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本学教員著作目録稿－2005 
（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 紛争解決手続における履行制度  川瀬剛志、荒木一郎編著  三省堂  2005.11  

xviii,483p  22cm 
＊部分執筆（阿部克則）                                                 （法経） 

沖野眞已 
 わかりやすい新破産法：倒産実体法はこう変わった  小林秀之、沖野眞已対談  弘文

堂  2005.7  x,257p  21cm                                             （法経） 
 信託と信託法の広がり：報告書  樋口範雄他執筆  トラスト 60  2005.11  219p  

26cm  （トラスト 60 研究叢書） 
＊部分執筆（沖野眞已） 

紙谷雅子 
 競争法の現代的諸相：厚谷襄児先生古稀記念論集稗貫俊文編集  信山社出版  2005.2  

1177p  22cm 
＊部分執筆（紙谷雅子）                                                 （法経） 

鎮目征樹 
 アクチュアル刑法総論  伊藤渉、小林憲太郎、鎮目征樹、成瀬幸典、安田拓人著       

弘文堂  2005.4  345p  22cm 
芝原邦爾 

 岩波コンパクト六法  平成 18（2006）年版  奥田昌道他編  岩波書店  2005.10      
2 冊,19cm 

 経済刑法研究  芝原邦爾著  有斐閣  2005.10  2 冊,22cm                  （法経） 
 ケースブック経済刑法  芝原邦爾、西田典之、佐伯仁志著  有斐閣  2005.4  xiv,398p 

22cm 
高木光 

 先端科学技術と人権：日独伊共同研究シンポジウム   ドイツ憲法判例研究会編      
信山社出版  2005.2  428p  22cm 
＊部分執筆（高木光） 

 行政訴訟論  高木光著  有斐閣  2005.7  xxi,405,5p  22cm     
（321.5/231//S）（法経） 
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 ケースブック行政法   芝池義一、高木光編   弘文堂   2005.4  x,434p  21cm      
（弘文堂ケースブックシリーズ）                          （321.5/229a//S）（法経） 

 プレップ行政法 高木光著  弘文堂  2005.4  ix,147p  19cm  （弘文堂プレップ法学） 
                                                      （321.5/232//S）（法経） 

野村豊弘 
 民事法入門  野村豊弘著  有斐閣  2005.1  xiv,225p  19cm  （有斐閣アルマ） 

                                                                     （法経） 
 債権総論  野村豊弘著  有斐閣  2005.4  xvii,254p  19cm 
（有斐閣 S シリーズ 22 民法）                                             （法経） 

 序論・民法総則  野村豊弘  有斐閣  2005.8  xix,285p  22cm  （民法 1） 
（323/220/1a//S）（法経） 

 民法：分析と展開 2（債権）  山田卓夫、野村豊弘、円谷峻、鎌田薫、新美育文、岡孝、

池田真朗著  弘文堂  2005.8  351p  22cm 
＊部分執筆（野村豊弘） 

長谷部由起子 
 法の世界へ  池田真朗［ほか］著  有斐閣  2005.2  14,271p  19cm （有斐閣アルマ）   

（320.4/126d//S）（法経）（女子大） 
 民事執行・保全判例百選  伊藤眞、上原敏夫、長谷部由起子編  有斐閣  2005.8  

vi,268p  26cm  （別冊ジュリスト  №177）                （325.3/226//S）（法経） 
 ケースブック民事訴訟法   長谷部由起子［ほか］編   弘文堂   xii,517p  21cm      

（弘文堂ケースブックシリーズ）                                         （法経） 
水野謙 

 ケースではじめる民法  山野目章夫、野澤正充編、滝沢昌彦［ほか］著  弘文堂  2005.4   
xiv,330p  21cm  
＊部分執筆（水野謙）                                        （323/224a)（法経） 

横山久芳 
 知的財産法の理論と現代的課題：中山信弘先生還暦記念論文集  相澤英孝、大渕哲也、

小泉直樹、田村善之編集代表  弘文堂  2005.12  705p  22cm 
＊部分執筆（横山久芳） 

 知的財産法判例集  大渕哲也著  有斐閣  2005.5xix,411p  22cm   
＊部分執筆（横山久芳）                                                 （法経） 
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法学部政治学科 

飯田芳弘 
 ヨーロッパ政治史  平島健司、飯田芳弘共著  放送大学教育振興会  2005.3  323p  

21cm  （放送大学教材）                                                 （法経） 
井上寿一 

 ブリッジブック日本の外交  井上寿一著  信山社出版  2005.3  xii,286,xviiip 
（ブリッジブックシリーズ）                                              （法経） 

佐々木毅 
 石油ショック狂乱物価と巨人 9 連覇  講談社  2005.5  （講談社 DVD ブック  昭和ニ

ッポン：一億二千万人の映像  第 19 巻） 
＊監修（佐々木毅）                                        （教職課程）（女子大） 

 世界恐慌と太平洋戦争  講談社  2005.7  （講談社 DVD ブック  昭和ニッポン：一億

二千万人の映像  第 1 巻） 
＊監修（佐々木毅）                                        （教職課程）（女子大） 

 人工衛星スプートニクと西鉄黄金時代  講談社  2005.8  （講談社 DVD ブック  昭和

ニッポン：一億二千万人の映像  第 7 巻） 
＊監修（佐々木毅）                                        （教職課程）（女子大） 

