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文学部哲学科 

小林忠 
 母子絵百景:よみがえる江戸の子育て:公文浮世絵コレクション 小林忠監修 河出書

房新社 2007.2 95p 30cm                (721.8/238)(史料館) 

 インド、チョーラ朝の美術 袋井由布子著 東信堂 2007.8 160p 21cm （世界美

術双書;12 小林忠,青柳正規,清水眞澄,遠山公一,島尾新監修）  （708/72/12/Ｓ） 

 開基足利義満六〇〇年忌記念：若冲展:釈迦三尊像と動植綵絵一二〇年ぶりの再会 

[伊藤]若冲[画] 辻惟雄,小林忠監修,相国寺承天閣美術館,日本経済新聞社編 日本

経済新聞社 2007 229p 31cm                     （哲学） 

 日本美術が笑う:縄文から 20 世紀初頭まで 小林忠,安村敏信,山下裕二,矢島新,加美

山史子,広瀬麻美テキスト執筆 広瀬麻美編 森美術館 2007.1 190p 29cm 

（哲学） 

 茶道 学習院大学輔仁会茶道部 創立五十周年記念誌 石井康晴編集責任者 学習院

大学輔仁会茶道部 2007.9 108ｐ 26cm 

＊部分執筆（小林忠）                        （G7/29c） 

左近司祥子 
 哲学のことば 左近司祥子著 岩波書店 2007.2 195,7p 18cm (岩波ジュニア新

書;557) 

佐野みどり 
 Le dit du Genji = Genji monogatari / Murasaki-shikibu ; traduit du japonais par 

René Sieffert ; direction scientifique de l'iconographie et commentaires des 

œuvres de Estelle Leggeri-Bauer : Diane de Selliers 2007 3 v. + 1 leaflet 28 

× 30 cm                               (哲学) 

