
学情センター2F企画展示『購入希望図書（2008年度受入分）全リスト』(6/26～7/4)

配置場所 請求記号 書名等 巻号

3F開架新体系
007.1//TR5//
8199

ターボ符号入門 / トリケップス企画部編集. -- トリケップス, 2001.11. -- (トリケッ
プス叢書 ; 54).

3F開架新体系
007.1//TR5//
8201

ターボ符号の基礎 / トリケップス企画部編 ; [荻原春生執筆]. -- トリケップス,
2008.3. -- (トリケップス叢書 ; (TR)57).

3F開架新体系
007.13//B47/
/5199

パターン認識と機械学習 : ベイズ理論による統計的予測 / C.M.ビショップ著. --
上, 下. -- シュプリンガー・ジャパン, 2007.12-2008.7.

上

3F開架新体系
007.64//B58/
/4476

Effective Java / ジョシュア・ブロック著 ; 柴田芳樹訳. -- 第2版. -- ピアソン・エ
デュケーション, 2008.11. -- (The Java series).

3F開架新体系
007.64//B58/
/5138

Effective Java / Joshua Bloch. -- 2nd ed.. -- Addison-Wesley. -- (The Java
series).

3F開架新体系
007.64//D17/
/3574

パーフェクトC# / 醍醐竜一, 斉藤友男著. -- 改訂新版. -- 技術評論社, 2008.10.
-- (Perfect series ; 01).

3F開架新体系
007.64//G65/
/5200

コード・クラフト : エクセレントなコードを書くための実践的技法 / Pete Goodliffe著
; トップスタジオ訳 ; 鵜飼文敏, 後藤正徳, 平林俊一, まつもとゆきひろ監訳. -- 毎
日コミュニケーションズ, 2007.12.

3F開架新体系
007.64//O19/
/9207

Windows Mobileプログラミング徹底理解 / Offisnail, ホーミン著. -- ソフトバンクク
リエイティブ, 2008.3.

3F開架新体系
007.64//SH18
//5634

みんなのPython : Webアプリ編 : Object Oriented‐Lightweight Language Python
for Web Application / 柴田淳著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2007.12.

3F開架新体系
021.23//A47/
/5642

よくわかる音楽著作権ビジネス / 安藤和宏著. -- 基礎編, 実践編. -- 3rd
edition. -- リットーミュージック, 2005.10.

基礎編

3F開架新体系
021.23//A47/
/5643

よくわかる音楽著作権ビジネス / 安藤和宏著. -- 基礎編, 実践編. -- 3rd
edition. -- リットーミュージック, 2005.10.

実践編

3F開架新体系
021.3//N35//
5208

「ことば」の仕事 / 仲俣暁生著 ; 大野純一写真. -- 原書房, 2006.5.

3F開架新体系
021.49//O86/
/1946

LaTeX組版ハンドブック / 大友康寛著. -- 翔泳社, 2005.1.

3F開架新体系
L125.6//TE21
//1414

盛世危言 / (清)鄭觀應著 ; 上海圖書館, 澳門博物館編. -- : set, 上, 下. -- 第1
版. -- 上海古籍出版社, 2008.3. -- (鄭觀應文獻選集).

上

3F開架新体系
L125.6//TE21
//1415

盛世危言 / (清)鄭觀應著 ; 上海圖書館, 澳門博物館編. -- : set, 上, 下. -- 第1
版. -- 上海古籍出版社, 2008.3. -- (鄭觀應文獻選集).

下

3F開架新体系
134.94//N71/
/5322

Nietzsche and morality / edited by Brian Leiter and Neil Sinhababu. --
Clarendon Press.

3F開架新体系
134.96//H51/
/6831

Being and time / Martin Heidegger ; translated by John Macquarrie & Edward
Robinson. -- : pbk. -- B. Blackwell, 1962.

: pbk

3F開架新体系
141.5//H95//
5693

細野真宏の数学嫌いでも「数学的思考力」が飛躍的に身に付く本! / 細野真宏著.
-- 小学館, 2008.9.

4F新書版
141.6//W12//
2399

感情暴走社会 : 「心のムラ」と上手につきあう / 和田秀樹 [著]. -- 祥伝社,
2008.8. -- (祥伝社新書 ; 120).

3F開架新体系
141.8//H29//
3180

Handbook of self-regulation : research, theory, and applications / edited by Roy
F. Baumeister, Kathleen D. Vohs. -- : pbk.. -- Guilford Press, c2004.

4F新書版
154//KA54//5
416

愛国の作法 / 姜尚中著. -- 朝日新聞社, 2006.10. -- (朝日新書 ; 001).

4F新書版
159//KA54//1
039

悩む力 / 姜尚中著. -- 集英社, 2008.5. -- (集英社新書 ; 0444C).

4F新書版
159//SA25//7
456

退屈力 / 齋藤孝著. -- 文藝春秋, 2008.4. -- (文春新書 ; 628).

3F開架新体系
161.3//KA95/
/1046

ライフヒストリーの宗教社会学 : 紡がれる信仰と人生 / 川又俊則, 寺田喜朗, 武
井順介編著. -- ハーベスト社, 2006.6.

3F開架新体系
188.42//TA58
//3810

比叡山諸堂史の研究 / 武覚超著. -- 法蔵館, 2008.3.

4F文庫版
190//Y16//25
26

知って役立つキリスト教大研究 / 八木谷涼子著. -- 新潮社, 2001.12. -- (新潮
OH!文庫).

3F開架新体系
192.21//KA56
//5480

韓国キリスト教の受難と抵抗 : 韓国キリスト教史1919-45 / 韓国基督教歴史研
究所著. -- 新教出版社, 1995.2.

3F開架新体系
210.76//KI62/
/5482

カルチュラル・ポリティクス1960/70 / 北田暁大, 野上元, 水溜真由美編. -- せり
か書房, 2005.12.

3F開架新体系
221//H22//54
86

苦難の韓国民衆史 / 咸錫憲著 ; 金学鉉訳. -- 第2版. -- 新教出版社, 1993.3. -
- (咸錫憲著作集 ; 2).

3F開架新体系
222.058//C46
//4371

飘摇的传统 : 明代城市生活长卷 / 陈宝良著. -- 2版. -- 湖南出版社, 2006.5. -
- (中国古代城市生活长卷丛书)

3F開架新体系
222.06//SH95
//5881

ダイチン・グルンとその時代 : 帝国の形成と八旗社会 / 承志著. -- 名古屋大学
出版会, 2009.2.

3F開架新体系
230//SH75//3
487

ローマ亡き後の地中海世界 / 塩野七生著. -- 上, 下. -- 新潮社, 2008.12-
2009.1.

上

3F開架新体系
231.7//Y34//5
880

アレクサンドロス変相 : 古代から中世イスラームへ / 山中由里子著. -- 名古屋
大学出版会, 2009.2.
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3F開架新体系
235.8//B64//
2088

An ethnogeography of late medieval Bruges : evolution of the corporate milieu
1280-1349 / Thomas A. Boogaart, II. -- Edwin Mellen Press, c2004.

3F開架新体系
237//KI64//2
587

イタリア史 / 北原敦編. -- 新版. -- 山川出版社, 2008.8. -- (世界各国史 ; 15).

