
本学教員著作目録稿－2004 
（単行書および単行書の一部収録分） 

 

法学部法学科 

阿部克則 
● WTO 体制下のセーフガード：実効性ある制度の構築に向けて  荒木一郎、川瀬剛志

編著  東洋経済新報社  2004.7  262p  22cm （経済政策分析シリーズ 7） 
＊部分執筆（阿部克則） 

 
荒木新五 
● 新しい保証制度と動産・債権譲渡登記制度  荒木新五著  日本法令  2004.12  291p  

21cm           （法経） 
● 実務借地借家法  新訂版  荒木新五著  商事法務  2004.9  255p  21cm   （法経） 
● 土地・建物を貸すとき借りるときの法律相談  改訂版  荒木新五著  法学書院  

2004.5  12,331p  21cm  （Q&A でわかる 1） 
 
岡孝 
● 現代民事法学の構想：内山尚三先生追悼   下森定編集代表  信山社   2004.11  

xii,712p  22cm 
＊部分執筆（岡孝）       （法経） 

● 財産法諸問題の考察：小林一俊博士古稀記念論集  小林一俊博士古稀記念論集編集委

員会編  酒井書店  2004.3  479p  22cm 
＊部分執筆（岡孝） 

 
紙谷雅子 
● アメリカ憲法判例の総合的分析に基づく憲法訴訟の研究  戸松秀典研究代表  戸松

秀典  2004.3  1 冊  30cm 
＊平成 11 年度－13 年度科学研究費補助金研究成果報告書 
＊研究分担：紙谷雅子            （G3/217） 

● 日本国憲法解釈の再検討  高見勝利、岡田信弘、常本照樹編  有斐閣  2004.6  442p  
22cm 
＊部分執筆（紙谷雅子） 

● メディアの法理と社会的責任  渡辺武達、松井茂記責任編集  ミネルヴァ書房  
2004.6  331,12p  22cm 

＊部分執筆（紙谷雅子） 

 
神前禎 
● 国際私法  神前禎、早川吉尚、元永和彦著  有斐閣  2004.2  x,338p  19cm 

（327.7/79//S）（法経） 
 
櫻井敬子 
● 現代行政法  櫻井敬子、橋本博之著  有斐閣  2004.3  xii,278p  22cm 

（321.5/224//S）（法経） 
 
高木光 
● ケースブック行政法  芝池義一、高木光編  弘文堂  2004.4  ix,388p  21cm  （弘

文堂ケースブックシリーズ）              （法経） 
● 法治国家と行政訴訟：原田尚彦先生古稀記念  三辺夏雄［ほか］編  有斐閣  2004.8  

iv,687p  22cm 
＊部分執筆（高木光）              （321.5/226//S） 

 
多比羅誠 
● 事例でみる借地借家の契約解除  多比羅誠編著  新日本法規出版  2004.8  8,476p  

22cm                （法経） 
 
常岡孝好 
● 法治国家と行政訴訟：原田尚彦先生古稀記念 三辺夏雄［ほか］編  有斐閣  2004.8  

iv,687p  22cm 
＊部分執筆（常岡孝好）                                         （321.5/226//S） 

津村政孝 
● アメリカ憲法判例の総合的分析に基づく憲法訴訟の研究  戸松秀典研究代表  戸松

秀典  2004.3  1 冊  30cm 
＊平成 11 年度－13 年度科学研究費補助金研究成果報告書 
＊研究分担：津村政孝            （G3/217） 

 
戸松秀典 
● アメリカ憲法判例の総合的分析に基づく憲法訴訟の研究  戸松秀典研究代表  戸松

秀典  2004.3  1 冊  30cm 
＊平成 11 年度－13 年度科学研究費補助金研究成果報告書        （G3/217） 

 



● 憲法判例  第４版補訂版  戸松秀典、初宿正典編著  2004.3   xviii,517p  22cm 
         （法経）  
● 憲法学説に聞く：ロースクール・憲法講義  井上典之、小山剛、山元一編  2004.5  