 茶道 学習院大学輔仁会茶道部 創立五十周年記念誌 石井康晴編集責任者 学習院

大学輔仁会茶道部 2007.9 108ｐ 26cm 

＊部分執筆（佐野みどり）                      （G7/29c） 

杉山直樹 
 ベルクソン化の極北:石井敏夫論文集 石井敏夫著 理想社 2007.11 321,13p 

22cm 

＊部分執筆（杉山直樹） 
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文学部史学科 

鐘江宏之 
 地下から出土した文字 鐘江宏之著 山川出版社 2007.9 100p 21cm （日本史リ

ブレット）                    （210.08/112/15/S）（史学科） 

 九世紀の蝦夷社会 熊田亮介,八木光則編 高志書院 2007.1 298p 22cm （奥羽史

研究叢書;9） 

＊部分執筆（鐘江宏之）                       （史学科） 

高埜利彦 
 朝廷をとりまく人びと 高埜利彦編 吉川弘文館 2007.7 xi,239p 挿図 20cm 

（身分的周縁と近世社会）       （210.6/952 ア/8）（法経）（史学）（史料館） 

 日本の歴史:漫画版. 6 池上裕子,高埜利彦監修 荘司としお,阿部高明漫画 集英社 

2007.9 302p 16cm （集英社文庫） 

 日本の歴史:漫画版. 7 高埜利彦監修 阿部高明漫画 集英社 2007.10 302p 16cm 

（集英社文庫） 

 武士の周縁に生きる 森下徹編 吉川弘文館 2007.2 245p 20cm （身分的周縁と

近世社会;7） 

＊部分執筆（高埜利彦）          （210.6/952 ア/7/Ｓ）（法経）（史学科） 

 歴史情報資源活用システムと国際的アーカイブズ ネットワークの基盤構築に向けて

の研究 高埜利彦研究代表 高埜利彦 2007.3 320ｐ 30cm 

＊平成 15-18 年度科学研究費補助金研究成果報告書           （G0/52） 

鶴間和幸 
 黄河下流域の歴史と環境:東アジア海文明への道 鶴間和幸編著 東方書店 2007.2 

xii,375p 22cm （学習院大学東洋文化研究叢書） 

 （222.2/86/S）（ 法経）（史料館）（東文研） 

 週刊しゃかぽん:にっぽん・せかいビックリ社会誌. 7(兵馬俑・菅原道真・食べ放題・

戦争の原因・ダイアナ死去) 伊藤育雄,内田正信,鳥越泰彦,山口正,鶴間和幸,田岡俊

次監修 朝日新聞社 2007.5 31p 30cm （朝日ジュニアシリーズ） 

福井憲彦 
 アレクサンドロスの征服と神話 森谷公俊著  講談社 2007.1 382p 20cm （興亡

の世界史 : what is human history?;第 1 巻 青柳正規,陣内秀信,杉山正明,福井憲彦

編）                             （209/138/1/Ｓ） 

 学問の英知に学ぶ. 第 4 巻 全体性の歴史論 福井憲彦述 ロゴスドン編集部編ヌー

ス出版 2007.12 380p 21cm 

 ケルトの水脈 原聖著 講談社 2007.7 374p 20cm （興亡の世界史 : what is 

human history?;第 7 巻 青柳正規,陣内秀信,杉山正明,福井憲彦編） 

（209/138/7/Ｓ） 

 シルクロードと唐帝国 森安孝夫著 講談社 2007. 396p 20cm （興亡の世界史 : 

what is human history?;第 5 巻 青柳正規,陣内秀信,杉山正明,福井憲彦編）     

                                 （209/138/5/Ｓ） 
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 スキタイと匈奴遊牧の文明 林俊雄著 講談社 2007.6 380p 20cm （興亡の世界

史 : what is human history?;第 2 巻 青柳正規,陣内秀信,杉山正明,福井憲彦編）  

                                 （209/138/2/Ｓ） 

 大英帝国という経験 井野瀬久美惠著 講談社 2007.4 398p （興亡の世界史 : what 

is human history?;第 16 巻 青柳正規,陣内秀信,杉山正明,福井憲彦編）    

（209/138/16/Ｓ） 

 大清帝国と中華の混迷 講談社 2007.10 374p 20cm （興亡の世界史 : what is 

human history?;第 17 巻 青柳正規,陣内秀信,杉山正明,福井憲彦編） 

                            （209/138/17/Ｓ）（法経） 

 地中海世界とローマ帝国 本村凌二著 講談社 2007.8 388p 20cm （興亡の世界

史 : what is human history?;第 4 巻 青柳正規,陣内秀信,杉山正明,福井憲彦編） 

                                 （209/138/4/Ｓ） 

 ロシア・ロマノフ王朝の大地 講談社 2007.3 382p 20cm （興亡の世界史 : what 

is human history?;第 14 巻 青柳正規,陣内秀信,杉山正明,福井憲彦編） 

                                （209/138/14/Ｓ） 

 

文学部日本語日本文学科  

安部清哉 
 言語成層論モデルによる日本語とモンスーン・アジア地域の言語史に関する基礎的研

究 安部清哉著 学習院大學文学部 安部研究室 2007.3 146,61p 30cm  

＊科学研究費補助金(基盤研究 C)研究成果報告書 平成 15-17 年度    （G8/19） 

 日本語史の理論的・実証的基盤の再構築 金水敏 研究代表者 金水敏, 2007.3 

143p 30cm 

＊部分執筆（安部清哉） 

佐佐木隆 
 日本の神話・伝説を読む:声から文字へ-日本の神話伝説を読む- 佐佐木隆著 岩波書

店 2007.6 xi,237p 18cm （岩波新書 新赤版 1078） 

（081.2/2C/1078/S）(法経)（女子大） 

鈴木健一 
 古典詩歌入門 鈴木健一著 岩波書店 2007.4 vii,232,5p 21cm（岩波テキストブ

ックス）                        （911.2/123/S）(日文) 