 所得倍増計画とキューバ危機  講談社  2005.2  （講談社 DVD ブック  昭和ニッポ

ン：一億二千万人の映像  第 11 巻）   
＊監修（佐々木毅）                                        （教職課程）（女子大） 

 昭和元禄と三億円事件  講談社  2005.4  （講談社 DVD ブック  昭和ニッポン：一億

二千万人の映像  第 15 巻） 
＊監修（佐々木毅）                                        （教職課程）（女子大） 

 札幌五輪日の丸飛行隊と浅間山荘事件  講談社  2005.1  （講談社 DVD ブック  昭和

ニッポン：一億二千万人の映像  第 18 巻） 
＊監修（佐々木毅）                                        （教職課程）（女子大） 

 国連加盟と南極観測船「宗谷」  講談社  2005.8  （講談社 DVD ブック  昭和ニッポ

ン：一億二千万人の映像  第 6 巻） 
＊監修（佐々木毅）                                        （教職課程）（女子大） 

 科学万博つくばと日航機御巣鷹山墜落  講談社  2005.6  （講談社 DVD ブック  昭和

ニッポン：一億二千万人の映像  第 23 巻） 
＊監修（佐々木毅）                                        （教職課程）（女子大） 

 オリンピック景気とケネディ大統領暗殺  講談社  2005.9  （講談社 DVD ブック  昭
和ニッポン：一億二千万人の映像  第 12 巻） 
＊監修（佐々木毅）                                        （教職課程）（女子大） 
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 アポロ月面着陸と東大安田講堂落城  講談社  2005.4  （講談社 DVD ブック  昭和ニ

ッポン：一億二千万人の映像  第 16 巻） 
＊監修（佐々木毅）                                        （教職課程）（女子大） 

 漫才ブームと校内暴力激化  講談社  2005.5  （講談社 DVD ブック  昭和ニッポン：

一億二千万人の映像  第 22 巻） 
＊監修（佐々木毅）                                        （教職課程）（女子大） 

 美智子さまブームと東京タワー  講談社  2005.9  （講談社 DVD ブック  昭和ニッポ

ン：一億二千万人の映像  第 8 巻） 
＊監修（佐々木毅）                                        （教職課程）（女子大） 

 旅客機連続墜落とビートルズ来日  講談社  2005.3  （講談社 DVD ブック  昭和ニッ

ポン：一億二千万人の映像  第 14 巻） 
＊監修（佐々木毅）                                        （教職課程）（女子大） 

 ロッキード事件と五つ子誕生  講談社  2005.2  （講談社 DVD ブック  昭和ニッポ

ン：一億二千万人の映像  第 20 巻） 
＊監修（佐々木毅）                                        （教職課程）（女子大） 

 朝鮮戦争と湯川博士ノーベル賞受賞  講談社  2005.1  （講談社 DVD ブック  昭和ニ

ッポン：一億二千万人の映像  第 3 巻） 
＊監修（佐々木毅）                                        （教職課程）（女子大） 

 日本独立と血のメーデー事件  講談社  2005.6  （講談社 DVD ブック  昭和ニッポ

ン：一億二千万人の映像  第 4 巻） 
＊監修（佐々木毅）                                        （教職課程）（女子大） 

 バカヤロー解散と力道山激闘  講談社  2005.3  （講談社 DVD ブック  昭和ニッポ

ン：一億二千万人の映像  第 5 巻） 
＊監修 （佐々木毅）                                      （教職課程）（女子大） 

 マッカーサーと婦人参政権  講談社  2005.7  （講談社 DVD ブック  昭和ニッポン：

一億二千万人の映像  第 2 巻） 
＊監修（佐々木毅）                                        （教職課程）（女子大） 

 資本主義の未来を問う：変貌する市場・企業・政府の関係  日本経済新聞社編  2005.12  
251p  20cm 
＊部分執筆（佐々木毅） 

 戦後大事典：1945-2004  佐々木毅［ほか］編  三省堂  2005.7  136,1173p  22cm 
（210.8/247b//R）（法経）（女子大） 

数土直紀 
 自由という服従  数土直紀著  光文社  2005.1  228p  18cm  （光文社新書 186） 

（301.4/838//S）（法経） 
 



本学教員著作目録稿－2005 

 - 5 - 

 数理社会学入門  数土直紀、今田高俊編著  xi,234p  22cm （数理社会学シリーズ；1）  
（301.1/102//S）（法経） 

砂田一郎 
 米国民主党：2008 年政権奪回への課題  久保文明編  2005.7  277p  21cm  （JIIA

現代アメリカ 7） 
＊部分執筆（砂田一郎） 

田中秀征 
 帝国/グローバル化時代のデモクラシー  ロナルド・ドーア［ほか］著  遠藤乾編  北

海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育研究センター編  北海道大学大学院法学

研究科附属高等法政教育研究センター  2005.2  132p  21cm  （Academia juris 
booklet no.16） 
＊部分執筆（田中秀征）                                                 （法経） 

 時事放談  中曽根康弘、宮澤喜一、後藤田正晴、野中広務、塩川正十郎述  TBS『時

事放談』製作スタッフ編  講談社  2005.3  334p  19cm 
＊部分執筆（田中秀征） 

野中尚人 
 日本政治を比較する   日本比較政治学会編   早稲田大学出版部   2005.6  234p  

21cm  （日本比較政治学会年報 第 7 号） 
＊部分執筆(野中尚人) 

