの復権

柏木博

168 システム設計論

布広永示

改訂版

169 自然世界の高分子 : 物理現象から生命の起源まで

アレクサンダー・グロスバーグ

170 持続可能な開発目標と国際貢献 : フィールドから見たＳＤＧｓ

北脇秀敏編

171

したたかな寄生 : 脳と体を乗っ取り巧みに操る生物たち
(幻冬舎新書 469, な-24-1)

成田聡子

172 実践日々のアナキズム : 世界に抗う土着の秩序の作り方

ジェームズ・Ｃ．スコット

173 知っておきたい水問題

沖大幹

174 自分の時間

アーノルド・ベネット

175

重力波とは何か : アインシュタインが奏でる宇宙からのメロディー
(幻冬舎新書 427, [か-21-1])

川村静児

176

重力波発見！ : 新しい天文学の扉を開く黄金のカギ
(新潮選書)

高橋真理子

177

(裳華房フィジックスライブラリー)
環境物理学

中川和道, 蛯名邦禎, 伊藤真之

178

(裳華房フィジックスライブラリー)
量子力学 : 現代的アプローチ

牟田泰三

179

衝撃塑性加工 : 衝撃エネルギーを利用した高度成形技術
(新塑性加工技術シリーズ ７)

日本塑性加工学会編

180 「招待所」という名の収容所 : 北朝鮮による拉致の真実

ロバート・Ｓ．ボイントン

181 商人たちの広州 : 一七五〇年代の英清貿易

藤原敬士

182 縄文人はなぜ死者を穴に埋めたのか : 墓と子宮の考古学

大島直行

183 植物生理学概論

桜井英博

改訂版

184 知られざる地下微生物の世界 : 極限環境に生命の起源と地球外生命を探る

タリス・オンストット

185 新・注解特許法 . 下巻

第２版

中山信弘編

186 新・注解特許法 . 上巻

第２版

中山信弘編

187 新・注解特許法 . 中巻
188

第２版

中山信弘編

シンガポールの奇跡：発展の秘訣と新たな課題
(早稲田大学エウプラクシス叢書 ００３)

坂口可奈

189 シングル女性の貧困 : 非正規職女性の仕事・暮らしと社会的支援

小杉礼子編著

190 人口論入門 : 歴史から未来へ

杉田菜穂

191 人事と組織の経済学・実践編

新版翻訳

エドワード・Ｐ・ラジアー

192 森林アメニティ学 : 森と人の健康科学

上原巌

193 スイカのタネはなぜ散らばっているのか : タネたちのすごい戦略

稲垣栄洋

194 スウェーデンが見えてくる : ヨーロッパの中の日本

森元誠二
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195 数学オリンピック . ２０１３～２０１７

数学オリンピック財団編

196 数学の二つの心

長岡亮介

197 数学の問題をうまくきれいに解く秘訣

Alfred S.Posamentier

198 数学はなぜ哲学の問題になるのか

イアン・ハッキング

199

数値計算講義
(ライブラリ数理・情報系の数学講義 10)

金子晃

200

(数理物理シリーズ)
超準解析と物理学 増補改訂版

中村徹

201

(数理物理シリーズ)
フォック空間と量子場 . 下

新井朝雄

202

(数理物理シリーズ)
フォック空間と量子場

203

数理モデル解析の講究
(数理生物学講義 展開編)

