
本学教員著作目録稿－2006 
 

- 1 - 
2007 年度 4-5 月 1F 展示 
 

本学教員著作目録稿－2006 
（単行書および単行書の一部収録分） 

 
◆ 展示資料（表紙カバーの展示も含みます。 

 

 

法学部法学科 

荒木新五 
 実務借地借家法  荒木新五著  商事法務  2006.6  9,255p  21cm           （法経） 
 二一世紀判例契約法の最前線 : 野村豊弘先生還暦記念論文集  加藤雅信［ほか］編  判

例タイムズ社  2006.7  vi, 635p  22cm 
＊部分執筆（荒木新五）                                                 （法経） 

 判例・実務債権管理  荒木新五監修  商事法務  2006.3  2, 10, 341p  21cm  （法経） 
岡孝 
◆ 私法判例リマークス  椿寿夫［ほか］編  日本評論社  2006.2  26cm  （法律

時報別冊；32） 

＊部分執筆（岡孝）                             （326.8/57/32//S）（法経） 

 二一世紀判例契約法の最前線 : 野村豊弘先生還暦記念論文集  加藤雅信［ほか］編   
判例タイムズ社  2006.7  vi, 635p  22cm  
＊部分執筆（岡孝）                                                    （法経） 

沖野眞已 
 倒産法概説  山本和彦［ほか］著  弘文堂  2006.9  xvi, 565p  22cm  

＊部分執筆（沖野眞已）                                                （法経） 
 二一世紀判例契約法の最前線：野村豊弘先生還暦記念論文集  加藤雅信,沖野眞已［ほ

か］編  判例タイムズ社  2006.7  vi, 635p  22cm                         （法経） 
神前禎 
◆ 解説法の適用に関する通則法：新しい国際私法  神前禎著  弘文堂  2006.9  

viii,245p  21cm                                   （327.7/86//S）（法経） 

 国際私法 神前禎,早川吉尚,元永和彦著  有斐閣  2006.12  xi, 352p  19cm     
（有斐閣アルマ）                                                 （327.7/79a//S） 

草野芳郎 
 法曹養成と裁判実務 : 武藤春光先生喜寿記念論文集  武藤春光先生喜寿記念論文集編

集委員会編  2006.2  838p  22cm   
＊部分執筆（草野芳郎） 
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櫻井敬子 
 行政判例百選  小早川光郎［ほか］編  有斐閣  2006.5  vii,280p  26cm  （別冊ジ

ュリスト；42 巻 2 号） 
＊部分執筆（櫻井敬子）                                  （321.5/69g/1//S）（法経） 

◆ 現代行政法  櫻井敬子,橋本博之著 有斐閣  2006.2  vii,302p  

 （321.5/224a//S） 

 ケースブック行政法  芝池義一,高木光編  弘文堂  2006.3  x,466p  22cm 
（弘文堂ケースブックシリーズ)   
＊部分執筆（桜井敬子）                                                 （法経） 

◆ 条文から学ぶ行政救済法  高木光［ほか］著  有斐閣  2006.5  321p  22cm 

（321.5/234//S）（法経） 

佐藤文哉 
 刑事裁判論集 : 小林充先生佐藤文哉先生古稀祝賀  小林充先生佐藤文哉先生古稀祝賀

刑事裁判論集刊行会編  判例タイムズ社  2006.3  2 冊  22cm              （法経） 
 大コンメンタール刑法  第 10 巻  大塚仁,河上和雄,佐藤文哉,古田佑紀編  青林書院  

2006.3  561p  22cm                                      （322/316a/10）（法経） 
芝原邦爾 

 刑事関係国際条約とその国内担保立法の研究  芝原邦爾研究代表 : 芝原邦爾  2006.3  
2,［］p  30cm 
＊平成 15－16 年度科学研究費補助金研究成果報告書                     （G3/228） 

 岩波コンパクト六法  平成 19(2007)年版  芝原邦爾［ほか］編  岩波書店  2006.10  
1902p  19cm 

高木光 
 ケースブック行政法  芝池義一,高木光編  弘文堂  2006.3  x,466p  22cm  （弘文堂

ケースブックシリーズ）                                                 （法経） 
◆ 条文から学ぶ行政救済法  高木光［ほか］著  有斐閣  2006.5  321p  22cm 

