学情センター2F企画展示

推薦図書
展示期間：2013.0204～2.23
【商学研究科】
商学研究科】
教員名（敬称略）

石井真一
石井真一
石井真一
石井真一
狩俣正雄
狩俣正雄
狩俣正雄
狩俣正雄
狩俣正雄
狩俣正雄
狩俣正雄
川村尚也
川村尚也
川村尚也
川村尚也
小林哲
小林哲
小林哲
小林哲
小林哲
鈴木洋太郎
鈴木洋太郎
鈴木洋太郎

高田輝子
高田輝子
高田輝子
高田輝子
高田輝子
高田輝子
除本理史

書名
Density ratio estimation in machine learning / Masashi Sugiyama, Taiji Suzuki, Takafumi
Kanamori. -- : hbk.. -- Cambridge University Press, 2012.
Natural computing in computational finance / Anthony Brabazon, Michael O'Neill (eds.). -- [v.
1], v. 2. -- Springer, c2008-. -- (Studies in computational intelligence ; v. 100, 185).
Graphical models with R / Søren Højsgaard, David Edwards, Steffen Lauritzen. -- Springer,
c2012. -- (Use R! / series editors, Robert Gentleman, Kurt Hornik, Giovanni Parmigiani).
Probabilistic graphical models : principles and techniques / Daphne Koller, Nir Friedman. -- MIT
Press, c2009. -- (Adaptive computation and machine learning).
Trust management VI : 6th IFIP WG 11.11 International Conference, IFIPTM 2010 Surat, India,
May 21-25, 2012 : proceedings / Theo Dimitrakos ... [et al.] (eds.). -- Springer, c2012. -- (IFIP
advances in information and communication technology ; 371).
世界を変えたビジネス思想家 / ダイヤモンド社編訳. -- ダイヤモンド社, 2006.2. -- (世界標準の
知識ザ・ビジネス).
世界で最も偉大な経営者 / ダイヤモンド社編訳. -- ダイヤモンド社, 2005.6. -- (世界標準の知識
ザ・ビジネス).
こうすれば組織は変えられる! : 「学習する組織」をつくる10ステップ・トレーニング / ピーター・クラ
イン, バーナード・サンダース著 ; 今泉敦子訳. -- フォレスト出版, 2002.6.
世界で最も重要なビジネス書 / ダイヤモンド社編訳. -- ダイヤモンド社, 2005.3. -- (世界標準の
知識ザ・ビジネス).
U理論 : 過去や偏見にとらわれず、本当に必要な「変化」を生み出す技術 / C・オットー・シャー
マー著 ; 中土井僚, 由佐美加子訳. -- 英治出版, 2010.11.
ダイアローグ : 対立から共生へ、議論から対話へ / デヴィッド・ボーム著 ; 金井真弓訳. -- 英治出
版, 2007.10.
The SAGE handbook of complexity and management / edited by Peter Allen, Steve Maguire and
Bill McKelvey. -- SAGE, 2011.
会計プロフェッションの発展 / 友岡賛著. -- 有斐閣, 2005.9.
The SAGE handbook of health care ethics : core and emerging issues / edited by Ruth Chadwick,
Henk ten Have and Eric M. Meslin. -- SAGE, 2011.
医師と回転器 : 19世紀精神医療の社会史 / 山中浩司著. -- 昭和堂, 2011.2.
認知心理学 / 箱田裕司 [ほか] 著. -- 有斐閣, 2010.7. -- (New liberal arts selection).
消費者行動の知識 / 青木幸弘著. -- 日本経済新聞出版社, 2010.9. -- (日経文庫 ; 1222).
感情マーケティング : 感情と理性の消費者行動 / アルジュン・チョードリー原著 ; 恩藏直人 [ほか]
訳. -- 千倉書房, 2007.7.
マーケティングと消費者行動 : マーケティング・サイエンスの新展開 / 大澤豊責任編集. -- 有斐
閣, 1992.5. -- (現代経営学 / 大澤豊 [ほか] 編 ; 8).
新しい消費者行動 / 清水聰著. -- 千倉書房, 1999.3.
Privatizing water : governance failure and the world's urban water crisis / Karen Bakker. -- :
cloth. -- Cornell University Press, 2010.
A politics of inevitability : the privatisation of the Berlin Water Company, the global city
discourse, and governance in 1990s Berlin / Ross Beveridge. -- : pbk. -- VS Verlag für
Sozialwissenschaften, 2012. -- (VS research).
Water institutions : policies, performance and prospects / Chennat Gopalakrishnan, Cecilia
Tortajada, Asit K. Biswas, editors. -- Springer, c2005. -- (Water resources development and
Text mining : applications and theory / Michael W. Berry, Jacob Kogan. -- John Wiley & Sons,
2010.
R言語逆引きハンドブック / 石田基広著. -- シーアンドアール研究所, 2012.2.
Communicating in science : writing a scientific paper and speaking at scientific meetings / Vernon
Booth. -- pbk.. -- 2nd ed. -- Cambridge University Press, 1993.
Introductory time series with R / Paul S.P. Cowpertwait, Andrew V. Metcalfe. -- Springer, 2009.
-- (Use R! / series editors, Robert Gentleman, Kurt Hornik, Giovanni Parmigiani).
A handbook of statistical analyses using R / Brian S. Everitt and Torsten Hothorn. -- : pbk. -2nd ed. -- Chapman & Hall/CRC, c2010.
The practical writer : with readings / Edward P. Bailey, Philip A. Powell. -- 7th ed. -Wadsworth, c2008.
用地取得と補償 / 全国建設研修センター編. -- 新訂7版. -- 全国建設研修センター, 2011.4.