上

増補改訂版

新井朝雄

増補改訂版

齋藤保久

204 図説ヴィクトリア女王 : 英国の近代化をなしとげた女帝

デボラ・ジャッフェ

205 スタンフォード式最高の睡眠

西野精治

206 スティーヴ・マッカリーの「読む時間」

スティーヴ・マッカリー

207 ストックホルムへの廻り道 : 私の履歴書

大村智

208 スポーツ・運動科学レファレンスブック

日外アソシエーツ株式会社編集

209 スマートフォンの環境経済学

吉田文和

210 政党政治の制度分析 : マルチレベルの政治競争における政党組織

建林正彦

211

(世界が見た福島原発災害 . ２ )
死の灰の下で

大沼安史

212

(世界が見た福島原発災害 . ３ )
いのち・女たち・連帯

大沼安史

213

(世界が見た福島原発災害 . ４ )
アウト・オブ・コントロール

大沼安史

214

(世界が見た福島原発災害 . ５ )
フクシマ・フォーエバー

大沼安史

215

(世界が見た福島原発災害 . ６ )
核の地獄を超えて

大沼安史

216 世界史のなかの天正遣欧使節

伊川健二

217 世界人権論序説 : 多文化社会における人権の根拠について

森田明彦

218 世界のしくみまるわかり図鑑

リチャード・プラット

219 世界の茶文化図鑑

ティーピッグズ

220 世界の橋 : 巨大建築の美と技術の粋

マーカス・ビニー

221

(世界標準MIT教科書)
ストラング : 計算理工学

ギルバート・ストラング著 ; 日本応用数理
学会監訳

222

(世界標準MIT教科書)
ストラング : 微分方程式と線形代数

G.ストラング著：渡辺辰矢訳
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(世界標準MIT教科書)
223 Python : 言語によるプログラミングイントロダクション : データサイエンスとアプリケーション 第２ John V. Guttag
版
224 世界文学大図鑑

ジェイムズ・キャントン

225

(全体主義の起原 １)
反ユダヤ主義 新版

ハンナ・アーレント

226

(全体主義の起原 ２)
帝国主義 新版

ハンナ・アーレント

227

(全体主義の起原 ３)
全体主義 新版

ハンナ・アーレント

228 専門図書館の役割としごと

青柳英治

229 蔵書一代 : なぜ蔵書は増え、そして散逸するのか

紀田順一郎

230

蔵書の苦しみ
(知恵の森文庫 tお10-3)

岡崎武志

231 ダーティ・シークレット : タックス・ヘイブンが経済を破壊する

リチャード・マーフィー

232 「大学改革」という病 : 学問の自由・財政基盤・競争主義から検証する

山口裕之

233 大学教育と読書 : 大学生協からの問題提起

玉真之介編著

234 大学生のための速読法 : 読むことのつらさから解放される

松崎久純

235 退屈なことはＰｙｔｈｏｎにやらせよう : ノンプログラマーにもできる自動化処理プログラミング

Al Sweigart

236

対称性 : 不変性の表現
(サイエンス・パレット035)

Ian Stewart

237

(台湾学術文化研究叢書)
族群 : 現代台湾のエスニック・イマジネーション

王甫昌著 ; 松葉隼, 洪郁如訳

238

(台湾学術文化研究叢書)
フェイクタイワン : 偽りの台湾から偽りのグローバリゼーションへ

張小虹

239

(台湾学術文化研究叢書)
抑圧されたモダニティ : 清末小説新論

王徳威著 ; 神谷まり子, 上原かおり訳

240 台湾人の歌舞伎町 : 新宿、もうひとつの戦後史

稲葉佳子

241

(多田富雄コレクション ３)
人間の復権 : リハビリと医療

多田富雄

242

(多田富雄コレクション 4)
死者との対話 : 能の現代性

多田富雄

243 楽しみながら学ぶ電磁気学入門

山崎耕造

244 誰が「表現の自由」を殺すのか : ニコンサロン「慰安婦」写真展中止事件裁判の記録

安世鴻

245 誰の健康が優先されるのか : 医療資源の倫理学

グレッグ・ボグナー

246

だれも教えなかったレポート・論文書き分け術
(SCC books B-401) 新版

大竹秀一

247 探検！数の密林・数論の迷宮

橋本喜一朗

248 小さな大世界史 : アフリカから出発した人類の長い旅

ジェフリー・ブレイニー

249 地球の科学 : 変動する地球とその環境

佐藤暢

改訂版
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250

(ちくまプリマー新書284)
１３歳からの「学問のすすめ」

福澤諭吉

251

(ちくまプリマー新書285)
人生を豊かにする学び方

汐見稔幸

252 地図で見る中国ハンドブック

ティエリ・サンジュアン

253 地図で見るロシアハンドブック

パスカル・マルシャン

254

秩序の砂塵化を超えて : 環太平洋パラダイムの可能性
(環太平洋研究叢書 ０)