（321.5/234//S）（法経） 

常岡孝好 
◆ パブリック・コメントと参加権  常岡孝好著  弘文堂  2006.11  x,357p  

22cm （行政法研究双書；22）                   （321.5/237//S）（法経） 

◆ 条文から学ぶ行政救済法  高木光［ほか］著  有斐閣  2006.5  321p  22cm 

（321.5/234//S）（法経） 

 行政判例百選  小早川光郎［ほか］編  有斐閣  2006.5  vii,280p  26cm  （別冊ジ

ュリスト；42 巻 2 号） 
＊部分執筆（常岡孝好）                                  （321.5/69g/1//S）（法経） 
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戸松秀典 
◆ 憲法判例  戸松秀典,初宿正典編著  有斐閣  2006.1  xviii,539p  22cm 

                                                     （321/173i//S）（法経） 

野村豊弘 
 医事法判例百選  宇都木伸［ほか］編  有斐閣  2006.9  vi,242p  26cm  （別冊ジュ

リスト；no.183） 
＊部分執筆（野村豊弘）                                     （499/450//S）（法経） 

 市民生活の財産法   野村豊弘著  放送大学教育振興会  2006.3  vii,213p  21cm  
（放送大学教材; 831020-1-0611）                           （323.2/143//S）（法経） 

 生命・医療・安全衛生と法  中嶋士元也,町野朔,野村豊弘著  放送大学教育振興会  
2006.9  viii,241p：挿図  21cm  （放送大学大学院教材; 8930287-1-0611.政策経営プ

ログラム；法システム；1）                                        （Hoso/2006//S） 
◆ 民事法入門  野村豊弘著  有斐閣  2006.4  xiv,227p；挿図  19cm   

（有斐閣アルマ; Basic）                              （323/178e//S）（法経） 

 担保法制をめぐる諸問題  金融法務研究会事務局  2006.10  62p  26cm  （金融法務

研究会報告書；14） 
＊部分執筆（野村豊弘） 

橋本陽子 
 実践・変化する雇用社会と法  菅野和夫,安西愈,野川忍編  有斐閣  2006.3  xiii, 342p  

22cm  
＊部分執筆（橋本陽子）                                    （366.8/147//S）（法経） 

 諸外国の労働契約法制  荒木尚志,山川隆一,労働政策研究・研修機構編  労働政策研

究・研修機構  2006.7  xvi,434p  21cm 
＊部分執筆（橋本陽子）                                                  （法経） 

 労働関係の変化と法システムのあり方  労働政策研究・研修機構研究調整部研究調整

課編 労働政策研究・研修機構  2006.4  317p：図  30cm  （労働政策研究報告書；

no.55） 
＊部分執筆（橋本陽子）                                     （366.2/33）（法経） 

 労働法における規制手法・規制対象の新展開と契約自由・労使自治・法規制  労働問

題リサーチセンター  2006.3  350p  30cm 
＊部分執筆（橋本陽子） 

長谷部由起子 
◆ 法の世界へ  池田真朗［ほか］著  有斐閣  2006.2  14,279p : 挿図  19cm  

（有斐閣アルマ; Interest） 

＊部分執筆（長谷部由起子）                      （320.4/126e//S）（法経） 
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 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, 2006.3  xiii,337p  
19cm  （有斐閣アルマ; Specialized）                      （325.3/223a//S）（法経） 

 私法判例リマークス  椿寿夫［ほか］編  日本評論社  2006.8  26cm  （法律時報別

冊；33） 
＊部分執筆（長谷部由起子）                              （326.8/57/33//S）（法経） 

前田重行 
 金融持株会社グループにおけるコーポレート・ガバナンス  金融法務研究会事務局  

2006.10  88p  26cm  （金融法務研究会報告書 ; 13）  
＊部分執筆（前田重行） 

 会社法判例百選  江頭憲治郎［ほか］編  有斐閣  2006.4  iv,212p  26cm  （別冊ジ

ュリスト；180） 
＊部分執筆（前田重行）                                   （324.2/237//S）（法経） 

横山久芳 
 著作権制度概説および音楽著作権  明治大学法科大学院知的財産と法リサーチセンタ

ー  2006.3  478p  26cm  （JASRAC 寄附講座講義録 ; 2004 年度） 
＊部分執筆（横山久芳） 

 