巻号次

配置場所

請求記号

3F開架新体系 007.13//SU49//3247

[v. 1] 4F開架新体系 338.01//N58//3253
3F開架新体系 417//H81//3251
3F開架新体系 417//KO55//3248
3F開架新体系 007.3//I21//5365
4F開架新体系 335.1//D71//2116
4F開架新体系 335.13//D71//4784
4F開架新体系 336.3//KL6//2115
4F開架新体系 336//D71//4917
4F開架新体系 336//SC1//2331
4F開架新体系 361.45//B62//2330
4F開架新体系 335.1//SA16//5370
4F開架新体系 336.97//TO61//4597
3F開架新体系 490.15//SA16//5364
3F開架新体系 493.7//Y34//0545
3F開架新体系 141.51//H18//3941

4F新書版

675//A53//6425

4F開架新体系 675//C36//7641
4F開架新体系 675//MA52//5732
4F開架新体系 675//SH49//0057
3F開架新体系 518.1//B15//4234
3F開架新体系 518.1//B39//4231
3F開架新体系 518.1//W47//4230
3F開架新体系 007.609//B38//3532
3F開架新体系 007.64//I72//2110
3F開架新体系 407//B64//3243
3F開架新体系 417.6//C89//3252
3F開架新体系 417//E89//3530

5F英語学習 836//B14//7049
4F開架新体系 323.97//Z3//7080

【経済学研究科】
経済学研究科】
教員名

C.ウェザーズ
C.ウェザーズ
C.ウェザーズ

大島真理夫

書名
Social class in contemporary Japan : structures, sorting and strategies / edited by Hiroshi Ishida
and David H. Slater. -- : pbk. -- Routledge, 2011, c2010. -- (The Nissan Institute/Routledge
Japanese studies series).
非正規雇用改革 : 日本の働き方をいかに変えるか / 鶴光太郎, 樋口美雄, 水町勇一郎編著. -日本評論社, 2011.6.
Japan's motorcycle wars : an industry history / Jeffrey W. Alexander. -- : pbk. -- University of
Hawaii Press, 2009.
けもの風土記 / 須藤功編. -- 農山漁村文化協会, 2012.5. -- (あるくみるきく双書 . 宮本常一とあ
るいた昭和の日本 ; 22).

1

巻号次

配置場所

請求記号

4F開架新体系 361.8//SO13//5367
4F開架新体系 366.8//TS84//7494
3F開架新体系 537.09//A41//7041
4F開架新体系 382.1//MI77//2970

青春彷徨 / 森本孝編. -- 農山漁村文化協会, 2012.8. -- (あるくみるきく双書 . 宮本常一とあるい

大島真理夫 た昭和の日本 ; 25).
宮本良成 Economic geography / William P. Anderson. -- : pbk, : hbk. -- Routledge, 2012.