平野浩 
 日本における有権者意識の動態   小林良彰編著   2005.3  260p  22cm  （叢書

21COE-CCC 多文化世界における市民意識の動態 1） 
＊部分執筆（平野浩） 

村松岐夫 
 平成バブル先送りの研究  村松岐夫編著  東洋経済新報社  xiv,346p  22cm   
（経済政策分析シリーズ 12）                                      （330.21/512//S） 

遠藤薫 
 ネットワーク社会   橋元良明、吉井博明責任編集   ミネルヴァ書房   2005.10  

316,12p  22cm  (叢書現代のメディアとジャーナリズム；第 2 巻) 
＊部分執筆(遠藤薫) 

 メディア  橋元良明編  ひつじ書房  2005.5  264p  22cm（講座社会言語科学；第 2
巻） 
＊部分執筆(遠藤薫) 

桂木隆夫 
 公共哲学とはなんだろう：民主主義と市場の新しい見方  桂木隆夫著  勁草書房  

2005.9  xi,295,xiiip  20cm                                  （300/134//S）（法経） 
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経済学部経済学科 

岩田規久男 
 マクロ経済学  岩田規久男著  新世社  2005.12  iii,277p  22cm  （基礎コース 経

済学；2）                                                              （法経） 
 日本経済を学ぶ  岩田規久男著  筑摩書房  2005.1  269p  18cm  （ちくま新書；

512）                                                         （法経）（女子大） 
 日本経済にいま何が起きているのか   岩田規久男著   東洋経済新報社   2005.6  

viii,207p  21cm                                         （330.21/532//S）（法経） 
岡田靖 

 21 世紀の経営と経済  浅田統一郎、坂田幸繁、薮田雅弘編  中央大学出版部  2005.10  
259p  22cm  （セブン＆アイ・ホールディングス鈴木敏文代表寄附講座シリーズ 1）  
＊部分執筆(岡田靖) 

川嶋辰彦 
 高齢者人口の都心回帰：我が国都市圏システムのロキシー指標分析  川嶋辰彦研究代

表  ［川嶋辰彦］  2005.7  1 冊  30cm 
＊平成 15－16 年度 科学研究費補助金研究成果報告書                    （G3/224） 

神戸伸輔 
 ゲーム理論の応用  今井晴雄、岡田章編著  勁草書房  2005.5  306p  22cm 

＊部分執筆(神戸伸輔) 
辰巳憲一 

 ストラクチャード・ポートフォリオ・マネジメント入門：最新投資戦略の理論   
辰巳憲一著  有斐閣  2005.12  x,194p：挿図  22cm                       （法経） 

宮川努 
 長期停滞の経済学：グローバル化と産業構造の変容  宮川努著  東京大学出版会  

2005.12  xi,345p  22cm                                                （法経） 
 日本経済の生産性革新  宮川努著  日本経済新聞社  2005.11  244p  20cm   

（330.21/551//S）（法経） 
 日本企業競争優位の条件：「強い会社」を創る制度改革  日本経済研究センター編  日

本経済新聞社  2005.12  258p  20cm 
＊部分執筆(宮川努) 

椋寛 
 Comparing alternative paths to free trade endogenous political pressures Hiroshi 

Mukunoki Tokyo:Gakushuin University.Research Institute of Economics and 
Management,2005  36p  30cm  （経済経営研究所 discussion paper series no.04-3） 
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（G3/153/2004-3） 
脇坂明 

 現代女性の労働・結婚・子育て：少子化時代の女性活用政策  橘木俊詔編著  ミネル

ヴァ書房  2005.10  xvii,279p  22cm  （経済政策分析シリーズ) 
＊部分執筆（脇坂明） 

 

経営学部経営学科 

青木幸弘 
 60 分であなたもブランド戦略家  イドリス・ムーティ著、青木幸弘訳  宣伝会議  

2005.5  199p  21cm 
淺羽茂 

 新流通産業  伊藤元重編  NTT 出版  2005.8  318p  22cm  （日本の産業システ

ム；6） 
＊部分執筆（淺羽茂） 

今野浩一郎 
 活用職種別賃金統計：能力・仕事別賃金の実態  2005 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雇用システム研究

センター  2005.5  102p  26cm 
 東京に働く人 ：々労働現場調査 20 年の成果から  松島静雄監修、石川晃弘、川喜多喬、

田所豊策編  法政大学出版局  2005.11  276p  22cm 
＊部分執筆（今野浩一郎） 

上田隆穂 
 プライシング・サイエンス：価格の不思議を探る  杉田善弘、上田隆穂、守口剛編著   

同文館出版  2005.9  13,267p  22cm                       （675.1/308//S）（法経） 
 テキストマイニングによるマーケティング調査   上田隆穂［ほか］編   講談社  

2005.11  xii,224p  21cm 
＊部分執筆（上田隆穂）                                          （675.1/311//S） 