 布留散東;はちすの露 [良寛著] 鈴木健一[校注] / 草径集 [大隈言道著] 進藤康

子[校注] / 志濃夫廼舎歌集 [橘曙覧著] 久保田啓一[校注] 明治書院 2007.4 

iv,506p 22cm （和歌文学大系）                   （日文） 

 室町和歌への招待 林達也,廣木一人,鈴木健一著 笠間書院 2007.6 vii,311p 

19cm                            （911.25/9）（日文） 

 おくのほそ道 [松尾芭蕉著] 鈴木健一,纓片真王,倉島利仁編 三弥井書店 2007.6 

x,189p 19cm. (三弥井古典文庫) 
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長嶋善郎 
 日本語を使いこなす言葉の実用辞典 長嶋善郎,山崎幸雄監修 小学館 2007.10 

415p 21cm 

中村生雄 
 狩猟と供犠の文化誌 中村生雄,三浦佑之,赤坂憲雄編 森話社 2007.5 362p 20cm 

（叢書・文化学の越境）                        （日文） 

 東アジアにおける人と自然の対抗:親和の諸関係にかんする宗教民俗学的研究 研究

代表中村生雄 中村生雄 2007.3 310p 30cm 

＊科学研究費補助金(基盤研究(B))研究成果報告書;平成 16-18 年度   （G3/241） 

 原初のことば Archaic words 宮本久雄,金泰昌編 東京大学出版会 2007.2 

399,4p 22cm （シリーズ物語り論;2） 

＊部分執筆（中村生雄）                    （041/290/2/S） 

兵藤裕己 
 声の力と国語教育 大津雄一 学文社 2007.3 222p 21cm （早稲田教育叢書;25） 

＊部分執筆（兵藤裕己） 

 思想の身体. 声の巻 兵藤裕己 春秋社 2007. 258p 20cm 

前田直子 
 全国方言文法辞典 方言文法研究会編 原因・理由表現編 [方言文法研究会] 

2007.2 iv,164p 30cm  

＊平成 16(2004)年度-平成 18(2006)年度科学研究費補助金基盤研究(C)「日本語諸方言

の条件表現に関する対照研究」(研究代表者:前田直子)研究成果報告書   （G8/20） 

 

文学部英米文学科 

上岡伸雄 
 洋書事始は映画から:英語で読みたい原作 60 選 上岡伸雄著 日本放送出版協会 

2007.11 245p 18cm（生活人新書）                   （英文） 

 この風にトライ 上岡伸雄 集英社 2007.12 267p 20cm 

 ジェシー・ジェームズの暗殺 ロン・ハンセン著,上岡伸雄監訳 集英社 2007.12 546p 

16cm （集英社文庫） 

塩谷清人 
 ジェイン・オースティンを学ぶ人のために 内田能嗣,塩谷清人編 世界思想社 

2007.9 ix,308p 19cm                 (930.28/826/S)(英文) 

高見健一 
 英語の構文とその意味:生成文法と機能的構文論 久野暲,高見健一著 開拓社 

2007.6 ix,322p 21cm （開拓社叢書）                 （英文） 

 言語学の諸相:赤塚紀子教授記念論文集 久野暲,牧野成一,スーザン・G・ストラウス

編 くろしお出版 2007. viii,339p 21cm 

＊部分執筆（高見健一）                        （英文） 
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 否定 久野暲,高見健一著 くろしお出版 2007.12 viii,206p 19cm. (謎解きの

英文法)                           （835/191/Ｓ） 

中野春夫 
 ことばと文化のシェイクスピア 冬木ひろみ編 早稲田大学出版部 2007.3 307p 

22cm  

＊部分執筆（中野春夫）                     （932/302/Ｓ） 

橋本槇矩 
 スコットランド紀行 Scottish journey エドウィン・ミュア著,橋本槇矩訳 岩波書

店 2007.7 297p 15cm （岩波文庫 赤(32)-296-1） 

（081.2/33D/1886 ア/S）（女子大） 

 イングランド紀行 English journey プリーストリー著 橋本槇矩訳 岩波書店 2007 

2 冊 15cm （岩波文庫 赤(32)-294-2,3） 

（081.2/33D/1887 ア/S）（英文）（女子大） 

 