285p  21cm 
＊部分執筆（戸松秀典） 

 
野坂泰司 
● アメリカ憲法判例の総合的分析に基づく憲法訴訟の研究   戸松秀典研究代表  

2004.3  1 冊  30cm 
＊平成 11 年度－13 年度科学研究費補助金研究成果報告書 
＊研究分担：野坂泰司            （G3/217） 

 
野村豊弘 
● 物権   野村豊弘著  有斐閣   2004.9  xxiii,367p  挿図   22cm  CD-ROM１枚  

（民法／野村豊弘著 2）       （323/220/2//S） 
● 民事法入門  第 3 版  野村豊弘著  有斐閣  2005.1  xiv,225p  挿図  19cm  （有

斐閣アルマ Basic）               （法経） 
● 債権・動産等担保化の新局面  中田裕康ほか著  金融法務研究会  2004.9  ii,63p  

26cm  （金融法務研究会報告書／[金融法務研究会編] 10） 
＊部分執筆（野村豊弘） 

● 民法２  野村豊弘著  有斐閣  2004.9  367p  22cm  CD-ROM1 枚 
 
橋本陽子 
● Der Begriff der arbeitnehmerahnlichen Personen unter besonderer Beruck 

sichtigung der Rechtsstellung des Handelsvertreters und des Franchisen ehmers 
– zugleich mit einem Seitenblick auf die Rechtslage in Japan／Yoko Hashimoto 
Aachen : Shaker  2004  xi, 127p  21cm  （ Berichte  aus  der  
Rechtswissenschaft） 

 
長谷部由起子 
● Q&A 人事訴訟法解説  吉岡睦子、長谷部由起子編  三省堂  2004.3  xii, 223p  

21cm  （Sanseido law capsule）             （法経） 
● ケースブック民事訴訟法  長谷部由起子[ほか]編著  弘文堂  2004.4  xi,428p  

21cm  （弘文堂ケースブックシリーズ）            （法経） 
● 民事執行・保全法  上原敏夫、長谷部由起子、山本和彦著  有斐閣  2004.3  xii,313p  

19cm  （有斐閣アルマ Specialized）            （法経） 

● 法の世界へ  第 3 版  池田真朗 [ほか] 著  有斐閣  2004.3  14,271p  19cm  （有

斐閣アルマ Interest） 
＊部分執筆（長谷部由起子）            （法経）（女子大） 

 
前田重行 

● 社債管理会社の法的問題  山下友信ほか著  金融法務研究会  2004.7  iii,65p  
26cm  （金融法務研究会報告書／[金融法務研究会編] 9） 
＊部分執筆（前田重行） 

● 近年の証券規制を巡る諸問題   証券取引法研究会編   日本証券経済研究所  
2004.11  211p  22cm 
＊部分執筆（前田重行） 

 
 

法学部政治学科 

遠藤薫 
● インターネットと「世論」形成：間メディア的言説の連鎖と抗争  遠藤薫編著  東京

電機大学出版局  2004.11  vii,351p  22cm     （法経）（女子大） 
● 情報社会変動のなかのアメリカとアジア  庄司興吉編  彩流社  2004.11  305p  

22cm  （変貌するアメリカ太平洋世界 5） 
＊部分執筆（遠藤薫） 

● 都市から考える公共性  今田高俊、金泰昌編  東京大学出版会  2004.9  340p  
22cm  （公共哲学 13） 
＊部分執筆（遠藤薫） 

 
数土直紀 
● 社会理論の実践的可能性の探究  数土直紀編  数土直紀  2004.3  275p  30cm 

＊平成 13 年度－15 年度科学研究費補助金研究成果報告書 
＊研究代表：数土直紀 

 
砂田一郎 
● アメリカ大統領の権力：変質するリーダーシップ  砂田一郎著  中央公論新社  

2004.10  viii,246p  18cm  （中公新書 1767）（081.2/58/1767//S）（法経）（女子大） 
● 米国民主党の再建戦略：2004 年大統領選挙を視野に入れて  日本国際問題研究所  