3F開架新体系
253.07//SH13
//7335

Savage perils : racial frontiers and nuclear apocalypse in American culture /
Patrick B. Sharp. -- University of Oklahoma Press, c2007.

3F開架新体系
289//G91//56
77

チェ・ゲバラわが生涯 : ヒューマン・フォトドキュメント / エルネスト・チェ・ゲバラ著
; ビクトル・カサウス編 ; 角敦子訳. -- 原書房, 2007.7.

3F開架新体系
289//H92//52
72

ときの流れを超えて / 星野英一著. -- 有斐閣, 2006.9.

3F開架新体系
289//I57//815
4

「基軸は人」を貫いて / 井上礼之著. -- 日本経済新聞出版社, 2008.2. -- (私の
履歴書 / 日本経済新聞社編).

3F開架新体系
292.4//H47//
2120

歴史空間としての海域を歩く / 早瀬晋三著. -- 法政大学出版局, 2008.10.

4F開架新体系
302.22//F86//
0571

「中国が目論む世界支配」の正体 : ライジングドラゴンの野望 / ベンジャミン・フ
ルフォード著. -- 扶桑社, 2008.7.

4F開架新体系
302.25//L96//
3284

インド厄介な経済大国 / エドワード・ルース著 ; 田口未和訳. -- 日経BP社.

4F開架新体系
304//U14//26
36

こんな日本でよかったね : 構造主義的日本論 / 内田樹著. -- バジリコ, 2008.7. -
- (木星叢書).

4F開架新体系
305//N68//78
57

After Iraq : reframing postcolonial studies. -- Lawrence & Wishart, c2006. --
(New formations ; no. 59, Autumn 2006).

4F開架新体系
309.3//MA59/
/7850

Marxism, modernity, and postcolonial studies / edited by Crystal Bartolovich
and Neil Lazarus. -- : pbk, : hardback. -- Cambridge University Press, 2002. --
(Cultural margins).

: pbk

4F開架新体系
309.3//MU55/
/5835

閉塞を破る希望 : 村岡社会主義論への批評 / 村岡到編. -- ロゴス社. -- (ブック
レットロゴス ; no.1).

4F開架新体系
309.3//SE64/
/5325

マルクス主義の解縛 : 「正統的な科学」を求めて / 千石好郎著. -- ロゴス,
2009.1. -- (松山大学研究叢書 ; 第59巻).

4F開架新体系
312.1//D39//
1038

脱藩官僚、霞ケ関に宣戦布告! / 脱藩官僚の会著. -- 朝日新聞出版, 2008.9.

4F開架新体系
312.1//H36//
1035

官僚との死闘七〇〇日 / 長谷川幸洋著. -- 講談社, 2008.7.

4F開架新体系
312.9//SP9//
5670

平和の地政学 : アメリカ世界戦略の原点 / ニコラス・スパイクマン著 ; 奥山真司
訳. -- 芙蓉書房出版, 2008.5.

4F新書版
314.88//KI88/
/1283

気骨の判決 : 東條英機と闘った裁判官 / 清永聡著. -- 新潮社, 2008.8. -- (新潮
新書 ; 275).

4F新書版
316.81//O26/
/2118

在日一世の記憶 / 小熊英二, 姜尚中編. -- 集英社, 2008.10. -- (集英社新書 ;
0464D).

4F開架新体系
317.04//MO66
//8196

制度設計の行政学 / 森田朗著. -- 慈学社出版.

4F開架新体系
319.53//C53/
/9571

すばらしきアメリカ帝国 / ノーム・チョムスキー著 ; 岡崎玲子訳. -- 集英社,
2008.5.

4F開架新体系
320.4//H92//
5273

法学者のこころ / 星野英一著. -- 有斐閣, 2002.12.

4F開架新体系
321//Y86//12
84

法律を読む技術・学ぶ技術 : 元法制局キャリアが教える / 吉田利宏著. -- 第2
版. -- ダイヤモンド社, 2007.4.

4F開架新体系
322.3//Z4//54
39

ローマ法・現代法・ヨーロッパ法 : シヴィル・ロー的伝統の現在 / ラインハルト・
ツィンマーマン著 ; 佐々木有司訳. -- 信山社, 2008.9. -- (法学翻訳叢書 ; 0001 .
法史・比較法・私法).

4F開架新体系
322.32//W48/
/3926

ローマ法と比較法 / アラン・ワトソン著 ; 瀧澤栄治, 樺島正法訳. -- 信山社出版,
2006.3.

4F開架新体系
324.04//MA26
//5274

民法随筆 / 前田達明著. -- 成文堂, 1989.12. -- (成文堂選書 ; 9).

4F開架新体系
324.52//H32/
/5473

請負における瑕疵担保責任 / 原田剛著. -- 補訂版. -- 成文堂, 2009.1.

4F開架新体系
324//KA17//7
281

現代民法学習法入門 / 加賀山茂著. -- 信山社出版, 2007.11.

4F開架新体系
324//Y38//81
17

ひとりで学ぶ民法 / 山野目章夫, 横山美夏, 山下純司著. -- 有斐閣, 2008.7.

4F開架新体系
325.2//KI31//
8194

VIRTUAL(ヴァーチャル)会社法 / 木俣由美著. -- 第3版. -- 悠々社, 2008.4.

4F開架新体系
326.1//KE23/
/6328

刑法総論講義案 / 裁判所職員総合研修所監修. -- 3訂補訂版. -- 司法協会,
2007.9.

4F開架新体系
326.2//O88//
7426

刑法各論の思考方法 / 大塚裕史著. -- 新版. -- 早稲田経営出版, 2007.6.

4F開架新体系
326.22//Y66//
5196

お父さんはやってない / 矢田部孝司, 矢田部あつ子著. -- 太田出版, 2006.12.
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4F開架新体系
326//Y24//18
76

新判例から見た刑法 / 山口厚著. -- 第2版. -- 有斐閣, 2008.10. -- (法学教室
Library).

4F開架新体系
327.2//KI84//
1288

小説で読む民事訴訟法 : 基礎からわかる民事訴訟法の手引き / 木山泰嗣著. -
- 法学書院, 2008.4.

4F開架新体系
327.2//KO12/
/8198

ケースで学ぶ民事訴訟法 / 小林秀之著. -- 第2版. -- 日本評論社, 2008.4.

4F開架新体系
327.2//MI44//
0574

民事訴訟法講義案 / 裁判所職員総合研修所監修. -- 改訂補訂版. -- 司法協
会, 2007.4.

4F開架新体系
327.22//KI31/
/9778

証拠契約の研究 / 金洪奎著. -- 法律文化社, 1975.11.

4F開架新体系
327.22//TA89
//9574

民事事実認定 / 田尾桃二, 加藤新太郎共編. -- 判例タイムズ社, 1999.4.

4F開架新体系
327.5//W12//
5419

ADR認証制度 : ガイドラインの解説 / 和田仁孝, 和田直人編著. -- 三協法規出
版, 2008.3.

4F開架新体系
327.6//KE23/
/5628

刑事訴訟法講義案 / 裁判所職員総合研修所監修. -- 3訂版, 補正版. -- 司法
協会, 2008.9.

4F開架新体系
327.6//MO45/
/5467

「裁く」ための練習帳 : 裁判員の必読本 / 森炎, 岡部敬史著. -- 学習研究社,
2009.1.