文学部ドイツ語圏文化学科 

大貫敦子 
 アドルノ:政治的伝記 ローレンツ・イェーガー[著] 大貫敦子,三島憲一訳 岩波書

店 2007.12 xiii,352,36p 20cm                  （法経） 

渡辺学 
 ドイツ語レベルアップトレーニング:ミスを減らして一歩先へ ダニエル・ケルン,渡

辺学,福原美穂子著 三修社 2007.7 142p 21cm 

 

文学部フランス語圏文化学科 

大野麻奈子 
 Texte(&)image 2006-2007 : 学習院大学大学院人文科学研究所共同プロジェクト「文

学とイラストレーション」 野村正人編集代表 [学習院大学] 2007.3 89p 30cm 

＊部分執筆（大野麻奈子）                      （G9/28） 

中条省平 
 コンブレー マルセル・プルースト著 ステファヌ・ウエ翻案・画 中条省平翻訳・

解説 白夜書房 2007.11 79p 31cm （失われた時を求めて : フランスコミック版 

第 1 巻）                             （外教研） 

 クリント・イーストウッド : アメリカ映画史を再生する男 中条省平著 筑摩書房 

2007.12 291,xip 15cm. (ちくま文庫;[ち-7-3]) 

 恐るべき子供たち コクトー著 中条省平,中条志穂訳 光文社 2007.2 262p 16cm. 

(光文社古典新訳文庫) 

 反=近代文学史 中条省平著 中央公論新社 2007.9 349p 16cm. (中公文庫;[ち

-7-3]) 
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野村正人 
 Texte(&)image 2006-2007 : 学習院大学大学院人文科学研究所共同プロジェクト「文

学とイラストレーション」 野村正人編集代表 [学習院大学] 2007.3 89p 30cm  

（G9/28） 

マレ，ティエリ 
 Texte(&)image 2006-2007 : 学習院大学大学院人文科学研究所共同プロジェクト「文

学とイラストレーション」 野村正人編集代表 [学習院大学] 2007.3 89p 30cm  

＊部分執筆（ティエリ・マレ）                     （G9/28） 

吉田加南子 
 フロイト伝 カトリーヌ・クレマン著 吉田加南子訳 青土社 2007.10 251p 20cm 

（145.9/503/S） 

 A toi de jouer 荒川久美子,吉田加南子著 白水社 2007.3 68p 26cm 

 愛のフランス詩集 : 作品に書きたい言葉 吉田加南子編訳 天来書院 2007. 161p 

21cm 

 

文学部心理学科  

川嵜克哲 
 セラピストは夢をどうとらえるか : 五人の夢分析家による同一事例の解釈 川嵜克

哲編著 信書房 2007.9 vii,282p 22cm                （心理） 

 箱庭療法の事例と展開 岡田康伸,皆藤章,田中康裕編 創元社 2007.3 454p 22cm 

（京大心理臨床シリーズ; 4） 

＊部分執筆（川嵜克哲）                   （心理）（学生相） 

山本政人 
 心理学のポイント 山本政人〔ほか〕著 学文社 2000.3 161p 21cm  

（140.1/340/Ｓ） 

文学部人文科学研究所 

下田誠 
 黄河下流域の歴史と環境:東アジア海文明への道 鶴間和幸編著 東方書店 2007.2 

xii,375p 22cm （学習院大学東洋文化研究叢書） 

＊部分執筆（下田誠）        （222.2/86/S）（法経）（史料館）（東文研） 
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法務研究科（法科大学院） 