4F開架新体系 382.1//MI77//7362
4F開架新体系 332.9//A46//3544

【法学研究科】
法学研究科】
教員名

金澤真理
金澤真理
国友明彦
国友明彦
国友明彦
高橋英治
高橋英治
稗田健志
稗田健志
藤井徳展
藤井徳展
藤井徳展
藤井徳展
藤井徳展
松田竹男
松田竹男
松田竹男

書名
政治的に考える : マイケル・ウォルツァー論集 / マイケル・ウォルツァー著 ; デイヴィッド・ミラー編 ;
萩原能久, 齋藤純一監訳. -- 風行社, 2012.4.
自手犯と共同正犯 / 香川達夫著. -- 成文堂, 2012.6.
国際私法 / 神前禎, 早川吉尚, 元永和彦著. -- 第3版. -- 有斐閣, 2012.3. -- (有斐閣アルマ ;
Specialized).
ロースクール国際私法・国際民事手続法 / 櫻田嘉章, 道垣内正人編. -- 第3版. -- 有斐閣,
2012.4.
国際私法入門 / 澤木敬郎, 道垣内正人著. -- 第7版. -- 有斐閣, 2012.3. -- (有斐閣双書).
会社法 / 北沢正啓著. -- 第6版. -- 青林書院, 2001.1. -- (現代法律学全集 ; 18).
Japanisches Recht im Vergleich / Koresuke Yamauchi. -- Japanisches Institut für
Rechtsvergleichung, Chuo Universitätsverlag. -- (日本比較法研究所研究叢書 ; 83).
政官スクラム型リーダーシップの崩壊 / 村松岐夫著. -- 東洋経済新報社, 2010.3.
自民党長期政権の政治経済学 : 利益誘導政治の自己矛盾 / 斉藤淳著. -- 勁草書房, 2010.8.
民法総則 / 平野裕之著. -- 第2版. -- 日本評論社, 2006.4. -- (民法講義シリーズ ; 1).
不動産法入門 : 不動産をキーワードにして学ぶ / 秋山靖浩著. -- 日本評論社, 2011.12.
スタートライン民法総論 / 池田真朗著. -- 第2版. -- 日本評論社, 2011.12.
はじめて学ぶ民法 : 所有,契約,不法行為,家族 / 川井健著. -- 有斐閣, 2011.12.
ゼロからの民法入門 : 教養としての民法 / 近江幸治著. -- 成文堂, 2012.2. -- (民法講義 / 近江
幸治著 ; 0).
歴史、国家、機構、条約、人権 / 松田竹男 [ほか] 編集代表. -- 東信堂, 2012.3. -- (現代国際法
の思想と構造 ; 1).
環境、海洋、刑事、紛争、展望 / 松田竹男 [ほか] 編集代表. -- 東信堂, 2012.3. -- (現代国際法
の思想と構造 ; 2).
個人責任と国家責任 / 安藤泰子著. -- 成文堂, 2012.1.

巻号次

配置場所

請求記号

4F開架新体系 311.1//W37//5593
4F開架新体系 326.15//KA17//5238
4F開架新体系 329.8//KA59//1653
4F開架新体系 329.8//SA46//1656
4F開架新体系 329.8//SA94//1654
4F開架新体系 320.8//G34//0570
4F開架新体系 321.9//Y46//2111
4F開架新体系 312.1//MU48//7540
4F開架新体系 312.1//SA25//7541
4F開架新体系 324.1//H66//0094
4F開架新体系 324.2//A38//8331
4F開架新体系 324//I32//8700
4F開架新体系 324//KA93//8732
4F開架新体系 324//O62//1065
4F開架新体系 329.04//G34//1731
4F開架新体系 329.04//G34//2098
4F開架新体系 329.67//A47//1040