2004.3  95p  30cm 
＊部分執筆（砂田一郎） 



 
田中秀征 
● 日本リベラルと石橋湛山：いま政治が必要としていること  田中秀征著  講談社  

2004.6  238p  19cm      （310.21/344//S）（法経）（女子大） 
 
村松岐夫 
● 高度経済成長終了以後の日本政治の実証的研究  村松岐夫研究代表  村松岐夫

2004.3  １冊  30cm 
＊平成 13 年度－15 年度科学研究費補助金研究成果報告 書 （G3/215） 

● 自由主義の終焉：現代政府の問題性  オンデマンド版  セオドア・ロウィ著  村松岐

夫監訳  木鐸社  2004.9  441p  19cm 
 
平野浩 

● 2003 年衆議院選挙パネル調査  ［池田謙一］  2004.3  2 冊  30cm  （21 世紀初

頭の投票行動の全国的・時系列的調査研究） 

＊研究分担：平野浩 
 
 

経済学部経済学科 

穴山悌三 

● エネルギー産業の変革  植草益編  NTT 出版  2004.1  425ｐ  22cm 
＊部分執筆（穴山悌三） 

 

岩田規久男 

● 金融論  岩田規久男著  放送大学教育振興会  2004.3  168p  21cm  （放送大学教

材 1595318-1-0411）       （法経） 

● 昭和恐慌の研究  岩田規久男編著  東洋経済新報社  2004.4  xviii,364p  22cm 

（法経） 

● 現代経済学の潮流  大山道広［ほか］編  東洋経済新報社  1996.10-  1 冊  22cm 
＊2004 版の編集分担：岩田規久男      （法経） 

● 国際金融入門  岩田規久男著  視覚障害者支援総合センター  2004.6  ３冊  28cm 
● 脱＝「年金依存」社会  藤原書店  2004.12  253p  23cm  （別冊『環』 9） 

＊部分執筆（岩田規久男） 

 

神戸伸輔 

● 入門ゲーム理論と情報の経済学  神戸伸輔著  日本評論社  2004.10  viii  313p  
21cm          （330.1/754//S）（法経） 

 

辰巳憲一 

● Periodicity analysis by rank and daily stock return anomaly : random shuffling 
approach to Japanese stock prices  Kenichi Tatsumi  Gakushuin University. 
Reseach Institute of Economics and Management  2004  11p  30cm  （経済経

営研究所  discussion paper series no.04-2）   （G3/153/2004-2） 

● 金融・証券市場分析の理論：新しい展開と応用  辰巳憲一著  中央経済社  2004.3  
4,4,273p  22cm         （675.7/118//S）（法経） 

● 非線形時系列解析による株価の曜日効果分析  宮野尚哉、辰巳憲一［著］  学習院大

学経済経営研究所  2004.2  12p  30cm   （G3/153/2003-3） 
 

細野薫 

● 財政・金融研究委員会「金融班」報告論文集 2003 年度  日本経済研究所、統計研究

会［編］  統計研究会  2004.3  1 冊  30cm 

＊部分執筆（細野薫） 

● 銀行に対する市場規律の有効性に関する国際比較  細野薫研究代表  ［出版者不明］ 

2004.6  ii,93p  30cm   
＊平成 14 年度－15 年度科学研究費補助金研究成果報告 書  （G6/13） 

● Depositor discipline during the banking crisis in Japan  Kaoru Hosono  
Gakushuin University. Reseach Institute of Economics and Management  2004  
57p  30cm  （経済経営研究所 discussion paper series no.04-1） 

（G3/153/2004-1） 
 

三井清 

● 公的債務管理と公的金融のあり方  金融調査委員会  2004.6  112p  26cm  （金融

調査委員会報告書 33） 

＊部分執筆（三井清） 

● 新市場創造への総合戦略：規制改革で産業活性化を  八代尚宏、日本経済研究センタ

ー編  日本経済新聞社  2004.8  334p  20cm 
＊部分執筆（三井清） 

 

 

経済学部経営学科 



青木幸弘 

● 製品・ブランド戦略  青木幸弘、恩蔵直人編  有斐閣  2004.9  xvi,296p  挿図  
19cm  （有斐閣アルマ Advanced. 現代のマーケティング戦略 1 （法経）（女子大） 