荒木新五 
 新しい保証制度と動産・債権譲渡登記制度 補訂 荒木新五著 日本法令 2007.5 

318p 21cm                              （法経） 

 ケース別内容証明の書き方全書 : あらゆる法律問題に対応した 改訂 荒木新五著 

日本法令 2007.5 656p 21cm 

戸松秀典 
 プレップ憲法 戸松秀典著 第 3版 弘文堂 2007.7 viii,187p 19cm （プレップ

シリーズ）                        （321/459b/S）（法経） 

 憲法判例 第 5 版 戸松秀典,初宿正典編著 有斐閣 2007.4 xx,548p 22cm （法経） 

長谷部由起子 
 民事執行・保全法第 2 版補訂 上原敏夫, 長谷部由起子, 山本和彦著 有斐閣 2007.4 

xiii,346p 19cm                           （法経） 

 法の世界へ 第 4 版第 3 刷(補訂) 池田真朗[ほか]著 有斐閣 2007.2 14,279p 

19cm. (有斐閣アルマ;Interest) 

＊部分執筆（長谷部由起子） 

 

法学部法学科 

岡孝 
 取引法の変容と新たな展開 : 川井健先生傘寿記念論文集 川井健先生傘寿記念論文

集刊行委員会編 日本評論社 2007.7 xiii,514p 22cm  

＊部分執筆（岡孝）                         （法経） 

 履行障害法の再構成 増補版 研究代表者 岡孝 [岡孝] 2007.8 23,102p 30cm  

＊科学研究費補助金(基盤研究 C)研究成果報告書平成 16 年度-平成 18 年度 （東文研） 

草野芳郎 
 ロースクール交渉学 第 2 版 太田勝造,草野芳郎編著 奥村哲史[ほか]著 白桃書房 

2007.9 viii,280p 22cm                   （325.3/229a/S） 

小出篤 
 企業法の理論 : 江頭憲治郎先生還暦記念 黒沼悦郎,藤田友敬編 商事法務 2007.1 

2 冊 22cm 

＊部分執筆（小出篤）                         （法経） 

後藤元 
 株主有限責任制度の弊害と過少資本による株主の責任:自己資本の水準から株主のイ

ンセンティブへ 後藤元著 商事法務 2007.10 1,22,600,vip 22cm   （法経） 
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櫻井敬子 
 行政法 櫻井敬子,橋本博之著 弘文堂 2007.3 xiii,408p 21cm 

（321.5/239/S）（法経） 

 行政法のエッセンス 櫻井敬子著 学陽書房 2007.10 222p 21cm 

（317/110/S）（法経） 

 行政救済法 高木光[ほか]著 弘文堂 2007.11 xi,403p 21cm 

＊部分執筆（桜井敬子）                       （法経） 

 新エネルギーをめぐる法的諸問題:平成 16・17 年度新エネルギーをめぐる法的問題班

報告書 新エネルギーをめぐる法的問題班[編] 日本エネルギー法研究所 2007.3 

76p 30cm （JELI;R no.108） 

＊部分執筆（桜井敬子）                      （540.9/56） 

鎮目征樹 
 アクチュアル刑法各論 伊藤渉[ほか]著 弘文堂 2007.4 

＊部分執筆（鎮目征樹桜井敬子）                    （法経） 

芝原邦爾 
 岩波コンパクト六法 平成 20(2008)年版 奥田昌道,芝原邦爾 他編 岩波書店 

2007.10 2046p 19cm 

常岡孝好 
 行政救済法 高木光[ほか]著 弘文堂 2007.11 xi,403p 21cm      （法経） 

野村豊弘 
 民事法入門 第 5 版 野村豊弘著 有斐閣 2007. xiii,227p 19cm （有斐閣アルマ 

Basic）                         （323/178f/S）（法経） 

 コンピュータ社会における人 生命 倫理と法 野村豊弘執筆代表,レクシスネクシ

ス・ジャパン 雄松堂出版(発売) 2007.10 viii,221p 21cm 

（320.1/541/S）（法経） 

 民法学における法と政策:平井宜雄先生古稀記念 能見善久,瀬川信久,佐藤岩昭,森田

修編 有斐閣 2007.4 801p 22cm 

＊部分執筆（野村豊弘）                        （法経） 

 