4F開架新体系
327.63//SA75
//8605

捜査法演習 : 理論と実務の架橋のための15講 / 佐々木正輝, 猪俣尚人共著. --
立花書房, 2008.4.

4F開架新体系
329.21//A63/
/3851

Refugee law and practice in Japan / Osamu Arakaki. -- Ashgate Pub., c2008. --
(Law and migration).

4F開架新体系
330.4//N71//
5443

日経・経済教室セレクション : 論点のすべてがわかる / 日本経済新聞社編. -- 1.
-- 日本経済新聞出版社, 2008.12.

1

4F開架新体系
331.19//KE29
//3887

経済学で出る数学 : 高校数学からきちんと攻める / 経済セミナー編集部編. --
日本評論社, 2008.10. -- (経済セミナー ; 増刊).

4F開架新体系
331.19//TA33
//2470

Excelで学ぶ時系列分析と予測 / 高橋玲子 [ほか] 共著. -- オーム社, 2006.11.

4F新書版
331.6//MA72/
/2635

超訳『資本論』 / 的場昭弘 [著]. -- 祥伝社, 2008.5. -- (祥伝社新書 ; 111).

4F開架新体系
331.74//Y83//
2486

落日の肖像 : ケインズ / 米倉茂著. -- イプシロン出版企画, 2006.3.

4F開架新体系
331//MO95//
8604

経済は感情で動く : はじめての行動経済学 / マッテオ・モッテルリーニ著 ; 泉典
子訳. -- 紀伊國屋書店, 2008.4.

4F開架新体系
331//O82//81
91

スタディガイド入門マクロ経済学第5版 / 大竹文雄著. -- 第4版. -- 日本評論社,
2007.9.

4F開架新体系
332.1//N43//
4089

資本主義はなぜ自壊したのか : 「日本」再生への提言 / 中谷巌著. -- 集英社イ
ンターナショナル.

4F開架新体系
332.2399//C8
5//2996

Competitiveness of the Singapore economy : a strategic perspective / edited by
Toh Mun Heng, Tan Kong Yam. -- : case, : paper. -- Singapore University Press,

: case

4F開架新体系
333.8//L83//3
809

五〇〇億ドルでできること / ビョルン・ロンボルグ編 ; 小林紀子訳. -- バジリコ,
2008.11.

4F開架新体系
333//TA64//9
575

闘う経済学 : 未来をつくる「公共政策論」入門 / 竹中平蔵著. -- 集英社インター
ナショナル.

4F開架新体系
334.41//N73/
/8606

民族関係と地域福祉の都市社会学 / 二階堂裕子著. -- 世界思想社, 2007.2.

4F開架新体系
335.15//O42/
/1281

進化するCSR : 「企業責任」論を超えた「変革」への視点 / 岡本享二著. -- JIPM
ソリューション, 2008.7.

4F開架新体系
335.3//W68//
5435

Business systems and organizational capabilities : the institutional structuring of
competitive competences / Richard Whitley. -- : hbk, : pbk. -- Oxford
University Press, 2007.

: hbk

4F開架新体系
335.35//TA33
//5277

中小企業法の理論と実務 / 高橋眞, 村上幸隆編. -- 民事法研究会, 2007.3.

4F開架新体系
L335.46//R22
//1899

日本企業のM&Aデータブック / レコフ編. -- 1988-2002 - 1985-2007;3: M&A
データ編(2004-2007). -- レコフ, 2003.2-.

1985-
2007;1:
統計編,
テーマ別
M&A
データ編

4F開架新体系
L335.46//R22
//1900

日本企業のM&Aデータブック / レコフ編. -- 1988-2002 - 1985-2007;3: M&A
データ編(2004-2007). -- レコフ, 2003.2-.

1985-
2007;2:
M&A
データ編
(1985-
2003)
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4F開架新体系
L335.46//R22
//1901

日本企業のM&Aデータブック / レコフ編. -- 1988-2002 - 1985-2007;3: M&A
データ編(2004-2007). -- レコフ, 2003.2-.

1985-
2007;3:
M&A
データ編
(2004-
2007)

4F開架新体系
336.1//O61//
2119

企業参謀 : 戦略的思考とはなにか / 大前研一著. -- : 新装版. -- プレジデント
社, 1999.11.

: 新装版

4F開架新体系
336.1//R19//
5328

The strategy paradox : why committing to success leads to failure (and what to
do about it) / Michael E. Raynor. -- 1st ed. -- Currency Doubleday, c2007.

4F開架新体系
336.2//H95//
3812

地頭力 (じあたまりょく) を鍛える : 問題解決に活かす「フェルミ推定」 / 細谷功著.
-- 東洋経済新報社, 2007.12.

4F開架新体系
336.2//U14//
9171

仮説思考 : BCG流問題発見・解決の発想法 / 内田和成著. -- 東洋経済新報社,
2006.3.

4F開架新体系
336.3//MA31/
/3385

行動分析学マネジメント : 人と組織を変える方法論 / 舞田竜宣, 杉山尚子著. --
日本経済新聞出版社, 2008.12.

4F開架新体系
336.4//H66//
8162

日本型人事管理 : 進化型の発生プロセスと機能性 / 平野光俊著. -- 中央経済
社, 2006.7.

4F開架新体系
336.9//SC9//
3329

財務会計の理論と実証 / ウィリアム・R・スコット著 ; 太田康広, 椎葉淳, 西谷順平
訳. -- 中央経済社, 2008.6.

4F開架新体系
336.91//TO49
//3384

勘定科目ハンドブック / トーマツ編. -- 中央経済社, 2007.7.

4F開架新体系
336.92//TO49
//3398

連結会計ハンドブック / トーマツ編. -- 第3版. -- 中央経済社, 2006.12.

4F開架新体系
337.8//Y91//4
491

スタバではグランデを買え! : 価格と生活の経済学 / 吉本佳生著. -- ダイヤモン
ド社, 2007.9.

4F開架新体系
338.01//D39/
/8170

現代ファイナンス分析 : 資産価格理論 / Jean-Pierre Danthine, John B.
Donaldson著 ; 日本証券アナリスト協会編 ; 可児滋, 佐野三郎, 中田勇人訳. --
ときわ総合サービス, 2007.3.

4F開架新体系
338.1//B64//
4490

市場リスク 暴落は必然か / リチャード・ブックステーバー著 ; 遠藤真美訳. -- 日
経BP社.

4F開架新体系
338.15//B11/
/1311

清末民初铁路外债观研究 / 马陵合著. -- 復旦大学出版社, 2004.12. -- (上海
市社会科学博士文库)

4F開架新体系
338.15//KA53
//7453

証券アナリストのための数学再入門 / 金子誠一著. -- ときわ総合サービス,
2004.4.

4F開架新体系
338.154//N16
//1286

信用リスクを取引する : クレジットトレーディングからクレジットデリバティブ、資産
流動化まで / 永野学著. -- シグマベイスキャピタル, 1998.7. -- (金融職人技シ

4F開架新体系
338.18//G76/
/3903

賢明なる投資家 : 割安株の見つけ方とバリュー投資を成功させる方法 / ベン
ジャミン・グレアム著 ; 増沢和美, 新美美葉訳. -- [本編], 財務諸表編. -- パン
ローリング, 2000.9-2001.11. -- (ウィザード・ブック・シリーズ ; Vol.10,24).