● 消費者行動研究の新展開  阿部周造、新倉貴士編著  千倉書房  2004.11  214,7p  
22cm 
＊部分執筆（青木幸弘） 

 

淺羽茂 

● 経営戦略の経済学  淺羽茂著  日本評論社  2004.9  xi,238p  挿図  21cm 
（335.81/71//S）（法経） 

● ビジネスシステムレボリューション：小売業は進化する  淺羽茂、新田都志子著  NTT

出版  2004.9  xii,241p  挿図  20cm                       （673/161//S）（法経） 

 

上田隆穂 

● 価格・プロモーション戦略  上田隆穂、守口剛編  有斐閣  2004.8  xv,278p  挿図  
19cm  （有斐閣アルマ Advanced.現代のマーケティング戦略 2） 

（法経）（女子大） 

● フードサービス業における情報化戦略とテクノロジー  上田隆穂［ほか］編  中央経

済社  2004.5  2,4,4,211p  21cm      （法経） 

● 消費者行動研究の新展開  阿部周造、新倉貴士編著  千倉書房  2004.11  214,7p 
22cm 
＊部分執筆（上田隆穂） 

 

森田道也 

● サプライチェーンの原理と経営  森田道也著  新世社、サイエンス社（発売） 2004.6  
ix,407p  22cm  （新経営学ライブラリ 別巻１）    （法経） 

 

米山正樹 

● 減損会計について  財務会計基準機構編  財務会計基準機構  2004.8  262p  
26cm  CD-ROM２枚  （会計基準基礎講座シリーズ No.4） 

＊部分執筆（米山正樹）       （法経） 

● 時価会計と減損  田中健二、弥永真生、米山正樹著  中央経済社   2004.7  
3,2,11,253p  22cm  （Grobal acocounting／伊藤邦雄責任編集） 

 

 

文学部哲学科 

小島和男 

● 実存と歴史  理想社  2004.11  221,8p  22cm（実存思想論集 19／実存思想協会

編） 

＊部分執筆（小島和男） 

 

小林忠 

● 우키요에의美 (･ ･ ･ ･  ･  ･ ) ･ ･ ･ ･  ･ ･ ･  ･ ･  ; ･ ･ ･  ･ ･ ･ ･  : 
･ ･ ･ ･ ･ , 2004.11  304p  挿図  23cm      

（哲学） 

● 池大雅：洞庭赤壁図巻：重要文化財  ニューオータニ美術館編集  ニューオータニ美

術館  2004.3  24p  図版  30cm 

＊監修：小林忠        （哲学） 

● 酒井抱一と江戸琳派の美学  小林忠執筆・編集  至文堂  2004.12  98p  23cm  

（日本の美術 No.463）      （708/19/463//S）（日文）（女子大） 

● 伝統と再生  新装版  小林忠著  学習研究社  2004.3  175p  31cm  （人間の美術 

9（江戸時代 1）／梅原猛監修） 

 

左近司祥子 

● 自分を知るための哲学：「私」を考え、「私」を変えて、「私」を幸せにするために  左

近司祥子著  ナツメ社  2004.1  239p  21cm       （101/109//S） 
● 本当に生きるための哲学  左近司祥子著  岩波書店  2004.6  iv,228p  15cm  （岩

波現代文庫 社会 93）            （女子大） 

 

佐野みどり 

● 中世日本の物語と絵画  佐野みどり、並木誠士編著  放送大学教育振興会  2004.3  
244p  図版２枚  21cm  （放送大学教材 1654519-1-0411） 

 

高橋裕子 

● 静物画  エリカ・ラングミュア著  高橋裕子訳  八坂書房  2004.12  139p  22cm 
（724/31//S） 

● ナショナル・ギャラリー・コンパニオン・ガイド  増補改訂版  エリカ・ラングミュ

ア著  高橋裕子訳  ミュージアム図書  2004.11  352p  24cm     （723/144a//S） 



 

 