村上勇介編

255 茶席からひろがる漢詩の世界

諸田龍美

256 茶の事典

大森正司

257 中国外交史

益尾知佐子

258

中国朝鮮族のトランスナショナルな移動と生活
(香川大学経済研究叢書 ３０)

宮島美花

259

中国の公共性と国家権力 : その歴史と現在
(慶應義塾大学東アジア研究所 現代中国研究シリーズ)

小嶋華津子編著

260

中小企業における人材育成・能力開発
(JILPT第2期プロジェクト研究シリーズ no.5)

労働政策研究・研修機構編

261 中東・イスラーム研究概説 : 政治学・経済学・社会学・地域研究のテーマと理論

私市正年編著

262 中東世界データ地図 : 歴史・宗教・民族・戦争

ダン・スミス

263 鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。

川上和人

264 ツキノワグマ : すぐそこにいる野生動物

山崎晃司

265 デザイナー・ベビー : ゲノム編集によって迫られる選択

ポール・ノフラー

266

ＴｅｎｓｏｒＦｌｏｗ機械学習クックブック : Ｐｙｔｈｏｎベースの活用レシピ６０＋
(Impress top gear)

Nick McClure

267 動員のメディアミックス : 〈創作する大衆〉の戦時下・戦後

大塚英志

268 統計学図鑑

栗原伸一

269

陶芸編
(モノと技術の古代史)

小林正史

270

(東大塾)
社会人のための現代アフリカ講義

遠藤貢編

271

(東大塾)
社会人のための現代中国講義

高原明生, 丸川知雄, 伊藤亜聖編

272

(東大塾)
社会人のための現代ロシア講義

塩川伸明, 池田嘉郎編

273 東南アジアの住居 : その起源・伝播・類型・変容

布野修司

274 動物になって生きてみた

チャールズ・フォスター

275 動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか

フランス・ドゥ・ヴァ－ル

276

都市と野生の思考
(インターナショナル新書 013)

鷲田清一

277 都市の遺産とまちづくり : アジア大都市の歴史保全

鈴木伸治編
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土日でわかるＰｙｔｈｏｎプログラミング教室 : 短期集中講座
(Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ＆ＩＤＥＡ)

吉谷愛

279 なくなりそうな世界のことば
280

20171128

吉岡乾

なぜ人工知能は人と会話ができるのか
(マイナビ新書)

三宅陽一郎

281 悩ましい国語辞典 : 辞書編集者だけが知っていることばの深層

神永曉

282 ２０世紀を知る : ２１世紀の問題の原点

広瀬一郎

283 日常と非日常からみるこころと脳の科学

宮崎真編著

284 日本一やさしい「政治の教科書」できました。

木村草太

285 日本国憲法の制定過程 : 大友一郎講義録

庄司克宏編

286 日本語のなかの中国故事 : 知っておきたい二百四十章

小林祥次郎

287 日本思想史への道案内

苅部直

288

日本商業史 : 商業・流通の発展プロセスをとらえる
(Ｙ２１)

廣田誠

289 日本の科学 近代への道しるべ

山田慶兒

290 日本のシカ : 増えすぎた個体群の科学と管理

梶光一編

291 日本の社会保障システム : 理念とデザイン

木下武徳

292 日本のネット選挙 : 黎明期から１８歳選挙権時代まで

岡本哲和

293 日本民俗

小川直之監修

復刻版

294 入門貧困論 : ささえあう／たすけあう社会をつくるために

金子充

295 入門ＵＮＩＸシェルプログラミング : シェルの基礎から学ぶＵＮＩＸの世界
296 入門連続体の力学
297

改訂第２版

ブルース・ブリン
半揚稔雄

熱力学入門講義
(現代物理学入門講義シリーズ ３)