法学部政治学科 

遠藤薫 
 グローバリゼーションと文化変容:音楽、ファッション、労働からみる世界 遠藤薫編 

世界思想社 2007.3 iv,249p 19cm            （301.6/580/S）（法経） 

 間メディア社会と「世論」形成:TV・ネット・劇場社会 遠藤薫著 東京電機大学出版

局 2007.5 iv,252p 22cm                 （301.4/962）（法経） 

井上寿一 
 日中戦争下の日本 井上寿一著: 講談社 2007.7 222p 19cm （講談社選書メチ

エ;392）                 （210.8/656）（法経）（史学）（女子大） 
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佐々木毅 
 政治学の名著 30 佐々木毅著 筑摩書房 2007.4 222p 18cm （ちくま新書 655） 

（法経）（女子大） 

 民主主義という不思議な仕組み 佐々木毅著 筑摩書房, 2007.8 174p 18cm 

（310.19/264/S）（法経） 

 マルチカルチュラリズム Ch. テイラー [ほか]著 A. ガットマン編 佐々木毅,辻

康夫,向山恭一訳 岩波書店 2007.11 xvii,240,3p 20cm（岩波モダンクラシック

ス）                                 （法経） 

 政治を考えたいあなたへの 80 問 : 朝日新聞 3000 人世論調査から 高木文哉 [ほか]

著 佐々木毅監修 朝日新聞社 2007.12 341,31p 19cm （朝日選書 835） 

 （310.1/541/S）(法経) 