法学部政治学科 

磯崎典世 
 韓国の民主制定着と市民参加：2002 年地方選と大統領選を事例に  磯崎典世研究代表  

磯崎典世  2006.1  68p  30cm 
＊平成 14－16 年度科学研究費補助金基盤研究研究成果報告書             （G3/226） 

井上寿一 
◆ アジア主義を問いなおす  井上寿一著  筑摩書房  2006.8  251p  18cm   

（ちくま新書； 614）                                     （法経）（女子大） 

遠藤薫 
 社会階層の変動と比較   盛山和夫 ,原純輔監修   日本図書センター   2006.4  

xii,597p : 挿図  27cm  （現代日本社会階層調査研究資料集：1995 年 SSM 調査報告

書；6） 
＊部分執筆（遠藤薫） 

阪口功 
 地球環境ガバナンスとレジームの発展プロセス：ワシントン条約と NGO・国家 

阪口功著  国際書院  2006.2  331p：挿図  22cm  （21 世紀国際政治学術叢書；5） 
                                                                         （法経）  
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佐々木毅 
 宗教から考える公共性  稲垣久和, 金泰昌編  東京大学出版会  2006.2  xviii,464p：

挿図；22cm  （公共哲学/佐々木毅,金泰昌編；16）                       （女子大） 
 知識人から考える公共性  平石直昭, 金泰昌編  東京大学出版会  2006.3  x,360p；

22cm  （公共哲学/佐々木毅,金泰昌編；17）                             （女子大） 
 組織・経営から考える公共性   山脇直司 ,金泰昌編   東京大学出版会   2006.5  

xiii,506p：挿図  22cm  （公共哲学/佐々木毅,金泰昌編；18） 
 健康・医療から考える公共性  著者名   市野川容孝 ,金泰昌編   東京大学出版会  

2006.6 xi, 348p：挿図  22cm  （公共哲学/佐々木毅,金泰昌編；19）       （女子大） 
 世代間関係から考える公共性   鈴村興太郎,宇佐美誠 ,金泰昌編  東京大学出版会  

2006.7  xiii,458p：挿図  22cm  （公共哲学/佐々木毅,金泰昌編；20）     （女子大） 
◆ 政治学は何を考えてきたか  佐々木毅著  筑摩書房  2006.12  6,388p  

20cm （310.1/523//S） 

 知識基盤社会と大学の挑戦：国立大学法人化を超えて  佐々木毅著  東京大学出版会    
2006.11  xii,264p  20cm                        （374.2/1178//S）（法経）（女子大） 

 イギリスの中等教育改革に関する調査研究：総合制学校と多様化政策  佐々木毅,国立

教育政策研究所著  2006.3  7,121p 
 政治改革とシヴィル・ソサエティ  渋沢雅英［ほか］編  慶応義塾大学出版会  2006.6  

xii,202p：挿図  21cm  （慶應義塾大学法学部渋沢栄一記念財団寄附講座） 
＊部分執筆（佐々木毅）                                   （317.3/145//S）（法経） 

数土直紀 
 階層意識と政治意識  盛山和夫,原純輔監修  日本図書センター  2006.4  xii,821p：

挿図；27cm  （現代日本社会階層調査研究資料集：1995 年 SSM 調査報告書；2） 
＊部分執筆（数土直紀）                                                 （法経） 

◆ 制度からガヴァナンスへ：社会科学における知の交差  河野勝編  東京大学出版会  

2006.1  255p  22cm 

＊部分執筆（数土直紀）                              （300/135//S）（法経） 

砂田一郎 
 アメリカ政治  久保文明,砂田一郎［ほか］著  有斐閣, 2006.10  xv,295p：挿図  19cm

（有斐閣アルマ；Specialized ）                                          （法経） 
 現代アメリカのリベラリズム：ADA とその政策的立場の変容  砂田一郎著  有斐閣

2006.10  vii,246p  22cm                                               （法経） 
田中秀征 

 佐高信の丁々発止：佐高信対談集  佐高信著  七つ森書館  2006.6  423p  20cm   
＊部分執筆（田中秀征述）                                                （法経） 
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 判断力と決断力：リーダーの資質を問う  田中秀征著  ダイヤモンド社  2006.7  
237p  20cm 