財務諸
表編

4F開架新体系
338.21//Z3//6
428

図説わが国の銀行 / 全国銀行協会連合会調査部編. -- 1988年版 - 改訂版
2007年版. -- 財経詳報社, 1988.11-.

改訂版
2007年

4F開架新体系
338.227//SA1
3//5837

無利子銀行論 / ムハンマド・バーキルッ=サドル著 ; 黒田壽郎, 岩井聡訳. -- 未
知谷, 1994.12.

4F開架新体系
338.253//G82
//2714

サブプライム問題を語る / アラン・グリーンスパン著 ; 山岡洋一訳. -- 日本経済
新聞出版社, 2008.10. -- (波乱の時代 / アラン・グリーンスパン著 ; 山岡洋一, 高

4F開架新体系
338.8//F22//7
337

The ETF book : all you need to know about exchange-traded funds / Richard A.
Ferri ; foreword by Don Phillips. -- : cloth. -- John Wiley & Sons, c2008.

cloth

4F開架新体系
338.8//SC6//
7428

アクティブ・インデックス投資 : インデックス運用の最先端 / スティーブン・ショー
ンフェルド編 ; 住友信託銀行パッシブ・クオンツ運用部訳. -- 東洋経済新報社,

4F開架新体系
345.12//MA66
//5421

確認租税法用語250words / 増田英敏, 加瀬昇一編集. -- 成文堂, 2008.12.

4F開架新体系
361.44//Z1//1
287

集団を活かす : グループ・ダイナミックスの実践 / A.ザンダー著 ; 黒川正流, 金
川智恵, 坂田桐子訳. -- 北大路書房, 1996.9.

4F新書版
361.65//A81/
/5487

右翼と左翼 / 浅羽通明著. -- 幻冬舎, 2006.11. -- (幻冬舎新書 ; 001).

4F開架新体系
361//MI71//3
596

14歳からの社会学 : これからの社会を生きる君に / 宮台真司著. -- 世界文化
社, 2008.11.

4F開架新体系
367.21//TA13
//1034

女女格差 / 橘木俊詔著. -- 東洋経済新報社, 2008.6.

4F開架新体系
367.3//I74//1
397

家族のストレスとサポート / 石原邦雄編著. -- 改訂版. -- 放送大学教育振興会,
2008.3. -- (放送大学教材 ; 1511009-1-0811).

4F開架新体系
367.3//U96//
8163

高齢期の夫婦関係に関する発達心理学的研究 / 宇都宮博著. -- 風間書房,
2004.2.

4F開架新体系
367.68//N38/
/1279

「生きにくさ」の根はどこにあるのか : 格差社会と若者のいま / 中西新太郎著. --
前夜. -- (前夜セミナーbook).

4F新書版
368.6//TO58/
/2683

詐欺の心理学 : 騙す側、騙される側のココロの法則 / 富田たかし著. -- ベストセ
ラーズ, 2004.9. -- (ベスト新書 ; 68).
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4F開架新体系
368//V57//54
68

ヤバい社会学 : 一日だけのギャング・リーダー / スディール・ヴェンカテッシュ
[著] ; 望月衛訳. -- 東洋経済新報社, 2009.1.

4F開架新体系
369.26//I54//
8157

高齢者の心理的ウェルビーイングと臨床健康心理学的支援 : ポジティブ心理学
からのアプローチ / 稲谷ふみ枝著. -- 風間書房, 2008.3.

4F開架新体系
369.26//KA53
//5484

検証!改正後の介護保険 / 金子勝, 結城康博編集代表. -- ぎょうせい, 2008.6. -
- (知識・技能が身につく実践・高齢者介護 ; 第1巻).

4F開架新体系
369.261//I76/
/8156

在宅介護家族のストレスとソーシャルサポートに関する健康心理学的研究 / 石
川利江著. -- 風間書房, 2007.3.

4F開架新体系
369.261//KI61
//7454

要介護高齢者家族の在宅介護プロセス / 北素子著. -- 風間書房, 2008.3.

4F開架新体系
369.27//KA86
//9570

障害者の自立と発達保障 / 加藤直樹著. -- 全国障害者問題研究会出版部,
1997.8.

4F開架新体系
369.4//MU62/
/2125

「子育て支援後進国」からの脱却 : 子育て環境格差と幼保一元化・子育て支援の
ゆくえ / 村山祐一著. -- 新読書社, 2008.9.

4F開架新体系
369.4//SA85/
/2637

ワーク・ライフ・バランス : 仕事と子育ての両立支援 / 佐藤博樹編集代表. --
ぎょうせい, 2008.11. -- (子育て支援シリーズ ; 2).

4F開架新体系
370.4//N43//
2122

子どもの教育と親・教師 / 中谷彪著. -- 晃洋書房, 2008.10.

4F開架新体系
372.107//TS7
9//1026

子どもたちの三つの「危機」 : 国際比較から見る日本の模索 / 恒吉僚子著. --
勁草書房, 2008.8.

4F開架新体系
L372.22//KA1
1//1410

中华人民共和国重要教育文献 / 何东昌主编. -- : セット - 1998～2002(付属
CD-ROM). -- 海南出版社, 1998.9-.

1949～
1975

4F開架新体系
L372.22//KA1
1//1411

中华人民共和国重要教育文献 / 何东昌主编. -- : セット - 1998～2002(付属
CD-ROM). -- 海南出版社, 1998.9-.

1976～
1990

4F開架新体系
L372.22//KA1
1//1412

中华人民共和国重要教育文献 / 何东昌主编. -- : セット - 1998～2002(付属
CD-ROM). -- 海南出版社, 1998.9-.

1991～
1997

4F開架新体系
L372//KO49/
/9170

生きるための知識と技能 / 国立教育政策研究所編. -- [1], 2, 3. -- ぎょうせい,
2002.2-. -- (OECD生徒の学習到達度調査(PISA) . 国際結果報告書 ; 2000年調
査, 2003年調査, 2006年調査).

3

4F開架新体系
374.3//G88//
4492

学びのための教師論 / グループ・ディダクティカ編. -- 勁草書房, 2007.2.

4F開架新体系
374.97//N56/
/5478

学びを深める食育ハンドブック / 奈須正裕, 藤本勇二編著 ; 金丸弘美 [ほか] 著.
-- 学習研究社, 2007.3. -- (教育ジャーナル選書).

4F開架新体系
374.97//SE83
//5474

学校でつくる食育のカリキュラム / 北俊夫編. -- 明治図書出版, 2007.1. -- (シ
リーズ食育 : 学校でつくる食生活の基礎・基本 / 北俊夫編 ; 1).

4F開架新体系
374.97//SE83
//5475

今必要な食育プログラムと教材開発 / 北俊夫編. -- 明治図書出版, 2007.1. --
(シリーズ食育 : 学校でつくる食生活の基礎・基本 / 北俊夫編 ; 第2巻).

4F開架新体系
374.97//SE83
//5476

学校給食を活性化する食育実践 / 北俊夫編. -- 明治図書出版, 2007.1. -- (シ
リーズ食育 : 学校でつくる食生活の基礎・基本 / 北俊夫編 ; 第3巻).