【文学研究科】
文学研究科】
教員名

浅岡宣彦
荒木映子
荒木映子
荒木映子
荒木映子
荒木映子
池上知子
池上知子
池上知子
池上知子
岩本真理
岩本真理
大黒俊二

書名
父トルストイの思い出 / イリヤ・トルストイ著 ; 青木明子訳. -- 群像社, 2012.6. -- (ロシア作家案内
シリーズ ; 9).
戦時下の青春 : 炎 / 中井英夫他著 ; 浅田次郎 [ほか] 編集委員 ; 北上次郎編集協力. -- 集英
社, 2012.3. -- (コレクション戦争と文学 / 浅田次郎 [ほか] 編集委員 ; 北上次郎編集協力 ; 15).
ベトナム戦争 : 泥 / 開高健他著. -- 集英社, 2012.4. -- (コレクション戦争と文学 / 浅田次郎 [ほ
か] 編集委員 ; 北上次郎編集協力 ; 2).
オキナワ終わらぬ戦争 : 闘 / 山之口貘他著. -- 集英社, 2012.5. -- (コレクション戦争と文学 / 浅
田次郎 [ほか] 編集委員 ; 北上次郎編集協力 ; 20).
さまざまな8・15 : 夏 / 中野重治他著 ; 浅田次郎 [ほか] 編集委員 ; 北上次郎編集協力. -- 集英
社, 2012.7. -- (コレクション戦争と文学 / 浅田次郎 [ほか] 編集委員 ; 北上次郎編集協力 ; 9).
オキュパイドジャパン : 敗 / 志賀直哉他著 ; 浅田次郎 [ほか] 編集委員 ; 北上次郎編集協力. -集英社, 2012.8. -- (コレクション戦争と文学 / 浅田次郎 [ほか] 編集委員 ; 北上次郎編集協力 ;
新編血液型と性格 / 大村政男著. -- 福村出版, 2012.9.
幸福を目指す対人社会心理学 : 対人コミュニケーションと対人関係の科学 / 大坊郁夫編. -- ナ
カニシヤ出版, 2012.2.
日本文化での人格形成 : 相互独立性・相互協調性の発達的検討 / 高田利武著. -- ナカニシヤ
出版, 2012.3.
座席行動の心理学 : 着席位置をめぐる心理メカニズムの解明 / 北川歳昭著. -- 大学教育出版,
2012.4.
よくわかる中国語文法 : 基礎から発展まで / 丸尾誠著. -- アスク出版, 2010.10.
中級中国語読みとく文法 / 三宅登之著. -- 白水社, 2012.2.
貧者を愛する者 : 古代末期におけるキリスト教的慈善の誕生 / ピーター・ブラウン著 ; 戸田聡訳.
-- 慶應義塾大学出版会, 2012.4.
ボヘミアの「儀式殺人」 : フロイト・クラウス・カフカ / 平野嘉彦著. -- 平凡社, 2012.3.

大黒俊二
奥野久美子 夢野久作全集 / 中島河太郎, 谷川健一編. -- 1 - 7. -- 三一書房, 1969.6-1970.1.

都市が壊れるとき : 郊外の危機に対応できるのはどのような政治か / ジャック・ドンズロ著 ; 宇城輝

川野英二 人訳. -- 人文書院, 2012.4.
川野英二 社会調査の基礎 : 社会調査士A・B・C・D科目対応 / 篠原清夫 [ほか] 編. -- 弘文堂, 2010.2.

ベーシックコーパス言語学 = A basic guide to corpus linguistics / 石川慎一郎著. -- ひつじ書房,
衣笠忠司 2012.4.
草生久嗣 ローマ皇帝とその時代 : 元首政期ローマ帝国政治史の研究 / 南川高志著. -- 創文社, 1995.10.

草生久嗣 The encyclopedia of war / edited by Gordon Martel. -- : [set] - v. 5. -- Wiley-Blackwell, 2012.
草生久嗣 古典アルメニア語文法 / 千種眞一著. -- 大学書林, 2001.6.
小林直樹 東アジアの漢籍遺産 : 奈良を中心として / 河野貴美子, 王勇編. -- 勉誠出版, 2012.6.
小林直樹
祖田亮次
祖田亮次
田中孝信

東アジアの今昔物語集 : 翻訳・変成・予言 / 小峯和明編 ; [竹村信治ほか著]. -- 勉誠出版,
2012.7.
食品の消費と流通 / 日本フードスペシャリスト協会編. -- 新版. -- 建帛社, 2008.3.
マクロミクロ日本外交・安全保障の通商戦略 : 「合理性と価値モデル」の新経済成長 / 山田晃久
著. -- 学文社, 2011.3.
現代イギリス読本 / 川成洋, 長尾輝彦編. -- 丸善出版, 2012.7.
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巻号次

配置場所

請求記号

3F開架新体系 980.2//TO47//4204
3F開架新体系 918.6//C84//3353
3F開架新体系 918.6//C84//3354
3F開架新体系 918.6//C84//3355
3F開架新体系 918.6//C84//4941
3F開架新体系 918.6//C84//6277
3F開架新体系 141.939//O64//7543
4F開架新体系 361.4//D14//0379
4F開架新体系 361.4//TA55//2535
4F開架新体系 371.35//KI63//8145
3F開架新体系 825//MA57//3358
3F開架新体系 825//MI76//2961
3F開架新体系 192//B77//1790
4F開架新体系 316.88//H66//2950