 日本一わかりやすい価格決定戦略：売りたいのなら、値下げはするな！：価格設定と

消費者心理のマーケティング  明日香出版社  2005.4  253p  21cm         （法経） 
遠藤久夫 

 医療保険・診療報酬制度  遠藤久夫、池上直己編著  勁草書房  2005.3  x,272p  
22cm  （講座医療経済・政策学；第 2 巻）                    （499/410//S）（法経） 

 社会保障制度改革：日本と諸外国の選択  国立社会保障・人口問題研究所編  国立社

会保障・人口問題研究所  2005.11  323p  21cm  （社会保障研究シリーズ） 
＊部分執筆（遠藤久夫） 
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金田直之 

 Analysts’ forecast revisions and errors around executive turnover : do Japanese 
firms manage earnings around turnovers?  Naoyuki Kaneda  Tokyo:Gakushuin 
University.Research Institute of Economics and Management,2005  25p  30cm  
（経済経営研究所 discussion paper series no.05-2）               （G3/153/2005-2） 

小山明宏 
 経営財務論：不確実性,エージェンシー・コストおよび日本的経営  小山明宏著  創成

社  2005.5  23,292p  22cm）                             （335.7/75d//S）（法経） 
杉田善弘 

 プライシング・サイエンス：価格の不思議を探る  杉田善弘、上田隆穂、守口剛編著   
同文館出版  2005.9  13,267p  22cm                       （675.1/308//S）（法経） 

湯沢威 
 外国経営史の基礎知識  経営史学会編  有斐閣  2005.2  vii,433p：挿図  22cm  （有

斐閣ブックス 433）                                         （335/643//S）（法経） 
和田哲夫 

 知的財産法の理論と現代的課題：中山信弘先生還暦記念論文集  弘文堂  2005.12  
705p  22cm 
＊部分執筆（和田哲夫） 

 
 

文学部哲学科 

小林忠 
 北斎展  日本経済新聞社編  2005  396p  30cm 

＊学術協力（小林忠）                                                （721.8/224） 
 北斎と広重展：幻の肉筆画発見：原安三郎秘蔵浮世絵風景画コレクション初公開  山

口桂三郎、小林忠監修  サンオフィス  2005  160p  30cm                  （哲学） 
 大谷コレクション肉筆浮世絵  ニューオータニ美術館編、小林忠監修  ニューオータ

ニ美術館  2005.7  164p：図版  28cm                                    （哲学） 
 北斎の美人  小林忠著  小学館  2005.10  79p  31cm  （浮世絵ギャラリー；2） 

（721.8/218//S） 
 日本絵画名作 101 選  辻惟雄、小林忠、河野元昭監修  小学館  2005.3  208p  31cm 

 
 浮世絵「名所江戸百景」復刻物語  小林忠監修、東京伝統木版画工芸協会編  芸艸堂  

2005.3  101p  28cm 
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酒井潔 
 自我の哲学史  酒井潔著  講談社  2005.6  254p  18cm  （講談社現代新書；1792） 

（118/79//S） 
左近司祥子 

 ソクラテスになった猫  左近司祥子著  勉誠出版  2005.10  196p：挿図  19cm 
（法経）（女子大） 

 哲人アリストテレスの殺人推理  マーガレット・ドゥーディ著、左近司祥子訳  講談

社  2005.6  381p  20cm 
杉山直樹 

 19 世紀後半におけるフランス哲学の展開とイギリス思想の導入に関する研究  杉山直

樹研究代表  ［杉山直樹］  2005.3  106p  30cm 
＊平成 15－16 年度科学研究費補助金基盤研究研究成果報告書            （G1/17） 

高橋裕子 
 物語画  エリカ・ラングミュア著、高橋裕子訳  八坂書房  2005.5  137p  22cm   

（723/149//S）（哲学） 
 絵画の見方  スーザン・ウッドフォード著、高橋裕子訳  ミュージアム図書  2005.4  

122p  21cm                                                      （723/150//S） 
 
文学部史学科 

武内房司 
 貴州苗族林業契約文書匯編：1736 年‐1950 年  唐立、楊有 、武内房司主編  東京外

國語大學國立亞非言語文化研究所  2005.1  3 冊：図版  31cm               （史学） 
 中国「世界遺産」の旅 第 4 巻（長江流域・華南）  平山郁夫、樋口隆康監修、武内房

司著  講談社  2005.12  209p  31cm 
 中国の民俗表象：南部地域の人類学・歴史学的研究  長谷川清、塚田誠之編  風響社  

2005.3  442p  21cm 
＊部分執筆（武内房司） 

鶴間和幸 
 国際学術シンポジウム「黄河下流域の生態環境と東アジア海文明」報告集  鶴間和幸

編  学習院大学東洋文化研究所  2005.11  184p  30cm                  （東文研） 
 

 中国世界遺産の旅  石橋崇雄編著  講談社  2005-  冊：挿図,地図  31cm 
＊部分執筆（鶴間和幸）                                        （教職）（女子大） 
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 日本にとって中国とは何か 尾形勇［ほか］著  講談社  2005.11  406p,図版［5］p：
挿図  20cm  （中国の歴史；12） 
＊部分執筆（鶴間和幸）                       （222.009/175/12//S）（法経）（史学） 
 