 政治とヴィジョン シェルドン S.ウォーリン著 尾形典男 [ほか]訳 福村出版 

2007.12 32,909,15p 22cm 

＊部分執筆（佐々木毅）                        （法経） 

 現代社会 佐々木毅 [ほか] 著 東京書籍 2007.2 207p 26cm 

平野浩 
 変容する日本の社会と投票行動 平野浩著 木鐸社 2007.5 202p 22cm （シリー

ズ 21 世紀初頭・日本人の選挙行動）                   （法経） 

 政治参画とジェンダー 川人貞史, 山元一編 東北大学出版会 2007.3 393p 22cm 

（東北大学 21 世紀 COE プログラムジェンダー法・政策研究叢書;8） 

＊部分執筆（平野浩）                         （法経） 

福元健太郎 
 立法の制度と過程 福元健太郎著 木鐸社 2007.2 230p 22cm      （法経） 

村主道美 
 新現代社会:地球社会に生きる 河合秀和ほか著 教育出版 2007.1 184p 26cm 

＊部分執筆（村主道美） 

村松岐夫 
 コア・エグゼキュティブと幹部公務員制度の研究 松村岐夫研究代表 国際高等研究

所 2007.11 188p 26cm（高等研報告書 0711）             （法経） 

 日本の政治を採点する : 2007 年参議院選の公約検証 言論 NPO マニフェスト評価会議

編 言論 NPO 2007.7 109p 21cm （言論ブログ・ブックレット:私ならこう考える-

有識者の主張;v.9） 

＊部分執筆（村松岐夫）  
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経済学部経済学科 

岩田規久男 
 そもそも株式会社とは 岩田規久男著 筑摩書房 2007.3 222p 18cm (ちくま新

書 646)                           （法経）（女子大） 

 経済学への招待 岩田規久男著 新世社 サイエンス社(発売) 2007.7 vi,199p 

21cm （ライブラリ経済学への招待）           （330.1/815/S）（法経） 

細野薫 
 財政・金融研究委員会「金融班」報告論文集. 2006 年度 日本経済研究所,統計研究会

[編] 統計研究会 2007.3 30cm 

＊部分執筆（細野薫） 

宮川努 
 日本経済の構造変化と景気循環 浅子和美,宮川努編 東京大学出版会 2007.7 

x,321p 22cm                             （法経） 

 経済停滞の原因と制度 林文夫編 勁草書房 2007.1 348p 22cm （経済制度の実

証分析と設計;第 1 巻） 

＊部分執筆（宮川努）                         （法経） 

 経済統合 小川英治編 勁草書房 2007.9 274p 21cm （EU スタディーズ;2） 

＊部分執筆（宮川努）                         （法経） 

 財政・金融研究委員会「金融班」報告論文集. 2006 年度 日本経済研究所,統計研究会

[編] 統計研究会 2007.3 30cm 

＊部分執筆（宮川努） 

 

経済学部経営学科 

淺羽茂 
 企業戦略を考える:いかにロジックを組み立て、成長するか 淺羽茂,須藤実和著 日

本経済新聞出版社 2007.9 241p 20cm         （335.81/90/S）（法経） 

今野浩一郎 
 人事・人材開発 3 級 今野浩一郎執筆 中央職業能力開発協会編 中央職業能力開発

協会 2007.4 ix,325p 21cm. (ビジネス・キャリア検定試験標準テキスト) 

 人事・人材開発 2 級 中央職業能力開発協会編著 今野浩一郎監修 中央職業能力開

発協会社会保険研究所(発売) 2007.7 viii,468p 21cm.(ビジネス・キャリア検定試

験標準テキスト) 

 労務管理 2 級 中央職業能力開発協会編著中央職業能力開発協会 今野浩一郎監修 

社会保険研究所(発売) 2007.6 vii,417p 21cm. (ビジネス・キャリア検定試験標

準テキスト) 

 労務管理 3 級 中央職業能力開発協会編著 今野浩一郎執筆 中央職業能力開発協会 

2007.7 社会保険研究所(発売) 283p 21cm（ビジネス・キャリア検定試験標準テキ

スト） 
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 活用職種別賃金統計:能力・仕事別賃金の実態. 2007 年度版 今野浩一郎監修 社会経

済生産性本部雇用システム研究センター編 社会経済生産性本部生産性労働情報セン

ター 2007.6 104p 26cm 

小山明宏 
 コーポレート・ガバナンスと企業成績 小山明宏[著] 学習院大学経済経営研究所 

2007.2 51p 30cm （経済経営研究所 discussion paper series No.6-2）  

（G3/153/2006-2） 

 新制度派経済学による組織入門:市場・組織・組織間関係へのアプローチ アーノル

ド・ピコー, ヘルムート・ディートル, エゴン・フランク著 丹沢安治[ほか]共訳 白

桃書房 2007.5 xvii,442p 22cm 

＊部分執筆（小山明宏） 

和田哲夫 
 知的財産権分析の基礎を構成する限定合理性とその周辺概念について 和田哲夫[著] 

知的財産研究所 2007.3 30cm. (産業財産権研究推進事業報告書;平成 18 年度) 

 

理学部物理学科 

川畑有郷 
 固体物理学 川畑有郷著 朝倉書店 2007.9 vii,232p 22cm（シリーズ 物理の考え

方）                          （429.9/152/S）（物化） 

 二次元電子と磁場 朝倉書店 2007. 162p 22cm（朝倉物性物理シリーズ;6 川畑有

郷,斯波弘行,鹿児島誠一編）             （429.9/146/6/Ｓ）（物化） 

溝口正 
 熱学の基礎 溝口正著 裳華房 2007.11 viii,222p 21cm        （物化） 

 

理学部化学科 

赤荻正樹 
 マントル及び海洋地殻構成鉱物の高圧相平衡とマントル深部の科学的不均質 研究代

表者 赤荻正樹 赤荻正樹 2007.4 128p 30cm 

＊科学研究費補助金(基盤研究 A)研究成果報告書 平成 15 年度-平成 18 年度 

（G5/16） 

秋山隆彦 
 キラルブレンステッド酸触媒を用いた不斉合成反応の開発 研究代表者 秋山隆彦 

秋山隆彦 2007.6 16p 31m 

＊科学研究費補助金(基盤研究 C)研究成果報告書 平成 17-18 年度     (G4/27) 