4F開架新体系
374.97//SE83
//5477

食材づくりと食育の話材 / 北俊夫編. -- 明治図書出版, 2007.1. -- (シリーズ食
育 : 学校でつくる食生活の基礎・基本 / 北俊夫編 ; 第4巻).

4F開架新体系
375.1//ME95/
/1837

実践学としての授業方法学 : 生徒志向を読みとく / H.マイヤー著 ; 原田信之, 寺
尾慎一訳. -- 北大路書房, 1998.4.

4F開架新体系
375.2//SU96/
/1376

子どもとつくる対話の教育 : 生活指導と授業 / 鈴木和夫著. -- 山吹書店.

4F開架新体系
375.422//R41
//1036

理科の授業づくり入門 : 玉田泰太郎の研究・実践の成果に学ぶ / 「理科の授業
づくり入門」編集委員会編著. -- 日本標準, 2008.8.

4F開架新体系
375.893//SA2
5//7455

自己表現力をつける英語の授業 / 斎藤栄二著. -- 三省堂, 2008.4.

4F開架新体系
375.893//TA3
3//8168

身近な話題を英語で表現する指導 / 高橋正夫著. -- 大修館書店, 1991.6. --
(英語指導法叢書).

4F開架新体系
377.15//H25/
/3593

Moodleを使って授業する! : なるほど簡単マニュアル / 濱岡美郎著. -- 海文堂出
版, 2008.9.

4F開架新体系
379.3//KO21/
/2682

子ども・若者の参画 : R.ハートの問題提起に応えて / 朝倉景樹 [ほか著] ; 子ど
もの参画情報センター編. -- 萌文社, 2002.11.

4F開架新体系
384.9//N86//
3575

京都花街の経営学 / 西尾久美子著. -- 東洋経済新報社, 2007.9.

4F開架新体系
393.2//MI67//
5438

軍制講義案 / 三浦裕史著. -- 信山社出版, 1996.8.

4F開架新体系
393.25//MI67/
/5422

近代日本軍制概説 / 三浦裕史著. -- 信山社出版, 2003.2.

4F開架新体系
393.7//ST6//
8192

世界を不幸にするアメリカの戦争経済 : イラク戦費3兆ドルの衝撃 / ジョセフ・E・
スティグリッツ, リンダ・ビルムズ著 ; 楡井浩一訳. -- 徳間書店, 2008.5.

4F開架新体系
397.234//W55
//8956

Building the Kaiser's navy : the Imperial Naval Office and German industry in the
von Tirpitz era, 1890-1919 / Gary E. Weir. -- Naval Institute Press, c1992.

4F新書版
407//TS19//5
209

理系のための研究生活ガイド : テーマの選び方から留学の手続きまで / 坪田一
男著. -- 講談社, 1997.9. -- (ブルーバックス ; B-1186).
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3F開架新体系
410.235//MA6
4//4083

ブルバキ : 数学者達の秘密結社 / M.マシャル著 ; 高橋礼司訳. -- シュプリン
ガー・フェアラーク東京, 2002.12. -- (シュプリンガー数学クラブ).

3F開架新体系
411.3//MI76//
7425

高校数学+α : なっとくの線形代数 / 宮腰忠著. -- 共立出版, 2007.7.

3F開架新体系
411//I68//533
0

Algebra, a graduate course / I. Martin Isaacs. -- Brooks/Cole Pub. Co., c1994.

3F開架新体系
413.6//E37//3
811

パターン形成の数理 / 栄伸一郎著 . 技術者のための微分幾何入門 / 山田光太
郎著. -- 講談社, 2008.9. -- (現代技術への数学入門).

3F開架新体系
414.7//B38//
2090

Submanifolds and holonomy / J◆U00FC◆rgen Berndt, Sergio Console, and
Carlos Olmos. -- Chapman & Hall/CRC, c2003. -- (Research notes in

3F開架新体系
415.7//G91//
5696

From quantum cohomology to integrable systems / Martin A. Guest. -- Oxford
University Press, 2008. -- (Oxford graduate texts in mathematics ; 15).

3F開架新体系
417//MO56//
3485

統計学 / 森棟公夫 [ほか] 著. -- 有斐閣, 2008.12. -- (New liberal arts
selection).

3F開架新体系
423//G72//52
10

力学 / 後藤憲一著. -- 学術図書出版社, 1975.11.

3F開架新体系
425.2//MA81/
/5479

光測定器ガイド=Opto-electronic measuring instruments guide / 松本弘一編. --
全面改訂版. -- オプトロニクス社, 2004.6.

3F開架新体系
425.2//SH96/
/5488

光の計測マニュアル / 照明学会編. -- 再版. -- 日本理工出版会, 2003.3.

3F開架新体系
427//O81//54
71

電磁気学の基礎 = Les fondements de l'électrodynamique / 太田浩一著. -- 1,
2. -- シュプリンガー・ジャパン, 2007.10.

1

3F開架新体系
427//O81//54
72

電磁気学の基礎 = Les fondements de l'électrodynamique / 太田浩一著. -- 1,
2. -- シュプリンガー・ジャパン, 2007.10.

2

3F開架新体系
431.1//A15//
2604

Activation of small molecules : organometallic and bioinorganic perspectives /
edited by William B. Tolman. -- Wiley-VCH, c2006.

3F開架新体系
L431//C89//1
347

Problems and solutions to accompany McQuarrie and Simon Physical chemistry
: a molecular approach / Heather Cox. -- University Science Books, c1997.

3F開架新体系
L433//C58//2
605

Analytical chemistry / Gary D. Christian. -- 6th ed. -- Wiley, c2004. --
(Student solutions manual : to accompany).

3F開架新体系
L435//SO35/
/5697

Solutions manual to accompany Shriver & Atkins inorganic chemistry forth
edition / Michael E. Hagerman ... [et al.]. -- : [us]. -- Oxford University Press.

: [us]

3F開架新体系
437.01//N69/
/7347

N-Heterocyclic Carbenes in Transition Metal Catalysis / volume editor, Frank
Glorius with contributions by S. Bellemin-Laponnaz ... [et al.]. -- Springer,
c2007. -- (Topics in organometallic chemistry ; 21).

3F開架新体系
437//SI2//31
74

Dead ends and detours : direct ways to successful total synthesis / Miguel A.í
Sierra, María C. de la Torre ; with a foreword by K.C. Nicolaou. -- Wiley-VCH,

3F開架新体系
L437//ST9//3
350

Study guide and solutions manual for organic chemistry : a short course /
Harold Hart ...[et al.]. -- 12th ed. -- Houghton Mifflin Co., c2007.

3F開架新体系
438.9//G86//
7341

Imidazole and benzimidazole synthesis / by M.R. Grimmett. -- Academic Press,
1997. -- (Best synthetic methods ; Key systems and functional groups).

3F開架新体系
451.85//L83//
9450

地球と一緒に頭も冷やせ! : 温暖化問題を問い直す / ビョルン・ロンボルグ著 ;
山形浩生訳. -- ソフトバンククリエイティブ, 2008.7.

3F開架新体系
460.4//Y53//2
494

意識の進化とDNA / 柳沢桂子著. -- 地湧社, 1991.9.

3F開架新体系
461.9//KA79/
/5203

生物学を学ぶ人のための統計のはなし : きみにも出せる有意差 / 粕谷英一著.
-- 文一総合出版, 1998.3.