 絢爛たる世界帝国：隋唐時代  気賀澤保規著  講談社  2005.6  414p  20cm  （中国

の歴史；6） 
＊部分執筆（鶴間和幸） 

 海と帝国：明清時代  上田信著  講談社  2005.8  526p  20cm  （中国の歴史；9） 
＊部分執筆（鶴間和幸） 

 疾駆する草原の征服者：遼西夏金元  杉山正明著  講談社  2005.10  406p  20cm  
（中国の歴史；8） 
＊部分執筆（鶴間和幸） 

 神話から歴史へ：神話時代夏王朝  宮本一夫著  講談社  2005.3  398p  20cm  （中

国の歴史；1） 
＊部分執筆（鶴間和幸） 

 世界遺産と歴史学  佐藤信編  山川出版社  2005.12  217p  21cm  （史学会シンポ

ジウム叢書） 
＊部分執筆（鶴間和幸） 

 中華の崩壊と拡大：魏晋南北朝  川本芳昭著  講談社  2005.2  382p  20cm  （中国

の歴史；5） 
＊部分執筆（鶴間和幸） 

 中国思想と宗教の奔流：宋朝  小島毅著  講談社  2005.7  406p  20cm  （中国の歴

史；7） 
＊部分執筆（鶴間和幸） 

 都市国家から中華へ：殷周春秋戦国  平勢隆郎著  講談社  2005.4  446p  20cm  
（中国の歴史；2） 
＊部分執筆（鶴間和幸） 

 ラストエンペラーと近代中国：清末中華民国  菊池秀明著  講談社  2005.9  430p  
20cm  （中国の歴史；10） 
＊部分執筆（鶴間和幸） 

福井憲彦 
 ロワール流域から北へ  福井憲彦、稲葉宏爾著・写真  山川出版社  2005.12  219p,

挿図  21cm                                               （290.8/21/14（1）//S） 
 

 ヨーロッパ近代の社会史：工業化と国民形成   福井憲彦著   岩波書店   2005.7  
xix,300p  20cm                                            （230.4/81//S）（法経） 
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 近代ヨーロッパ史  福井憲彦著  放送大学教育振興会  2005.3  213p  21cm  （放送

大学教材）                                                       （230.7/33//S） 
 

文学部日本語日本文学科 

安部清哉 
 群馬学の確立にむけて：群馬学連続シンポジウム  群馬県立女子大学編  上毛新聞社

出版局  2005.3  197p  21cm 
＊部分執筆（安部清哉） 

 日本近代語研究.4  近代語研究会編  ひつじ書房  2005.6  381,217,64p  22cm 
＊部分執筆（安部清哉） 

 日本語学の蓄積と展望  佐藤喜代治博士追悼論集刊行会編  明治書院  2005.5  604p  
22cm 
＊部分執筆（安部清哉） 

神田龍身 
 平安文学研究生成  伊東祐子［ほか］編  笠間書院  2005.11  612p  22cm  （笠間

叢書 364） 
＊部分執筆（神田龍身）                                   （910.23/88//S）（日文） 

 和歌が書かれるとき  浅田徹［ほか］編  岩波書店  2005.12  xi,245p  22cm  （和

歌をひらく；第 2 巻） 
＊部分執筆（神田龍身）                                  （911.2/112/2//S）（日文） 

鈴木健一 
 和歌が書かれるとき  浅田徹［ほか］編  岩波書店  2005.12  xi,245p  22cm  （和

歌をひらく；第 2 巻）                                    （911.2/112/2//S）（日文） 
 和歌の力  浅田徹［ほか］編  岩波書店  2005.10  xi,239p  22cm  （和歌をひらく；

第 1 巻）                                                （911.2/112/1//S）（日文） 
 本居宣長の世界：和歌・注釈・思想  長島弘明編  森話社  2005.11  283p  20cm 

＊部分執筆（鈴木健一） 
 源氏物語とその享受：研究と資料  紫式部学会編   武蔵野書院  2005.10  411p  

22cm  （古代文学論叢；第 16 輯） 
＊部分執筆（鈴木健一） 

 海王宮：壇之浦と平家物語：安徳天皇追福八百二十年赤間神宮創建百三十年記念論集

松尾葦江編  三弥井書店  2005.10  459p,図版［4］,挿図  22cm 
＊部分執筆（鈴木健一） 
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十川信介 

 風刺文学集  中野三敏［ほか］校注  岩波書店  2005.10  7,520p：挿図  22cm  （新

日本古典文学大系/佐竹昭広［ほか］編；明治編 29） 
＊部分校注（十川信介） 

（910.82/39A ア/29//S）（哲学）（日文）（女子大） 
 それから：漱石自筆原稿  ［夏目漱石著］  岩波書店  2005.9  6 冊  26cm   （日文） 
 漢文小説集  池澤一郎、宮崎修多、徳田武、ロバート・キャンベル校注  岩波書店  

2005.8  567p  22cm  （新日本古典文学大系/十川信介［ほか］編；明治編 3） 
長嶋善郎 

 「日本語学」特集テーマ別ファイル.1（意味 1）  宮地裕編  明治書院  2005.6  282p  
22cm 
＊部分執筆（長嶋善郎） 

 朝倉日本語講座.1  北原保雄監修、早田輝洋編  朝倉書店  2005.6  244p  22cm 
＊部分執筆（長嶋善郎） 

兵藤裕己 
 太平記「よみ」の可能性：歴史という物語  兵藤裕己［著］  講談社  2005.9  306p：

挿図  15cm  （講談社学術文庫；1726） 
（081.2/61/1726//S）（法経）（女子大） 

 演じられた近代：「国民」の身体とパフォーマンス  兵藤裕己著  岩波書店  2005.2  
ix,325p：挿図  20cm                                             （770.21/64//S） 