風間洋一

298 脳に心が読めるか？ : 心の進化を知るための９０冊

岡ノ谷一夫

299 初めてのＴｈｒｅｅ．ｊｓ : ＷｅｂＧＬのためのＪａｖａＳｃｒｉｐｔ ３Ｄライブラリ

Jos Dirksen

300 はじめての地質学 : 日本の地層と岩石を調べる

日本地質学会編著

301 波動と場の物理学入門

糸山浩司

302 パパは脳研究者 : 子どもを育てる脳科学

池谷裕二

303

(ハヤカワ文庫 NF 507 〈数理を愉しむ〉シリーズ)
神は数学者か？ : 数学の不可思議な歴史

マリオ・リヴィオ

304

(ハヤカワ文庫 NF 510 〈数理を愉しむ〉シリーズ)
「偶然」の統計学

デイヴィッド・Ｊ・ハンド

305 パリコレで数学を : サーストンと挑んだポアンカレ予想

阿原一志
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306 犯罪学ハンドブック

アンソニー・ウォルシュ

307 東アジアの社会大変動 : 人口センサスが語る世界

末廣昭

308 東アジアの民族と文化の変貌 : 少数民族と漢族、中国と日本

鈴木正崇

309 ビギナーズ少年法

守山正

第３版

310 ビギナーズ生物学

太田安隆

311 ビジュアル高校数学大全

涌井良幸

312 非線形有限要素法のための連続体力学

Javier Bonet

313

日高敏隆 : ネコの時間
(ＳＴＡＮＤＡＲＤ ＢＯＯＫＳ)

日高敏隆

314

「ビッグデータ」&「人工知能」ガイドブック
(I/O books)

I/O編集部編

315 ビッグデータ・リトルデータ・ノーデータ : 研究データと知識インフラ

クリスティン・Ｌ・ボーグマン

316 Ｂｅｆｏｒｅ／Ａｆｔｅｒ民法改正

潮見佳男

317 １００人の数学者 : 古代ギリシャから現代まで

数学セミナー編集部編

318 貧困と自己責任の近世日本史

木下光生

319 ブータン : 国民の幸せをめざす王国

熊谷誠慈編著

320 不平等 : 誰もが知っておくべきこと

ジェームズ・Ｋ・ガルブレイス

321 不法移民はいつ〈不法〉でなくなるのか : 滞在時間から滞在権へ

ジョセフ・カレンズ

322

(Ｐｒｉｍａｒｙ大学テキスト)
これだけはおさえたい化学

井口洋夫, 木下實, 齊藤幸一

323

(Ｐｒｉｍａｒｙ大学テキスト)
これだけはおさえたい確率統計

塚田真一執

324

(Ｐｒｉｍａｒｙ大学テキスト)
これだけはおさえたい経済学 : 学びのガイダンス

大久保研治

325

(Ｐｒｉｍａｒｙ大学テキスト)
理工系の基礎数学 : 専門へのステップアップ

北原直人

326 プラナカンの誕生 : 海峡植民地ペナンの華人と政治参加
327

篠崎香織

ふるさとの食べもの
(和食文化ブックレット ８ . ユネスコ無形文化遺産に登録された和食)

今田節子

328 ブロックチェーンの未来 : 金融・産業・社会はどう変わるのか

翁百合

329 プロフェッショナルの未来 : ＡＩ、ＩｏＴ時代に専門家が生き残る方法

リチャード・サスカインド

330 文学で読む日本の歴史 古典文学篇

五味文彦

331 文学で読む日本の歴史 戦国社会篇

五味文彦

332 文学で読む日本の歴史 中世社会篇

五味文彦

333 文化大革命 : 「造反有理」の現代的地平

明治大学現代中国研究所
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分子マシンの科学 : 分子の動きとその機能を見る
(ＣＳＪ Ｃｕｒｒｅｎｔ Ｒｅｖｉｅｗ ２６)