3F開架新体系
467.5//G73//
7997

The panda's thumb : more reflections in natural history / Stephen Jay Gould. --
: pbk. -- Norton, c1992. -- (A Norton paperback).

: pbk

3F開架新体系
480.76//N71/
/2079

繁殖・餌料・病気 / 日本動物園水族館協会編. -- 日本動物園水族館協会,
1995.3. -- (新・飼育ハンドブック ; 水族館編 1).

3F開架新体系
480.76//N71/
/2083

収集・輸送・保存 / 日本動物園水族館協会編. -- 日本動物園水族館協会,
1997.3. -- (新・飼育ハンドブック ; 水族館編 2).

3F開架新体系
480.76//N71/
/2084

概論・分類・生理・生態 / 日本動物園水族館協会編. -- 日本動物園水族館協会,
1999.10. -- (新・飼育ハンドブック ; 水族館編 3).

3F開架新体系
480.76//N71/
/2085

展示・教育・研究・広報 / 日本動物園水族館協会編. -- 日本動物園水族館協会,
2006.5. -- (新・飼育ハンドブック ; 水族館編 4).

3F開架新体系
481.3//SC5//
9572

スケーリング:動物設計論 : 動物の大きさは何で決まるのか / K.シュミットニール
セン著 ; 下澤楯夫監訳 ; 大原昌宏, 浦野知共訳. -- コロナ社, 1995.7.

3F開架新体系
486.32//TE73
//7342

Termites : evolution, sociality, symbioses, ecology / edited by Takuya Abe and
David Edward Bignell and Masahiko Higashi. -- [: set], pt. 1, pt. 2. -- Kluwer
Academic Publishers, c2000.

pt. 1

3F開架新体系
486.32//TE73
//7343

Termites : evolution, sociality, symbioses, ecology / edited by Takuya Abe and
David Edward Bignell and Masahiko Higashi. -- [: set], pt. 1, pt. 2. -- Kluwer
Academic Publishers, c2000.

pt. 2

3F開架新体系
490.9//E13//4
376

「傷寒・金匱」の理論と処方解説 / 江部洋一郎, 横田静夫著. -- 第2版. -- 東洋
学術出版社, 2000.11. -- (経方医学 ; 1).
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3F開架新体系
L491.3//W38/
/9573

一目でわかる生理学 / ジェレミー P.T.ウォード, ロバート W.クラーク, ロジャー
W.A.リンデン著 ; 岡田隆夫 [ほか] 訳. -- メディカル・サイエンス・インターナショナ

3F開架新体系
L492.4//SA75
//1041

医療被ばく説明マニュアル : 患者と家族に理解していただくために / 笹川泰弘,
諸澄邦彦編. -- 日本放射線技師会出版会, 2007.10.

3F開架新体系
493.72//B31/
/3377

基礎から応用まで/ ジュディス・S・ベック著 ; 伊藤絵美, 神村栄一, 藤澤大介訳. -
- 星和書店, 2004.7. -- (認知療法実践ガイド : ジュディス・ベックの認知療法テキ
スト / ジュディス・S・ベック著 ; [正]).

3F開架新体系
493.72//B31/
/3378

困難事例編 / ジュディス・S・ベック著 ; 伊藤絵美, 佐藤美奈子訳. -- 星和書店,
2007.10. -- (認知療法実践ガイド : ジュディス・ベックの認知療法テキスト / ジュ
ディス・S・ベック著 ; 続).

3F開架新体系
498.021//KA9
5//5470

地域医療崩壊の危機 : 首都圏でも!? / 川眞田喜代子 [ほか] 著. -- 本の泉社,
2008.11.

3F開架新体系
498.13//TS41
//5469

日本の医療制度改革がめざすもの / 辻哲夫著. -- 時事通信出版局.

3F開架新体系
498.13//Y97//
5485

入門長寿「後期高齢者」医療制度 / 結城康博著. -- 再版. -- ぎょうせい, 2008.7.

3F開架新体系
498.5//SA75/
/5276

わかりやすいEBNと栄養疫学 / 佐々木敏著. -- 同文書院, 2005.11.

3F開架新体系
501.33//U95/
/3904

加工の力学入門 : 塑性変形・破壊・機械加工 / 臼井英治, 白樫高洋共著. -- 東
京電機大学出版局, 1996.7. -- (理工学講座).

3F開架新体系
507.2//TO33/
/8197

工業所有権法「産業財産権法」逐条解説 / 特許庁編. -- 第17版. -- 発明協会,
2008.5.

3F開架新体系
L507.7//L63//
5546

エンジニア・イン・トレーニングレファレンスマニュアル / マイケル・R. リンドバーグ
著 ; 日本大学工学部翻訳監修. -- 第1巻 - 第5巻. -- ピーイー・エデュケーショ

第1巻

3F開架新体系
L507.7//L63//
5547

エンジニア・イン・トレーニングレファレンスマニュアル / マイケル・R. リンドバーグ
著 ; 日本大学工学部翻訳監修. -- 第1巻 - 第5巻. -- ピーイー・エデュケーショ

第2巻

3F開架新体系
L507.7//L63//
5548

エンジニア・イン・トレーニングレファレンスマニュアル / マイケル・R. リンドバーグ
著 ; 日本大学工学部翻訳監修. -- 第1巻 - 第5巻. -- ピーイー・エデュケーショ

第3巻

3F開架新体系
L507.7//L63//
5549

エンジニア・イン・トレーニングレファレンスマニュアル / マイケル・R. リンドバーグ
著 ; 日本大学工学部翻訳監修. -- 第1巻 - 第5巻. -- ピーイー・エデュケーショ

第4巻

3F開架新体系
L507.7//L63//
5550

エンジニア・イン・トレーニングレファレンスマニュアル / マイケル・R. リンドバーグ
著 ; 日本大学工学部翻訳監修. -- 第1巻 - 第5巻. -- ピーイー・エデュケーショ

第5巻

3F開架新体系
L507.7//L63//
5552

エンジニア・イン・トレーニングレファレンス・マニュアル解答の手引 : SI単位 / マ
イケル・R. リンドバーグ著 ; 日本大学工学部翻訳監修. -- ピーイー・エデュケー

3F開架新体系
L507.7//L63//
5553

FE review manual : rapid preparation for the general fundamentals of engineering
exam / Michael R. Lindeburg. -- 2nd ed.. -- Professional Publications, c2006.

3F開架新体系
512.7//KO55/
/0657

Local positioning systems : LBS applications and services / Krzysztof W.
Kolodziej, Johan Hjelm. -- CRC/Taylor & Francis, 2006.

3F開架新体系
512.7//SC3//
0659

Location-based services / Jochen Schiller, Agnès Voisard . -- Morgan
Kaufmann Publishers, c2004. -- (The Morgan Kaufmann series in data

3F開架新体系
515.02//KA92
//2121

ニューヨーク・ブルックリンの橋 / 川田忠樹著. -- 科学書刊, 1994.2.

3F開架新体系
519.12//KU74
//5420

確認環境法用語230words = Keywords of environmental law / 黒川哲志, 奥田進
一, 大杉麻美, 勢一智子編集. -- 成文堂, 2009.1.