1-7 3F開架新体系

918.68//Y97//2260
-2966

4F開架新体系 302.35//D85//1730
4F開架新体系 361.9//SH67//1118
3F開架新体系 801.019//I76//3051
3F開架新体系 232.8//MI37//2975

390.33//E58//2886
-2890
3F開架新体系 829.995//C43//4936

v. 1-5 4F開架新体系

3F開架新体系 210.35//KO76//7363
3F開架新体系 913.37//KO64//7186
4F開架新体系 611.32//N71//3346
4F開架新体系 678.1//Y19//3345
4F開架新体系 302.33//KA96//5514

文豪たちの情と性へのまなざし : 逍遥・漱石・谷崎と英文学 / 松村昌家著. -- ミネルヴァ書房,

田中孝信 2011.2. -- (MINERVA歴史・文化ライブラリー ; 18).
田中孝信 「私」語りの文学 : イギリス十九世紀小説と自己 / 新野緑著. -- 英宝社, 2012.7.
田中孝信 名作英文学を読み直す / 山本史郎著. -- 講談社, 2011.2. -- (講談社選書メチエ ; 492).

大いなる遺産 / ディケンズ著 ; 佐々木徹訳. -- 上, 下. -- 河出書房新社, 2011.7. -- (河出文

田中孝信 庫).

3F開架新体系 910.26//MA82//0059
3F開架新体系 930.26//N76//6592
3F開架新体系 930.4//Y31//9577

上下

朗読によるクリスマス・キャロル / チャールズ・ディケンズ作 ; 井原慶一郎訳. -- K&Yカンパニー,

田中孝信 2011.12.

933.6//D72//2332-3

3F開架新体系 933.6//D72//2963

『宋代中国』の相対化 / 宋代史研究会編. -- 汲古書院, 2009.7. -- (宋代史研究会研究報告 ;

田渕欣也 第9集).

近代化する日本 / 荒野泰典, 石井正敏, 村井章介編. -- 吉川弘文館, 2012.4. -- (日本の対外
関係 ; 7).
仁木宏 稲作の四季 / 須藤功著. -- 農山漁村文化協会, 2009.9. -- (大絵馬ものがたり / 須藤功著 ; 1).
丹羽哲也 問題な日本語 / 北原保雄編. -- その3, その4. -- 大修館書店, 2004.12-.
増田聡 愛と欲望のナチズム / 田野大輔著. -- 講談社, 2012.9. -- (講談社選書メチエ ; 533).

4F文庫版

3F開架新体系 222.053//SO15//2451

仁木宏

3F開架新体系 210.18//N71//1227

その3-4

4F開架新体系 387.7//SU84//4226
3F開架新体系 810.4//KI64//5187-8
3F開架新体系 234.074//TA89//7670

【理学研究科】
理学研究科】
教員名

臼杵克之助
臼杵克之助

兼田正治
兼田正治
金信泰造
木下勇
八ッ橋知幸
八ッ橋知幸
八ツ橋知幸

書名
化学受容の科学 : 匂い・味・フェロモン 分子から行動まで / 東原和成編. -- 化学同人, 2012.2. - (Dojin bioscience series ; 01).
時間生物学 / 海老原史樹文, 吉村崇編. -- 化学同人, 2012.3. -- (Dojin bioscience series ; 02).
Mathematics for economists : an introductory textbook / Malcolm Pemberton and Nicholas Rau.
-- : pbk. -- 3rd ed. -- Manchester University Press, 2011.
Calculus / Michael Spivak. -- : hardback. -- corr. 3rd ed. -- Cambridge University Press, 2006.
思い出の数学60題 / 長沢永時著. -- : 新装版. -- 東京図書出版会.
元素生活 / 寄藤文平著. -- 化学同人, 2009.7.
ホームレス博士 : 派遣村・ブラック企業化する大学院 / 水月昭道著. -- 光文社, 2010.9. -- (光文
社新書 ; 479).
Entropy and the second law : interpretation and misss-interpretationsss / Arieh Ben-Naim. -- :
hbk. -- World Scientific, 2012.
機能性ナノ炭素材料 / 東レリサーチセンター調査研究部制作. -- 東レリサーチセンター, 2010.2.
-- (TRC R&D library).