日本化学会編

335 分断するコミュニティ : オーストラリアの移民・先住民族政策

塩原良和

336 兵士を救え! : [○珍]軍事研究

メアリー・ローチ

337 ベストをつくす教育実習 : 強みを活かし実力を伸ばす

筒井美紀

338

べつの言葉で
(新潮クレスト・ブックス)

ジュンパ・ラヒリ

339

変容するベトナムの社会構造 : ドイモイ後の発展と課題
(専修大学社会科学研究所社会科学研究叢書 １９)

佐藤康一郎編

340 亡国の武器輸出 : 防衛装備移転三原則は何をもたらすか

池内了

341 北斎漫画 : 肉筆未刊行版

葛飾北斎

墓誌を用いた北魏史研究
(汲古叢書 １４５)

窪添慶文

342

343 本で床は抜けるのか

西牟田靖

344 マッド・トラベラーズ : ある精神疾患の誕生と消滅

イアン・ハッキング

345 ＭＡＴＬＡＢではじめるプログラミング教室

奥野貴俊

346

(丸山眞男講義録 別冊1)
日本政治思想史. １９５６／５９

丸山眞男

347

(丸山眞男講義録 . 別冊２)
日本政治思想史 . １９５７／５８

丸山眞男

348 水の不思議 : 科学の眼で見る日常の疑問

稲場秀明

349 ミュオグラフィ : ピラミッドの謎を解く21世紀の鍵 = Muography

田中宏幸

350 無銭経済宣言 : お金を使わずに生きる方法

マーク・ボイル

351 明治期の地方制度と名望家

飯塚一幸

352 名著探訪１０８ : 知の先達２９人が選ぶ

藤原書店編集部編

353 メタヒストリー : 一九世紀ヨーロッパにおける歴史的想像力

ヘイドン・ホワイト

354 メタ倫理学入門 : 道徳のそもそもを考える

佐藤岳詩

355

やさしく学ぶ機械学習を理解するための数学のきほん : アヤノ＆ミオと一緒に学ぶ機械学習
の理論と数学、実装まで

立石賢吾

356

(有斐閣アルマ Specialized . 民法; 7)
民法 . ７ : 親族・相続 第５版

高橋朋子

357

(有斐閣アルマ Specialized)
租税法

岡村忠生

358 溶融塩の物性 : イオン性無機液体の構造，熱力学，輸送現象の微視的側面

田巻繁

359 よくわかる星空案内 : プラネタリウム名解説者が教えてくれる

木村直人

新版

360 ライフ・プロジェクト : ７万人の一生からわかったこと

ヘレン・ピアソン

361 ライフデザイン学

齊藤恭平

第２版
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ラテンアメリカの市民社会組織 : 継続と変容
(研究双書 Ｎｏ． ６２６)

宇佐見耕一編

363 流体力学

水島二郎

364 リラクタンストルク応用モータ : ＩＰＭＳＭ，ＳｙｎＲＭ，ＳＲＭの基礎理論から設計まで

リラクタンストルク応用電動機の技術に関
する調査専門委員会編

365

ルポ隠された中国 : 習近平「一強体制」の足元
(平凡社新書855)

金順姫

366 歴史的思考力を育てる : 歴史学習のアクティブ・ラーニング

永松靖典編

367 ローズヴェルトとスターリン : テヘラン・ヤルタ会談と戦後構想 . 上

スーザン・バトラー

368 ローズヴェルトとスターリン : テヘラン・ヤルタ会談と戦後構想 . 下

スーザン・バトラー

369 ロシア近現代と国際関係 : 歴史を学び、政治を読み解く

小田健

370

ロシア現代思想
(ゲンロン 6)

東浩紀

371 ロシア社会の信頼感

石川晃弘

372 惑星探査機の軌道計算入門 : 宇宙飛翔力学への誘い

半揚稔雄

373 倭国末期政治史論

中田興吉

374 和算百科

和算研究所

375 浮世草子大事典 : 江戸時代の社会・風俗がわかる

「浮世草子大事典」編集委員会編

376 教育思想事典

教育思想史学会編

増補改訂版

377 デザイン歴史百科図鑑

エリザベス・ウィルハイド
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