3F開架新体系
519.13//E75//
5204

グリーン・トゥ・ゴールド : 企業に高収益をもたらす「環境マネジメント」戦略 / ダニ
エル C.エスティ, アンドリュー S.ウィンストン著 ; 村井章子訳. -- アスペクト,

4F新書版
519.81//H67/
/5388

汚染された自然保護 : 日本野鳥の会を検証する / 平沢正夫著. -- 三一書房,
1992.8. -- (三一新書 ; 1043).

3F開架新体系
529//H36//41
98

インテリア・スケッチsuperトーク : 住空間の早描きプレゼンテーション / 長谷川矩
祥著. -- グラフィック社, 2005.7.

3F開架新体系
532//E21//38
86

材料加工層 : 完全表面への道 / 江田弘著. -- 養賢堂, 2007.4.

3F開架新体系
535.8//SU15/
/5483

オプトロニクス技術活用のための光学部品の使い方と留意点 / 末田哲夫著. --
増補改訂版. -- オプトロニクス社, 1990.5.

3F開架新体系
538.1//A46//
6337

Understanding flight / David F. Anderson, Scott Eberhardt. -- McGraw-Hill,
c2001.

3F開架新体系
547.1//H49//
5198

適応フィルタ理論 / Simon Haykin著 ; 鈴木博翻訳主幹 ; 府川和彦 [ほか] 訳. --
科学技術出版, 2001.1. -- (ディジタル移動通信シリーズ).

3F開架新体系
547.48//I91//
1945

グリーンIT完全理解! : 熱と省電力に挑む / ITproグリーンIT取材班編集. -- 日経
BP社, 2008.6. -- (ITpro BOOKs).

3F開架新体系
547.48//KU61
//1944

グリーンIT : コスト削減と温暖化対策を両立するIT効率化の戦略 / 栗原潔著. --
ソフトバンククリエイティブ, 2008.7.

3F開架新体系
547.482//ST5
//1278

実装 / ゲーリー・R・ライト, W・リチャード・スティーヴンス著 ; 徳田英幸, 戸辺義人
監訳. -- ピアソン・エデュケーション, 2002.12. -- (詳解TCP/IP / W. リチャード・
スティブンス著 ; 橘康雄訳 ; Vol.2).

3F開架新体系
547.4833//F49
//5624

ビジュアライジング・データ : Processingによる情報視覚化手法 / Ben Fry著 ; 増
井俊之監訳 ; 加藤慶彦訳. -- オライリー・ジャパン.
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3F開架新体系
547.5//H29//
8424

Handbook of wireless networks and mobile computing / edited by Ivan
Stojmenović . -- Wiley, c2002. -- (Wiley series on parallel and distributed

3F開架新体系
547.66//SA29
//4110

GPSのための実用プログラミング / 坂井丈泰著. -- 東京電機大学出版局,
2007.1.

3F開架新体系
549.96//Z3//8
892

Optical parametric generation and amplification / Jing-yuan Zhang, Jung Y.
Huang and Y.R. Shen. -- Harwood Academic Publishers, c1995. -- (Laser
science and technology ; v. 19).

3F開架新体系
570.21//MI37/
/1280

化学業界大研究 / 南正明著. -- 産学社, 2007.9.

3F開架新体系
574//SA85//1
282

化学物質はなぜ嫌われるのか : 「化学物質」のニュースを読み解く / 佐藤健太
郎著. -- 技術評論社, 2008.7. -- (知りたいサイエンス ; 033).

3F開架新体系
575.59//N86/
/8607

バイオガスの最新技術 / 西尾尚道 ; 中島田豊監修. -- シーエムシー出版,
2008.6.

3F開架新体系
589.2//KI24//
5644

服は何故音楽を必要とするのか? : 「ウォーキング・ミュージック」という存在しない
ジャンルに召還された音楽達についての考察 / 菊地成孔著. -- INFASパブリ
ケーションズ, 2008.3. -- (Infas books).

3F開架新体系
589.75//ST8/
/2380

スウッシュ : NIKE--「裏社史」 : 挑戦と危機と革新の「真実」 / J. B. シュトラッ
サー, L. ベックランド著 ; 白土孝訳. -- 祥伝社, 1998.2.

4F開架新体系
601.1//SE24/
/6429

新「地域」ブランド戦略 : 合併後の市町村の取り組み / 関満博, 日本都市セン
ター編. -- 日経広告研究所.

4F開架新体系
660.36//TA67
//9784

水産海洋ハンドブック / 竹内俊郎 [ほか] 編. -- 生物研究社, 2004.5.

4F開架新体系
675//B32//23
83

なぜみんなスターバックスに行きたがるのか? / スコット・ベドベリ著 ; 土屋京子
訳. -- 講談社, 2002.10.

4F開架新体系
675//B81//18
38

あのブランドばかり、なぜ選んでしまうのか : 購買心理のエッセンス / アンドレア
ス・ブーフフォルツ, ボルフラム・ボルデマン著 ; 井上浩嗣, 松野隆一訳. -- 東洋
経済新報社, 2002.10.

4F開架新体系
675//R38//52
05

ポジショニング戦略 : 世界中で30年間読み継がれる、マーケターのバイブル / ア
ル・ライズ, ジャック・トラウト著 ; 川上純子訳. -- 新版. -- 海と月社, 2008.4.

4F開架新体系
675//TA82//8
195

マーケティング力 : 大量集中から機動集中へ / 田村正紀著. -- 千倉書房,
1996.3.

4F新書版
675//Y56//18
35

コーポレートブランドと製品ブランド : 経営学としてのブランディング / 簗瀬允紀
著. -- 創成社, 2007.11. -- (創成社新書 ; 19).

4F開架新体系
678.2//MI44//
3315

おしゃれなエコが世界を救う : 女社長のフェアトレード奮闘記 / サフィア・ミニー
著. -- 日経BP社.

4F開架新体系
678.255//H92
//1045

ラテンアメリカ新一次産品輸出経済論 : 構造と戦略 / 星野妙子編. -- 日本貿易
振興機構アジア経済研究所, 2007.10. -- (研究双書 / アジア経済研究所 [編] ;

4F開架新体系
680//SA93//1
024

交通とビジネス / 澤喜司郎, 安原敬裕, 上羽博人編著. -- 成山堂書店, 2007.3. -
- (交通論おもしろゼミナール ; [1]).

4F開架新体系
682.22//C42/
/2126

近代交通体系と清帝国の変貌 : 電信・鉄道ネットワークの形成と中国国家統合
の変容 / 千葉正史著. -- 日本経済評論社, 2006.12.

3F開架新体系
701//MA27//
5409

Built with Processing : デザイン/アートのためのプログラミング入門 / 前川峻志,
田中孝太郎著. -- 改訂版. -- ビー・エヌ・エヌ新社, 2008.3.

3F開架新体系
702.16//SA25
//1839

アーティストは境界線上で踊る / 斎藤環 [著]. -- みすず書房, 2008.2.

3F開架新体系
702.3//KO73/
/3405

イメージのポルカ : スラヴの視覚芸術 / 近藤昌夫 [ほか]著. -- 成文社, 2008.3.

3F開架新体系
709.162//MA8
1//2524

芸術創造拠点と自治体文化政策 : 京都芸術センターの試み / 松本茂章著. --
水曜社, 2006.1. -- (文化とまちづくり叢書).