 

文学部英米文学科 

上岡伸雄 
 ダイング・アニマル  フィリップ・ロス著、上岡伸雄訳  集英社  2005.1  151p  20cm 

塩谷清人 
 キプリング大英帝国の肖像  橋本槇矩、桑野佳明編著  彩流社  2005.4  v,342,28p  

20cm 
＊部分執筆（塩谷清人）                                          （930.28/738//S） 

高見健一 
 文の意味  九野暲、高見健一著  くろしお出版  2005.4  vii,218p  19cm  （謎解き

の英文法）                                                      （法経）（英文） 
 言語の事典  中島平三編  朝倉書店  2005.6  xix,748p：挿図  27cm 

＊部分執筆（高見健一）          （803/18 ア//R）（日文）（英文）（人文研）（女子大） 
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中島平三 
 言語の事典  中島平三編  朝倉書店  2005.6  xix,748p：挿図  27cm 

          （803/18 ア//R）（日文）（英文）（人文研）（女子大） 
 明日に架ける生成文法  中島平三、池内正幸著  開拓社  2005.3  viii,301p：挿図  

21cm                                                      （835/174//S）（英文） 
 アクセントとリズム  田中伸一著  研究社  2005.5  222p  21cm  （英語学モノグラ

フシリーズ/中島平三［ほか］編；14） 
 右方移動と焦点化  田子内健介、足立公也著  研究社  2005.3  191p  21cm  （英語

学モノグラフシリーズ/中島平三［ほか］編；11） 
 語彙範疇.1  藤田耕司、松本マスミ著  研究社  2005.9  230p  21cm（英語学モノグ

ラフシリーズ/中島平三［ほか］編；6） 
 束縛と削除  有元將剛、杉村恵子著  研究社  2005.4  249p  21cm  （英語学モノグ

ラフシリーズ/中島平三［ほか］編；12） 
 認知文法の新展開：カテゴリー化と用法基盤モデル  早瀬尚子、堀田優子著  研究社  

2005.7  210p  21cm（英語学モノグラフシリーズ/中島平三［ほか］編；19） 
橋本槇矩 

 キプリング大英帝国の肖像  橋本槇矩、桑野佳明編著  彩流社  2005.4  v,342,28p  
20cm                                                         （930.28/738//S） 

眞野泰 
 最後の注文  グレアム・スウィフト著；眞野泰訳  新潮社  2005.10  427p  20cm  

（新潮クレスト・ブックス）                                 （933/640//S）（英文） 
 夢みるピーターの七つの冒険  イアン・マキューアン著；眞野泰訳  中央公論新社  

2005.10  206p  16cm  （中公文庫 ［マ-9-1］）              （933/594a//S）（英文） 
矢作三藏 

 ホーソーンの軌跡：生誕二百年記念論集   川窪啓資編著   開文社出版   2005.5  
v,392p：挿図,肖像  22cm 
＊部分執筆（矢作三藏）                         （930.28/755//S）（英文）（女子大） 

 

文学部ドイツ文学科 

高田博行 
 ドイツ語が織りなす社会と文化  杉谷眞佐子［ほか］編著  関西大学出版部  2005.3  

v,430p,図版 1 枚                              （21cm840.4/11//S）（法経）（女子大） 
 「思想」としての正書法問題：ドイツ語史における規範議論：1700-1850 年  高田博

行研究代表  ［高田博行］  2005.3  84p  30cm 
＊平成 15-16 年度 科学研究費補助金基盤研究研究成果報告書              （G8/18） 
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渡辺学 
 宗教史の発見：宗教学と近代  ハンス・G.キッテンベルク著、月本昭男、渡辺学、久

保田浩訳  岩波書店  2005.5  xix,359,39p  22cm              （161/62//S）（法経） 
 ドイツ語が織りなす社会と文化  杉谷眞佐子［ほか］編著  関西大学出版部  2005.3  

v,430p,図版 1 枚         
＊部分執筆（渡辺学）                         （21cm840.4/11//S）（法経）（女子大） 

 

文学部フランス文学科 

中条省平 
 三島由紀夫が死んだ日：あの日、何が終り何が始まったのか  中条省平編・監修  実

業之日本社  2005.4  278p,図版［4］p  20cm           （910.28/2115//S）（女子大） 
 あの日は、どうしていまも生々しいのか  中条省平編・監修  実業之日本社  2005.11  

333p,図版  20cm  （三島由紀夫が死んだ日；続）                 （910.28/2115A//S） 
 ただしいジャズ入門  中条省平著  春風社  2005.11  251p  19cm     （765/114//S） 
 悪魔のような女たち  バルベー・ドールヴィイ著；中条省平訳  筑摩書房  2005.3  

443p  15cm  （ちくま文庫  ［は-28-1］）                    （Chikuma/ハ/28/1//S） 
 幸福の花束  ブランケ作；中条省平訳  パロル舎  2005.11 
 ジム・トンプソン最強読本  池上冬樹［ほか］著  扶桑社  2005.6  343p  19cm 
 辻邦生全集.19  辻邦生著  新潮社  2005.12  491p  23cm 