文学部史学科 

井上勲 

● 開国と幕末の動乱  井上勲編  吉川弘文館  2004.1  328,18ｐ  図版 8p  挿図   

22cm  （日本の時代史／石上英一［ほか］企画編集委員 20） 

（210.09/180/20//S）（法経）（史学）（史料館）（女子大） 

● 日本史の環境  井上勲編  吉川弘文館  2004.10  343,11p  図版 8p  挿図  22cm  
（日本の時代史／石上英一［ほか］企画編集委員 29） 

（210.09/180/29）（法経）（史学）（女子大） 

 

鶴間和幸 

● 始皇帝陵と兵馬俑  鶴間和幸著  講談社  2004.5  296p  15cm  （講談社学術文庫 

1656）            （081.2/61/1656//S）（法経）（女子大） 

● ファーストエンペラーの遺産：秦漢帝国  鶴間和幸著  講談社  2004.11  486p  図
版 5p  20cm（中国の歴史 03） 

● 世界史 B：高等学校：100 テーマで視る世界の歴史  鶴間和幸［ほか］著  清水書院  

2004.2  252p  26cm 
● 大兵馬俑展：今、甦る始皇帝の兵士たち 鶴間和幸［ほか］執筆  産経新聞社  c2004  

137p  30cm 
 

福井憲彦 

● アンシャン・レジーム  ウィリアム・ドイル著  福井憲彦訳  岩波書店  2004.10  
xii,120,27p  20cm  （ヨーロッパ史入門）  （235/255//S）（法経）（史学）（女子大） 

● 歴史はいかに書かれるか  岩波書店  2004.6  268p  21cm  （歴史を問う 4／上村

忠男［ほか］編） 

＊部分執筆（福井憲彦） 

 

 

文学部日本語文学科 

鈴木健一 

● 江戸詩歌史の構想  鈴木健一著  岩波書店  2004.3  vi,282,9p  22cm 
（911/27 イ）（日文）（史料館）（女子大） 

● 義経伝説：判官びいき集大成  鈴木健一編  小学館  2004.11  238p  図版 2p  挿
図  肖像  地図  19cm                                   （913.47/4//S）（日文） 

● 古今和歌集研究集成  第３巻  増田繁夫［ほか］著  風間書房  2004.4  354p  
22cm 
＊部分執筆（鈴木健一） 

 

十川信介 

● 浮雲  二葉亭四迷作  十川信介校注  岩波書店  2004.10  354p  挿図  15cm  
（岩波文庫 緑 7-1）                                 （081.2/33C/705）（女子大） 

● 明治文学：ことばの位相  十川信介著  岩波書店  2004.4  vii,390p  20cm 
       （910.26/624//S）（日文）（女子大） 

 

兵藤裕己 

● 演劇とパフォーマンス  兵藤裕己［ほか］執筆  岩波書店  2004.2  vii,339p  22cm  

（岩波講座文学／小森陽一［ほか］編集委員 5）            （908/32/5//S）（日文） 

＊p1-16 まえがき：劇的なるもの、メディアとしての身体（兵藤裕己執筆） 
● すぐわかる日本の文学  兵藤裕己監修  東京美術  2004.11  143p（図版共）  21cm 

 

藤澤茜 

● 義経伝説：判官びいき集大成  鈴木健一編  小学館  2004.11  238p  図版 2p  挿
図  肖像  地図  19cm     （913.47/4）（日文） 

＊p104-115 鹿が通れば馬も通るぞ－鵯越の逆落とし（藤澤茜執筆） 

 

山本芳明 

● 漢詩文集  入谷仙介［ほか］校注  岩波書店  2004.3  517p  22cm  （新日本古典

文学大系／佐竹昭広［ほか］編 明治編 2） 

＊p211-293 新編柳北詩文集／成島柳北著 大谷雅夫、山本芳明校注 

              （910.82/39A ア/2//S）（哲学）（日文）（女子大） 

 

吉田敦彦 

● 不死と性の神話  吉田敦彦著  青土社  2004.11  275p  20cm（167/323//S）（日文） 

● スサノオ信仰事典  大林太良編  戎光祥出版  2004.5  372p  図版8p  27cm  （神

仏信仰事典シリーズ 7） 

＊部分執筆（吉田敦彦） 

 