石井菊次郎 
 分子性アモルファス物質の構造緩和:配座異性体による研究  研究代表者 石井菊次

郎 石井菊次郎 2007.6 7p 30cm 

＊科学研究費補助金(基盤研究C)研究成果報告書 平成17年度-平成18年度 （G4/28） 
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理学部数学科 

飯高茂 
 불가사의한 수의 세계 이타카시게루 지음;김계한, 김성숙, 김형보 옮김||불가사의 
한 수 의 세계 경문사 2007.4 ix,232p 23cm      （410.9/113/S）（数学） 

 集合、論理、圏 (カテゴリ) 飯高茂 [著] 学習院大学理学部数学教室 2007.7 47p 

26cm                                 （数学） 

 新数学 A 飯高茂, 松本幸夫 [ほか] 著 東京書籍 2007.2 83p 26cm 

 新数学 I 飯高茂, 松本幸夫 [ほか] 著 東京書籍 2007.2 123p 26cm 

 新編数学 A 飯高茂, 松本幸夫 [ほか] 著 東京書籍 2007.2 119p 21cm 

 新編数学 I 飯高茂, 松本幸夫 [ほか] 著 東京書籍 2007.2 143p 21cm 

 数学 A 飯高茂[ほか]編 東京書籍 2007.2 135p 21cm 

 数学 I 飯高茂ほか編 東京書籍 2007.2 167p 21cm 

 統計 竹村彰通著 第 2 版 共立出版 2007.9 173p 22cm（共立講座 21 世紀の数学;

第 14 巻 木村俊房,飯高茂,西川青季,岡本和夫,楠岡成雄編）    （法経）（数学） 

 確かな数学力を向上させる研究 飯高茂研究代表 飯高茂 2007.3 185p 30cm 

＊平成 16-18 年度科学研究費補助金研究成果報告書     （G4/26）（法経）（数学） 

松本幸夫 
 Papers dedicated to Professor Yukio Matsumoto on the occasion of his sixtieth 

birthday = 松本幸夫先生ご還暦記念論文集: [Graduate School of Mathematical 

Sciences, the University of Tokyo] [2007.03] 2 v. ill. 26 cm    （数学） 

 新数学 A 飯高茂, 松本幸夫 [ほか] 著 東京書籍 2007.2 83p 26cm 

 新数学 I 飯高茂, 松本幸夫 [ほか] 著 東京書籍 2007.2 123p 26cm 

 新編数学 A 飯高茂, 松本幸夫 [ほか] 著 東京書籍 2007.2 119p 21cm 

 新編数学 I 飯高茂, 松本幸夫 [ほか] 著 東京書籍 2007.2 143p 21cm 

 

外国語教育研究センター 

大澤顯浩 
 明代中国の歴史的位相:山根幸夫教授追悼記念論叢 追悼記念論叢編集委員会編 汲

古書院 2007.6 2 冊 22cm 

＊部分執筆（大澤顯浩）                        （法経） 

熊井信弘 
 Hello there! : oral communication I 石田雅近 [ほか] 著. 東京書籍 2007.2 

103p 26cm 

＊部分執筆（熊井信弘） 

高柳信夫 
 中国における「近代知」の生成 高柳信夫編著 東方書店 2007.12 viii,369p 22cm 

（学習院大学東洋文化研究叢書）          （122/189/S）（法経）（女子大） 
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東洋文化研究所 

村松弘一 
 黄河下流域の歴史と環境 : 東アジア海文明への道  鶴間和幸編著 東方書店 

2007.2 375p 22cm （学習院大学東洋文化研究叢書） 

＊部分執筆（村松弘一）        （222.2/86/S）（法経）（史料館）（東文研） 