＊部分執筆（中条省平） 
吉田加南子 

 幸福論  吉田加南子著  思潮社  2005.4  379p  20cm               （902.1/13//S） 
 

文学部心理学科 

伊藤研一 
 心理学群像.2  末永俊郎監修、河合隼雄、木下冨雄、中島誠編  アカデミア出版会  

2005.6  447p  19cm（学問の群像シリーズ） 
＊部分執筆（伊藤研一） 

川嵜克哲 
 夢の分析：生成する「私」の根源  川嵜克哲著  講談社  2005.1  238p  19cm  （講

談社選書メチエ；319）                        （145.9/460 ア//S）（心理）（女子大） 
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篠原彰一 
 心理学群像.1  末永俊郎監修、鹿取廣人、鳥居修晃編  アカデミア出版会  2005.5  

427p  19cm  （学問の群像シリーズ） 
＊部分執筆（篠原彰一） 

竹綱誠一郎 
 やさしい教育心理学  鎌原雅彦、竹綱誠一郎著  有斐閣  2005.4  13,291p：挿図  

19cm  （有斐閣アルマ）                                （370.14/917a//S）（心理） 
外山みどり 

 新・心理学の基礎知識  中島義明、繁桝算男、箱田裕司編  有斐閣  2005.1  x,546p  
22cm  （有斐閣ブックス；681） 
＊部分執筆（外山みどり）               （140.1/383 ア//S）（法経）（心理）（女子大） 

 

教職課程 

川口幸宏 
 新特別活動：文化と自治の力を育てるために  白井慎、西村誠、川口幸宏編著  学文

社  2005.3  212p  21cm 
斉藤利彦 

 加速化するアジアの教育改革  諏訪哲郎、斉藤利彦編著  東方書店  2005.9  297,7p  
22cm  （学習院大学東洋文化研究叢書）                           （370.22/141//S） 

 教育史  柴田義松、斉藤利彦編  学文社  2005.4  152p  21cm  （教育学のポイン

ト・シリーズ）                                                    （370.2/52//S） 
諏訪哲郎 

 加速化するアジアの教育改革  諏訪哲郎、斉藤利彦編著  東方書店  2005.9  297,7p  
22cm  （学習院大学東洋文化研究叢書）                           （370.22/141//S） 

長沼豊 
 特別活動概論  長沼豊、柴田直人、林幸克編著  2005.4  v,103p  26cm  （372/805//S） 

 

大学名誉教授 

飯島孝夫 
 逆空間への誘い：飯島孝夫先生御退任記念文集  飯島先生退任記念行事実行委員会  

2005.3  122p,図版 4p：挿図,肖像  26cm                                  （物化） 
岩淵達治 

 過去の責任と現在の法：ドイツの場合  ベルンハルト・シュリンク［著］：岩淵達治［ほ

か］訳  岩波書店  2005.2  xii,166p  20cm                  （322.9/28//S）（法経） 
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 ブレヒトと戦後演劇：私の 60 年  岩淵達治著  みすず書房  2005.1  405p：挿図  
20cm                                                  （770.21/62//S）（女子大） 

江沢洋 
 一般相対性理論  P.A.M.ディラック著、江沢洋訳  筑摩書房  2005.12  172p  15cm  

（ちくま学芸文庫） 
 仁科芳雄：日本の原子科学の曙  玉木英彦、江沢洋編  みすず書房  2005.10 
 相対性理論とは？  江沢洋著  日本評論社  2005.11  ix,201p  20cm      （女子大） 
 アインシュタイン：物理学・哲学・政治への影響  P.C.アイヘルブルク、R.U.ゼクスル

編；江沢洋、亀井理、林憲二訳  岩波書店  2005.7  xix,363,30p：挿図  20cm 
（420.14/60a//S）（法経） 

 力学：高校生・大学生のために  江沢洋著  日本評論社  2005.2  iv,458p  21cm 
（物化） 

大野晋 
 日本語と私.上  大野晋著  埼玉福祉会  2005.11  290p  21cm  （大活字本シリー

ズ） 
 日本語と私.下  大野晋著  埼玉福祉会  2005.11  212p  21cm  （大活字本シリー

ズ） 
北嶋美雪 

 プラトン全集.10  プラトン著、北嶋美雪［ほか］訳  岩波書店  2005.10  264p 
轡田收 

 行為としての読書：美的作用の理論  ヴォルフガング・イーザー［著］；轡田收訳   
岩波書店  2005.7  xx,415,29p  20cm  （岩波モダンクラシックス）       （女子大） 

児玉幸多 
 日本史年表・地図  児玉幸多編  吉川弘文館  2005.4  64,56,16p  19×26cm  

                                                           （210.03/89j//R） 
 島根県の歴史  松尾寿［ほか］著  山川出版社  2005.4  338,62p,図版［11］p：挿図,

地図  20cm  （県史；32/児玉幸多監修）                         （史学）（女子大） 
 元禄時代  児玉幸多著  中央公論新社  2005.11  559p  16cm  （中公文庫 日本の歴

史；16） 
斉藤孝 

 学術論文の技法  斉藤孝、西岡達裕著  日本エディタースクール出版部  2005.5  
xii,250p：挿図  19cm                                            （815.9/18c//S） 