中田喜万 
◆ 「封建」・「郡県」再考：東アジア社会体制論の深層  張翔,園田英弘共編  思文閣

出版 2006.7  ii,406p  22cm 

＊部分執筆（中田喜万）                                             （法経） 

福元健太郎 
 日本政治変動の 30 年：政治家・官僚・団体調査に見る構造変容  村松岐夫,久米郁男編

著  東洋経済新報社  2006.9  358p  22cm   
＊部分執筆（福元健太郎）                                                （法経） 

村松岐夫 
 NHKvs 日本政治  エリス・クラウス著,村松岐夫監訳,後藤潤平訳  東洋経済新報社

2006.11  xxxii,330,59p：挿図  22cm                                     （法経） 
 テキストブック地方自治  村松岐夫編  東洋経済新報社  2006.6  x,328p：挿図  

21cm                                                                  （法経）  
 日本政治変動の 30 年：政治家・官僚・団体調査に見る構造変容  村松岐夫,久米郁男編

著  東洋経済新報社  2006.9  ix, 358p  22cm                            （法経） 

 

経済学部経済学科 

岩田規久男 
 ゼミナール経済政策入門   岩田規久男 ,飯田泰之著   日本経済新聞社   2006.3  

xiii,440p：挿図  22cm                                      （331/126//S）（法経） 
 「小さな政府」を問いなおす  岩田規久男著  筑摩書房  2006.9  250p  18cm 
（ちくま新書；616）                                            （法経）（女子大） 

神戸伸輔 
◆ ミクロ経済学をつかむ  神戸伸輔,寳多康弘,濱田弘潤共著  有斐閣  2006.12  

ix,322p  22cm  （TEXTBOOKS TSUKAMU） （330.1/803//S）（法経） 

細野薫 
 「失われた 10 年を超えて」研究会報告書：失われた 10 年を超えて：新生日本経済の

課題  日本経済研究センター研究開発部  2006.3  160p  30cm 
＊部分執筆（細野薫）                                                  （法経） 

 失われた 10 年を超えて」研究会報告書：失われた 10 年を超えて：新生日本経済の課

題：要約版  日本経済研究センター研究開発部  2006.3  9p  30cm 
＊部分執筆（細野薫）                                                  （法経） 
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 「日本企業の構造変革」研究会報告書：株主圧力の高まりと日本企業の変革  日本経

済研究センター研究開発部  2006.3  163p  30cm 
＊部分執筆（細野薫）                                                  （法経） 

 「日本企業の構造変革」研究会報告書：株主圧力の高まりと日本企業の変革：要約版 
日本経済研究センター研究開発部  2006.3  18p  30cm 
＊部分執筆（細野薫）                                                   （法経） 

宮川努 
◆ 「失われた 10 年を超えて」研究会報告書：失われた 10 年を超えて：新生日本経

済の課題  日本経済研究センター研究開発部  2006.3  160p  30cm 

＊部分執筆（宮川努）                                                （法経） 

◆ 「失われた 10 年を超えて」研究会報告書：失われた 10 年を超えて：新生日本経

済の課題：要約版  日本経済研究センター研究開発部  2006.3  9p  30cm 

＊部分執筆（宮川努）                                                （法経） 

 「日本企業の構造変革」研究会報告書：株主圧力の高まりと日本企業の変革  日本経

済研究センター研究開発部  2006.3  163p  30cm 
＊部分執筆（宮川努）                                                  （法経） 

 「日本企業の構造変革」研究会報告書：株主圧力の高まりと日本企業の変革：要約版  
日本経済研究センター研究開発部  2006.3  18p  30cm 
＊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  2005 年度  日本経済研究所,統計研究会

編  2006.3  30cm 
＊部分執筆（宮川努）  

 

経済学部経営学科 

青木幸弘 
 マーケティング・コミュニケーション大辞典  宣伝会議編集  宣伝会議  2006.4  

xxxxxii,725,13p  22cm  
＊部分執筆（青木幸弘）                                        （法経）（女子大） 

淺羽茂 
◆ 「失われた 10 年を超えて」研究会報告書：失われた 10 年を超えて：新生日本経

済の課題  日本経済研究センター研究開発部  2006.3  160p  30cm 

＊部分執筆（淺羽茂）                                                （法経） 

◆ 「失われた 10 年を超えて」研究会報告書 : 失われた 10 年を超えて：新生日本

経済の課題：要約版  日本経済研究センター研究開発部  2006.3  9p  30cm 

＊部分執筆（淺羽茂）                                                （法経） 
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 「日本企業の構造変革」研究会報告書：株主圧力の高まりと日本企業の変革  日本経