巻号次

配置場所

請求記号

3F開架新体系 481.37//TO23//9991
3F開架新体系 463.9//E14//0959
4F開架新体系 331.19//P36//1813
3F開架新体系 L413.3//SP5//4924
3F開架新体系 410.4//N22//3012
3F開架新体系 431.11//Y84//2949

4F新書版

377.5//MI95//0906

3F開架新体系 426.55//B35//5375
3F開架新体系 L435.6//TO66//3379

【工学研究科】
工学研究科】
教員名

今津篤志
岡育生
小島誠也
田窪朋仁
田窪朋仁
田窪朋仁
田窪朋仁
福田常男
矢持進

巻号次
配置場所 請求記号
書名
コンピュータビジョン : 最先端ガイド / 八木康史, 斎藤英雄編. -- 1 - 4. -- アドコム・メディア,
007.1//Y15//50351-4 3F開架新体系
5038
2008.12-. -- (CVIMチュートリアルシリーズ).
情報理論 : 基礎と広がり / Thomas M. Cover, Joy A. Thomas著 ; 山本博資 [ほか] 訳. -- 共立
3F開架新体系 007.1//C89//5001
出版, 2012.7.
異種材料界面の測定と評価技術 : Evaluation technology for interfacial phenomena / 石井淑夫監
3F開架新体系 431.8//I84//5461
修. -- テクノシステム, 2012.3.
サイバネティックス : 動物と機械における制御と通信 / ウィーナー [著] ; 池原止戈夫 [ほか] 訳. 4F文庫版 007.11//W72//3341
- 岩波書店, 2011.6. -- (岩波文庫 ; 青(33)-948-1).
3F開架新体系 548.3//KA23//3426
ヒューマノイドロボット / 梶田秀司編著. -- オーム社, 2005.4.
あのスーパーロボットはどう動く : スパロボで学ぶロボット制御工学 / 金岡克弥編著 ; 菊植亮 [ほ
3F開架新体系 548.3//KA46//7117
か] 著. -- 日刊工業新聞社, 2010.3. -- (B&Tブックス).
ここが知りたいロボット創造設計 / 米田完, 大隅久, 坪内孝司共著 ; 講談社サイエンティフィク編
3F開架新体系 548.3//Y82//1390
集. -- 講談社, 2005.9.
Chemical waves and patterns / edited by Raymond Kapral and Kenneth Showalter. -- Kluwer
3F開架新体系 421.3//C38//5621
Academic Publishers, c1995. -- (Understanding chemical reactivity ; v. 10).
3F開架新体系 468.6//SU19//3009
日本の海産プランクトン図鑑 / 末友靖隆編著 ; 松山幸彦 [ほか] 著. -- 共立出版, 2011.1.

【創造都市研究科】
創造都市研究科】
教員名

大西克実
永田好克
弘田洋二
弘田洋二
弘田洋二
弘田洋二
弘田洋二
弘田洋二

巻号次
配置場所
書名
群知能とデータマイニング / アジス・アブラハム, クリナ・グローサン, ヴィトリーノ・ラモス編 ; 栗原
3F開架新体系
聡, 福井健一訳. -- 東京電機大学出版局, 2012.7.
歴史GISの地平 : 景観・環境・地域構造の復原に向けて / HGIS研究協議会編. -- 勉誠出版,
3F開架新体系
2012.3.
4F開架新体系
仕事漂流 : 就職氷河期世代の「働き方」 / 稲泉連著. -- プレジデント社, 2010.4.
僕らが働く理由、働かない理由、働けない理由 / 稲泉連著. -- 文藝春秋, 2007.3. -- (文春文庫
4F文庫版
; [い-65-1]).
4F開架新体系
自己愛 (わがまま) 化する仕事 : メランコからナルシスへ / 大野正和著. -- 労働調査会, 2010.2.
学校の「空気」 / 本田由紀著. -- 岩波書店, 2011.2. -- (若者の気分 / 浅野智彦 [ほか] 編集委
4F開架新体系
員).
マザー・ネイチャー : 「母親」はいかにヒトを進化させたか / サラ・ブラファー・ハーディー著 ; 塩原
上下 3F開架新体系
通緒訳. -- 上, 下. -- 早川書房, 2005.5.
4F新書版
社会的ひきこもり : 終わらない思春期 / 斎藤環著. -- PHP研究所, 1998.12. -- (PHP新書 ; 065).

3

請求記号
007.6//A14//7692
290.18//H53//5034
366.29//I52//3362
366.29//I52//3365
366.94//O67//9730
371.3//H84//0253
469//H97//82998300
493.7//SA25//4515