3F開架新体系
726.1//MA25/
/2584

コミック文体練習 / マット・マドン著 ; 大久保譲訳. -- 国書刊行会, 2006.9.

3F開架新体系
726.101//U77
//9578

ゼロ年代の想像力 / 宇野常寛著. -- 早川書房, 2008.7.

4F新書版
757//MI64//5
466

美の構成学 : バウハウスからフラクタルまで / 三井秀樹著. -- 中央公論社,
1996.4. -- (中公新書 ; 1296).

3F開架新体系
780.193//Y26/
/8164

最大酸素摂取量の科学 / 山地啓司著. -- 改訂. -- 杏林書院, 2001.2.

4F新書版
783.47//N37/
/8601

察知力 / 中村俊輔著. -- 幻冬舎, 2008.5. -- (幻冬舎新書 ; 082).

3F開架新体系
802//D76//73
02

Sprachpolitik und Linguistic Human Rights : eine soziolinguistische
Untersuchung zu Mehrsprachigkeit, muttersprachlichem Unterricht und
Fremdsprachenunterricht in Sekundarschulen / Peter Di Natale. -- P. Lang,
c2005. -- (Angewandte Sprachwissenschaft ; Bd

3F開架新体系
807//O53//79
99

Zweitspracherwerb : Wege zur Mehrsprachigkeit und zur interkulturellen Verstä
ndigung / Els Oksaar. -- Kohlhammer, c2003.

3F開架新体系
807//R49//36
21

Teaching foreign-language skills / Wilga M. Rivers. -- : pbk, : cloth. -- 2nd ed. -
- University of Chicago Press, 1981.

: pbk
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3F開架新体系
810.2//F84//2
681

書記言語としての「日本語」の誕生 : その存在を問い直す / 福島直恭著. -- 笠
間書院, 2008.11.

3F開架新体系
829.57//KA88
//5678

中級トルコ語 : 読解と応用作文 / 勝田茂著. -- 大学書林, 2007.9.

3F開架新体系
830.4//P45//
1285

マーク・ピーターセンの英語のツボ : Wit and Foolishness in English / マーク・
ピーターセン著. -- 集英社インターナショナル, 2008.3.

3F開架新体系
830.7//A53//
2764

英作文推敲活動を促すフィードバックに関する研究 : 推敲過程認知処理モデル
からの有効性の検証 / 青木信之著. -- 溪水社, 2006.8.

3F開架新体系
830.7//MA59/
/3902

英語の本質を楽しく身につけるトレーニングブック : a wonderful thing guidebook
/ ヴィンセント・マークス, 登内和夫著. -- 総合法令出版, 2008.1.

3F開架新体系
830//W86//21
23

ジェフさんの歌で学ぶ今日から使える英語表現400 / ジェフリー・ウデン, 登内和
夫著. -- 総合法令出版, 2008.11.

3F開架新体系
837.5//H83//
2404

ハリウッドスターの英語 : イングリッシュ・ジャーナル・セレクション. -- [1], 2, 3. --
アルク, 2005.2-.

3

3F開架新体系
892.7//C16//
8602

現代ラテン語会話 : カペラーヌス先生の楽しいラテン語会話教室 / カペラーヌス
[著] ; 有川貫太郎 [ほか] 編訳. -- 大学書林, 1993.7.

3F開架新体系
910.26//TA32
//1836

少女領域 / 高原英理著. -- 国書刊行会, 1999.10.

3F開架新体系
910.264//MI67
//4398

青春の終焉 / 三浦雅士著. -- 講談社, 2001.9.

3F開架新体系
910.264//N35
//5206

極西文学論 : Westway to the world / 仲俣暁生著. -- 晶文社, 2004.12.

3F開架新体系
910.268//MA8
1//5481

司馬遼太郎書誌研究文献目録 / 松本勝久著 ; 文献目録・諸資料等研究会編. -
- 勉誠出版, 2004.10.

3F開架新体系
910.268//U14
//5207

村上春樹にご用心 / 内田樹著. -- アルテスパブリッシング, 2007.10.

4F開架新体系
911.52//KI63/
/2466

中原中也論集成 / 北川透著. -- 思潮社, 2007.10.

3F開架新体系
918.6//H73//
9794

Hiroshima : three witnesses / edited and translated by Richard H. Minear. --
:cloth, : pbk.. -- Princeton University Press, 1990.

: pbk.

3F開架新体系
920.2//O24//
5202

中国の肖像画文学 / 小川陽一著. -- 研文出版, 2005.3. -- (研文選書 ; 94).

3F開架新体系
930.27//C14/
/5690

The Cambridge companion to the modernist novel / edited by Morag Shiach. --
: hardback, : paperback. -- Cambridge University Press, 2007.

:
hardback

3F開架新体系
930.27//C86/
/5689

The contemporary British novel / edited by James Acheson and Sarah C.E.
Ross. -- pbk.. -- Edinburgh University Press, c2005.

pbk.

3F開架新体系
930.27//ME62
//9793

Understanding the literature of World War II : a student casebook to issues,
sources, and historical documents / James H. Meredith. -- Greenwood Press,
1999. -- (The Greenwood Press "Literature in context" series).

3F開架新体系
930.278//MA1
3//5456

William Golding / Kevin McCarron. -- : pbk. -- 2nd ed.. -- Northcote, 2006. --
(Writers and their work).

: pbk

3F開架新体系
930.278//P24
//7847

Isherwood : a life revealed / Peter Parker. -- : hbk.. -- 1st ed. -- Random
House, 2004.

: hbk.

3F開架新体系
930.278//SU3
9//5432

The void and the metaphors : a new reading of William Golding's fiction /
Yasunori Sugimura. -- Peter Lang, c2008.

3F開架新体系
933.7//G61//
5692

To the ends of the Earth : a sea trilogy comprising Rites of Passage, Close
Quarters and Fire Down Below / William Golding. -- : pbk. -- Faber and Faber,

: pbk

3F開架新体系
933.7//W74//
5407

William Golding's Lord of the flies / edited and with an introduction by Harold
Bloom. -- New ed. -- Bloom's Literary Criticism, c2008. -- (Modern critical

3F開架新体系
935.7//A96//
2728

Journey to a war / W. H. Auden and Christopher Isherwood. -- Rev. ed. --
Faber, 1973.

3F開架新体系
936//TA81//2
382

ぼくには数字が風景に見える / ダニエル・タメット著 ; 古屋美登里訳. -- 講談社,
2007.6.

3F開架新体系
940.27//SE12
//1289

空襲と文学 / W. G. ゼーバルト [著] ; 鈴木仁子訳. -- 白水社, 2008.10. -- (ゼー
バルト・コレクション).

3F開架新体系
953.7//Q3//2
394

あなたまかせのお話 / レーモン・クノー著 ; 塩塚秀一郎訳. -- 国書刊行会,
2008.10. -- (短篇小説の快楽).

5F AV展示架 DV//655//1
ホッキョクグマ [映像資料] : 解けゆく氷の上で. -- 日経ナショナルジオグラフィッ
ク社. -- (National geographic). v.

5F AV展示架 DV//706//1
天然コケッコー [映像資料] / くらもちふさこ原作 ; 渡辺あや脚本 ; 山下敦弘監
督. -- アスミック. v.
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