済研究センター研究開発部  2006.3  163p  30cm 
＊部分執筆（淺羽茂）                                                   （法経） 

 「日本企業の構造変革」研究会報告書：株主圧力の高まりと日本企業の変革：要約版  
日本経済研究センター研究開発部  2006.3  18p  30cm 
＊部分執筆（淺羽茂）                                                   （法経） 

 戦略とイノベーション  伊丹敬之［ほか］編  有斐閣  2006.1  xii, 380p：挿図   
（日本の企業システム：リーディングス；第 2 期 第 3 巻）  
＊部分執筆（淺羽茂）                                                    （法経） 

今野浩一郎 
 活用職種別賃金統計：能力・仕事別賃金の実態 2006 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  2006.6  104p  26cm 
上田隆穂 
◆ 顧客の声を活かすフードサービス情報戦略  日本フードサービス学会情報委員会

監修；上田隆穂［ほか］編  中央経済社  2006.5  2,3,3,170p  22cm 
（673/174/S）（法経） 

 マーケティング・コミュニケーション大辞典  宣伝会議編集  宣伝会議  2006.4  
xxxxxii,725,13p  22cm  
＊部分執筆（上田隆穂）                                        （法経）（女子大） 

内野崇 
 変革のマネジメント：組織と人をめぐる理論・政策・実践  内野崇著  生産性出版  

2006.8  378p  22cm   
遠藤久夫 
◆ 医療経済学の基礎理論と論点  西村周三,田中滋,遠藤久夫編著  勁草書房  

2006.6  x,208p；22cm  （講座医療経済・政策学；第 1 巻） 

（499/442//S）（法経） 

 学習院大学対甲南大学運動競技総合定期戦 50周年記念史  学習院大学対甲南大学運動

競技総合定期戦 50 周年記念史委員会編集  学習院大学対甲南大学運動競技総合定期戦

50 周年記念事業委員会  2006.3  175p：挿図  27cm 
＊編集委員長（遠藤久夫）                  （G7/14B ア）（法経）（史料館）（女子大） 

金田直之 
 企業経営者による利益操作の研究  金田直之研究代表  金田直之  2006.4  128p  

30cm 
＊平成 15－17 年度科学研究費補助金研究成果報告書                     （G3/233） 
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白田由香利 
 Methodologies for the automation of Web-Based interactive courseware for 

mathematics  Yukari Shirota  [Yukari Shirota]  2006  1 v.：ill.  30 cm 
（510.78/Sh67m1） 

 マルチメディア教育支援システム e-Math における教育用データベースの構築  白田

由香利研究代表  白田由香利  2006.3  1 冊  30cm   
＊平成 15－17 年度科学研究費補助金研究成果報告書                      （G4/25） 

田中伸英 
◆ ユビキタス時代の情報活用  入沢寿美,田中伸英共,高林茂樹［ほか］共著  サンウ

ェイ出版  2006.3  iv,214p  26cm                   （547.9/1586//S）

（法経） 

森田道也 
 ハイパフォーマンス製造企業の研究   森田道也研究代表   森田道也   2006.6  

27,[6],[6],[6],[4],[4],[6],14,6p  30cm 
＊科学研究費補助金基盤研究研究成果報告書                            （G3/232） 

 

文学部哲学科 

小林忠 
 Hokusai  by Ann Yonemura  Washington, D.C.：Freer Gallery of Art and Arthur M. 