村野良子 



● 日本語教育学の視点：国際基督教大学大学院教授飛田良文博士退任記念 論集編集委

員会編  東京堂出版  2004.9  574p  22cm 
＊部分執筆（村野良子） 

 

 

文学部英米文学科 

今井邦彦 

● なぜ日本人は日本語が話せるのか：「ことば学」20 話  今井邦彦著  大修館書店  

2004.3  viii,222p  19cm         （804/88//S）（女子大） 

 

武田千枝子 

● ハウエルズとジェイムズ：国際小説に見る相互交流の軌跡  武田千枝子著  開文社出

版  2004.2  iii,266p  20cm       （930.28/700//S）（英文） 

 

田辺千景 

● マーロン・ブランド  パトリシア・ボズワース著  田辺千景訳  岩波書店  2004.8  
261p  挿図  20cm  （ペンギン評伝双書）     （英文） 

 

中島平三 

● Integrative studies on essential properties of human language by theoretical 
linguistics, functional linguistics, and cognitive neuroscience  [head investigator, 
Heizo Nakajima  Tokyo  Metropolitan University  2004  ii  leaves  164p  
30cm 
＊平成 15 年度－18 年度科学研究費補助金研究成果報告書 

 

● 生成文法  田窪行則［ほか］著  岩波書店  2004.9  xxii,234p  23cm  （言語の科

学  大津由紀雄［ほか］編 6） 

＊部分執筆（中島平三） 

 

中野春夫 

● イングランド社会史  エイザ・ブリッグズ著  今井宏、中野春夫、中野香織訳  筑摩

書房  2004.6  512,xxxiiip  挿図  22cm   （233/205//S）（英文）（女子大） 

● 精神病をめぐる英国ルネサンス社会の実態とエリザベス朝演劇における狂気の表象  

中野春夫研究代表  2004.6  35 枚  30cm 
＊平成 12 年度－15 年度科学研究費補助金研究成果報告書  （G9/24） 

 

橋本槙矩 

● 女王陛下のダイヤモンド：インドからの道  ケヴィン・ラシュビー著  橋本槙矩訳  

中央公論新社  2004.6  333ｐ  20cm    （英文） 

 

松島正一 

● 対訳ブレイク詩集  ブレイク［著］  松島正一編  岩波書店  2004.6  345p  15cm  

（岩波文庫 赤（32）－217－2．イギリス詩人選 4） 

（081.2/33D/1819）（英文）（女子大） 

 

眞野泰 

● 奇跡も語る者がいなければ  ジョン・マグレガー著  眞野泰訳  新潮社  2004.11  
366p  20cm  （新潮クレスト・ブックス）        （933/630//S）（英文） 

 

 

文学部ドイツ文学科 

高田博行 

● ドイツ語学の諸相：西本美彦先生退官記念論文集  河崎靖［ほか］共編  郁文堂  

2004.3  261p  22cm 
＊部分執筆（高田博行） 

● 日本の視点からゲルマニスティクの新しいパラダイムを探る  松田和夫編  日本独

文学会  2004.5  67p  21cm  （日本独文学会研究叢書 24 号） 

＊部分執筆（高田博行） 

 

文学部フランス文学科 

佐伯隆幸 

● 演劇とパフォーマンス  兵藤裕己［ほか］執筆  岩波書店  2004.2  vii,339p  22cm  

（岩波講座文学／小森陽一［ほか］編集委員 5） 

● p103-142 経験としてのアルトー：六十年代演劇的精神史註解（佐伯隆幸執筆） 



                                                       （908/32/5//S）（日文） 

 

中条省平 

● 中条省平は二度死ぬ！  中条省平著  清流出版  2204.8  237p  21cm   
（778/549//S）（女子大） 

● 読書術  エミール・ファゲ著  石川湧訳  中条省平校注  中央公論新社  2004.5  
253p  16cm （中公文庫） 

 

 

理学部物理学科 

川畑有郷 

• 現代物理学の歴史  2  大系編集委員会編  朝倉書店   2004.5  p433-939,26p  
22cm （朝倉物理学大系 21／荒船次郎［ほか］編） 

＊部分執筆（川畑有郷） 

 