篠沢秀夫 
 愛の妖精  ジョルジュ・サンド著、篠沢秀夫訳  中央公論新社  2005.6  255p  16cm  

（中公文庫） 
 軽井沢、日比谷、パリ  篠沢秀夫著  文藝春秋  2005.3  261p  20cm 
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 フランス文学精読ゼミ：ランボーからサルトル、カミュまで  篠沢秀夫著  白水社  
2005.12  157p  21cm 

下宮忠雄 
 ポスト・ナショナリズム時代におけるドイツの文化的アイデンティティの諸相  下宮

忠雄研究代表  ［下宮忠雄］  2005.3  98p  26cm 
＊平成 13-15 年度科学研究費補助金研究成果報告書                      （G3/221） 

裾分一弘 
 レオナルド・ダ・ヴィンチ展：直筆ノート「レスター手稿」日本初公開：Leonardo da 

Vinci the codex Leicester  裾分一弘、片桐頼継、A.ヴェッツォージ執筆  毎日新聞社  
2005  148,27p  30cm 

諏訪春雄 
 今、教育の原点を問う  諏訪春雄責任編集、西沢潤一［ほか］著  勉誠出版  2005.11  

iii,236p ：挿図  22cm  （Gyros：現代を考える）           （370.4/349//S）（法経） 
 鶴屋南北：滑稽を好みて、人を笑わすことを業とす  諏訪春雄著  ミネルヴァ書房  

2005.7  xii,225,5p,図版［2］p：挿図,肖像  20cm  （ミネルヴァ日本評伝選） 
                                                 （912.6/30//S）（法経）（女子大） 

 日本王権神話と中国南方神話  諏訪春雄著  角川書店  2005.7  237p：挿図,地図  
19cm  （角川選書；377）                                   （167/334//S）（法経） 

 彼の人に学ぶ  月刊「ABC」編集部編  冨山房インターナショナル  2005.10  279p  
20cm 
＊部分執筆（諏訪春雄） 

 日本の歴史.9（近世から近代へ）  朝日新聞社  2005.1  （朝日百科） 
＊東海道中膝栗毛と四谷怪談 責任編集（諏訪春雄） 

 治安崩壊  諏訪春雄責任編集  勉誠出版  2005.3  184p  21cm  （Gyros:現代を考え

る；12） 
 今に続く明治の光と影   諏訪春雄責任編集   勉誠出版   2005.2  192p  21cm  

（Gyros:現代を考える；11） 
 アニメ文化  諏訪春雄責任編集  勉誠出版  2005.1  214p  21cm  （Gyros:現代を考

える；10） 
田島義博 

 「人間力」の育て方：学習院長・田島義博  田島義博著  扶桑社  2005.4  218p  19cm 
                                                           （370.4/332）（法経） 

田中靖政 
 原子力とコミュニケーション  田中靖政著  学習院大学法学会  2 冊  21cm 

                                                                 （G5/14/1.2） 
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中村厚史 
 賃金・労働関係データ：個別賃金・生涯賃金と雇用処遇.2005-2006  中村厚史監修、

社会経済生産性本部生産性労働センター編  社会経済生産性本部生産性労働センター  
2005.10  71p  26cm  （別冊・活用労働統計） 

波多野里望 
 児童の権利条約：逐条解説  波多野里望著  有斐閣  2005.11  xiv,395,62p  22cm 

                                                                     （法経） 
藤竹暁 

 図説日本のマスメディア  藤竹暁編著  日本放送出版協会  2005.9  289p,xiip：19cm  
（NHK ブックス；1039）                       （301.4/385d//S）（法経）（女子大） 

前田庸 
 銀行窓口の法務対策 3300 講.中巻（貸出・管理・回収・事業再生・コンプライアンス

編）  前田庸［ほか］監修  金融財政事情研究会  2005.1  1437p  22cm 
 銀行窓口の法務対策 3300 講.下巻（担保・保証・担保権の実行編）  前田庸［ほか］

監修  金融財政事情研究会  2005.1  1244p  22cm 
 会社法入門  前田庸著  有斐閣  2005.3  xviii,919,21p  22cm 

                                                        （324.2/139j//S）（法経） 
山崎庸一郎 

 小さな王子さま  アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ著  山崎庸一郎訳  みすず

書房  2005.8  119p：挿図  22cm                          （953/433//S）（外教研） 
吉田敦彦 

 ホリスティック教育入門  日本ホリスティック教育協会編  せせらぎ出版  2005.3  
200p  21cm 
＊部分執筆（吉田敦彦） 

 神話・象徴・文化  吉田敦彦、オーギュスタン・ベルク［ほか］著、篠田知和基編  楽
浪書院  2005.8  792,192p  22cm 
＊部分執筆（吉田敦彦） 

 比較神話学の鳥瞰図  吉田敦彦監修  大和書房  2005.12  502p  20cm 
                                                          （167/341//S）（日文） 

 ボーダーラインの人々：多様化する心の病  織田尚生編、上里一郎監修  ゆまに書房  
2005.9  iv,321p：挿図  22cm  （シリーズこころとからだの処方箋；2） 
                                                              （496.8/734//S） 

 世界神話事典  大林太良［ほか］編  角川書店  2005.3  494p  19cm 
                                                               （167/208a//R） 

 