Sackler Gallery, Smithsonian Institution, 2006  2 v. ; 27 cm 
＊Contributions （Kobayashi Tadashi）                                   （哲学） 

 浮世絵師列伝  平凡社  2006.1  175p  29cm  （別冊太陽）   
＊監修（小林忠）                                   （721.8/228//S）（法経）（哲学） 

◆ 歌麿の美人  小林忠著  小学館  2006.2  79p  31cm  （浮世絵ギャラリー；

5）                                                （721.8/218/5//S）（哲学） 

 雅/俗：浮世絵に見る風雅と風俗：開館 10 周年記念  山口県立萩美術館・浦上記念館編

集  山口県立萩美術館・浦上記念館  2006.6  207p  30cm 
＊部分執筆（小林忠）                                             （哲学）（日文） 

 『熈代勝覧』の日本橋：活気にあふれた江戸の町：ベルリン東洋美術館蔵『熈代勝覧』

絵巻  小澤弘,小林忠著  小学館  2006.2  127p  25cm  (アート セレクション) 
                                                                    （721/583//S） 

 春画と肉筆浮世絵  小林忠,白倉敬彦編著  洋泉社  2006.4  263p  30cm 
                                                            （721.8/231//S）（哲学） 
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 수묵, 인간과 자연을 그리다 (수묵 인간 과 자연 을 그리다)  고바야시다다시지음 ; 
윤철규옮김  서울：이다미디어 2006.7 334p 23cm일본 미술을 창조한 거장들（일본 

미술 을 창조 한 거장 들）                              （721/596//S）（哲学） 
 日本・アジア美術探索  永井信一著  東信堂  2006.7  158p  21cm 
（世界美術双書/小林忠［ほか］監修；11 別巻)   

酒井潔 
◆ ドイツ観念論に於ける人間存在の把握  三宅剛一著,酒井潔,中川明博著  学習院大

学  2006.11  xxii,192p,図版 2 枚  22cm  （学習院大学研究叢書； 36） 

                                                       （G1/19）（哲学）（心理） 

佐野みどり 
◆ 描かれた源氏物語  三田村雅子,河添房江編  翰林書房  2006.10  217p  

20cm   

（源氏物語をいま読み解く；1） 

＊部分執筆（佐野みどり）                    （913.36/170 ア/1//S）（哲学） 

杉山直樹 
 ベルクソン聴診する経験論    杉山直樹著  創文社  2006.10  337,36p  22cm   

◆ ベルクソン読本  久米博,中田光雄,安孫子信編  法政大学出版局出版年  2006.4  

317,8p  21cm   

＊部分執筆（杉山直樹）                                    （135.91/28//S） 

 

文学部史学科 

高埜利彦 
◆ 国家史  宮地正人,高埜利彦［ほか］編  山川出版社  2006.8  xxvii,522,22p：

挿図 22cm  （新体系日本史；1）                   （法経）（史学）（女子大） 

鐘江宏之 
 言語と文字  上原真人,白石太一郎,吉川真司,吉村武彦編  岩波書店  2006.3  282p  

22cm  （列島の古代史：ひと・もの・こと；6）   
＊部分執筆（鐘江宏之）                                  （210.1/653/6//S）（法経） 

◆ 十和田湖が語る古代北奥の謎  義江彰夫,入間田宣夫,斉藤利男編著  校倉書房  

2006.7  260p  20cm   

＊シンポジウム・十一世紀前後の北奥情勢と変容（鐘江宏之ほか）（211/54//S） 
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鶴間和幸 
◆ 始皇帝と彩色兵馬俑展：司馬遷「史記」の世界  小田部英勝編  TBS テレビ：博

報堂  c2006  203p  29cm 

＊部分執筆（鶴間和幸）                                  （708.9/2197//S） 

 中国古代文明  鶴間和幸,黄暁芬著  山川出版社  2006.8  150p  21cm  （世界歴史

の旅)                                                  （2210.8/21/15//S）（法経） 
 食文化研究助成成果報告書.第 16 回 第 1 巻  味の素食の文化センター  2006.9  1 冊  

31cm   
＊部分執筆（鶴間和幸） 

福井憲彦 
 アソシアシオンで読み解くフランス史   福井憲彦編  山川出版社  2006.3  331, 

25p：挿図,肖像  20cm  （結社の世界史；3）       （301.9/105/3//S）（法経）（史学） 
◆ 帝国主義  アンドリュー・ポーター著,福井憲彦訳  岩波書店  2006.3  

viii,136,53p：挿図  20cm  （ヨーロッパ史入門) 

                                       （230.4/85//S）（法経）（史学）（女子大） 

 歴史学入門  福井憲彦著  岩波書店  2006.1  xi,159,3p：挿図  21cm  （岩波テキス

トブックス；α）                                  （201/150//S）（法経）（女子大） 
 イスラーム帝国のジハード  小杉泰著  講談社 2006.11  382p  20cm  （興亡の世界