田﨑晴明 

• 現代物理学の歴史  2  大系編集委員会編  朝倉書店   2004.5  p433-939,26p  
22cm （朝倉物理学大系 21／荒船次郎［ほか］編） 

＊部分執筆（田﨑晴明） 

 

理学部数学科 

飯高茂 

● 確率論  舟木直久著  朝倉書店  2004.11  viii,261p  22cm  （講座数学の考え方／

飯高茂［ほか］編集 20） 

＊シリーズ編集：飯高茂         （410.8/40/20//S） 
● 学力向上のための数学教育の研究  飯高茂研究代表  ［飯高茂］ 2004.3  153p  

30cm   
＊平成 13 年度－15 年度科学研究費補助金研究成果報告書        （G3/218） 

● パソコンで開く数の不思議世界  飯高茂著  岩波書店  2004.9  vii,196p  18cm  

（岩波ジュニア新書 483）         （410.9/102//S）（物化）（数学） 

 

下村明洋 

● 自己共役作用素の散乱理論と特異摂動に関する研究  渡邊一雄研究代表  ［出版者不

明］ 2004.3  222p  30cm  
＊平成 14 年度－15 年度科学研究費補助金研究成果報告書 

＊研究分担：下村明洋      （G4/17） 

 

谷島賢二 

● 多体シュレーディンガー方程式  磯崎洋著  シュプリンガー・フェアラーク東京  

2004.11  438p  22cm  （シュプリンガー現代数学シリーズ 第 13 巻／松本幸夫、

谷島賢二編） 

＊シリーズ編集：谷島賢二 

 

中島匠一 

● 数を数えてみよう  日本評論社  2004.7  ix,127p  21cm  （はじめよう数学／上野

健爾、浪川幸彦、高橋陽一郎編集 7）           （数学） 

 

藤原大輔 

● 自己共役作用素の散乱理論と特異摂動に関する研究  渡邊一雄研究代表  ［出版者不

明］ 2004.3  222p  30cm  
＊平成 14 年度－15 年度科学研究費補助金研究成果報告書 

＊研究分担：藤原大輔      （G4/17） 
 

水谷明 

● 自己共役作用素の散乱理論と特異摂動に関する研究  渡邊一雄研究代表  ［出版者不

明］ 2004.3  222p  30cm  
＊平成 14 年度－15 年度科学研究費補助金研究成果報告書 

＊研究分担：水谷明       （G4/17） 
 

渡邊一雄 

● 自己共役作用素の散乱理論と特異摂動に関する研究  渡邊一雄研究代表  ［出版者不

明］ 2004.3  222p  30cm  

＊平成 14 年度－15 年度科学研究費補助金研究成果報告書  （G4/17） 
 

 

理学部化学科 



垣内正久 

● Fractionation of hydrogen isotopes caused by the difference of the crystal 
structure of hydrous minerals  Principal investigator Masahisa Kakiuchi  ［出

版者不明］  2004.5  90p ill  30cm 
＊平成 13 年度－15 年度科学研究費補助金研究成果報告書  （G4/16） 

 

 

外国語教育研究課程 

狩野智洋 

● ペーター・ハントケの演劇：劇作品から見たハントケ像  狩野智洋著  学習院大学  

2004.11  308p  22cm  （学習院大学研究叢書 35） 

  （G9/25）（法経）（心理）（女子大） 

 

 

教職課程 

長沼豊 

● 大学生のボランティア学習論：学習院大学教職課程科目「総合演習 D」2003 年後期

レポート集  長沼豊編  学習院大学教職課程  2004.8  55p  30cm  （G3/214） 

 

 

大学名誉教授 

北嶋美雪 

● 弁論集 3  デモステネス［著］  北嶋美雪、杉山晃太郎、木曽明子訳  京都大学学

術出版会  2004.2  429,20p  20cm  （西洋古典叢書） 

 

鈴木正三 

● カール・バルトとユダヤ人問題：再び E・ブッシュ教授を迎えて  小川圭治、寺園喜

基編  新教出版社  2004.4  149p  21cm  （新教コイノーニア v.20） 

＊部分執筆（鈴木正三） 