史；第 6 巻  福井憲彦［ほか］編） 
 空の帝国アメリカの 20 世紀  生井英考著  講談社  2006.11  382p  20cm  （興亡の

世界史 ; 第 19 巻  福井憲彦［ほか］編） 
 

文学部日文学科 

前田直子 
 複合辞研究の現在  藤田保幸,山崎誠編  和泉書院  2006.11  iv, 343p  22cm  （研究

叢書；357 ） 
＊部分執筆（前田直子）                                                （日文） 

 日本語文法の新地平.3(複文・談話編)  益岡隆志,野田尚史,森山卓郎編  くろしお出版

2006.10  209p  21cm   
＊部分執筆（前田直子） 

鈴木健一 
◆ 江戸の詩歌と小説を知る本  鈴木健一編  笠間書院  2006.3  148p  26cm 

                                                   （911.26/42//S）（日文） 

 江戸文学編  揖斐高,鈴木健一編著  東京：放送大学教育振興会  2006.3  267p：挿図  
21cm  （放送大学教材；1550500-1-0611 日本の古典）   
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（911.26/41//S）（Hoso/2006）（女子大） 
 知ってる古文の知らない魅力  鈴木健一  講談社  2006.5  188p  18cm  （講談社現

代新書；1841）                           （910.4/101//S）（法経）（日文）（女子大） 
 

 和歌の図像学  浅田徹［ほか］編集  岩波書店  2006.2  （和歌をひらく/鈴木健一［ほ

か］編集；第 3 巻）                               （911.2/112/3 ア）（哲学）（日文） 
 和歌とウタの出会い  浅田徹［ほか］編集  岩波書店  2006.4  xii,252p  22cm  （和

歌をひらく/鈴木健一［ほか］編集；第 4 巻）               （911.2/112/4//S）（日文） 
 帝国の和歌  浅田徹［ほか］編集  岩波書店  2006.6  xi,230p  22cm  （和歌をひら

く/鈴木健一［ほか］編集；第 5 巻）                       （911.2/112/5//S）（日文） 
 日本語日本文学の新たな視座  全国大学国語国文学会編  おうふう  2006.6  580p  

22cm   
＊部分執筆（鈴木健一）                           （910.4/105//S）（日文）（女子大） 

 江戸文学編  揖斐高,鈴木健一編著  放送大学教育振興会出版年  2006.3  267p：挿図  
21cm  （放送大学教材；1550500-1-0611.；日本の古典）  

（911.26/4//S）（Hoso/2006）（女子大）  
十川信介 

 落語怪談咄集  延広真治校注  岩波書店  2006.3  486p  22cm  （新日本古典文学大

系；明治編；6/佐竹昭広,十川信介［ほか］編） 
（910.82/39A ア/6//S）（哲学）（日文）（女子大） 

 教科書啓蒙文集  斉藤利彦 ,倉田喜弘 ,谷川恵一校注   岩波書店  2006.6  6,640p  
22cm  （新日本古典文学大系；明治編；11/佐竹昭広,十川信介［ほか］編） 

（910.82/39A ア/11//S）（哲学）（日文）（女子大） 
 政治小説集. 2  大沼敏男,中丸宣明校注  岩波書店  2006.10  701p  22cm  （新日本

古典文学大系；明治編；17/十川信介［ほか］編） 
 国木田独歩宮崎湖処子集  国木田独歩,宮崎湖処子［著］  藤井淑禎,新保邦寛校注  岩

波書店  5,559p  22cm  （新日本古典文学大系；明治編；28/佐竹昭広,十川信介［ほ

か］編）                          （910.82/39A ア/28//S）（哲学）（日文）（女子大） 
中村生雄 

 死の巻  中村生雄編著  春秋社, 2006.9  vii,254p  20cm  （思想の身体） 
（121/222/4//S） 
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文学部英米文学科 

上岡伸雄 
◆ 名演説で学ぶアメリカの歴史  上岡伸雄編著  研究社  2006.9  271p  

21cm                                      （253/193//S）（法経）（英文） 

高見健一 
 言語科学の真髄を求めて：中島平三教授還暦記念論文集  鈴木右文,水野佳三,高見健一

編  ひつじ書房  2006.8  v,556p,図版 1 枚  22cm  （ひつじ研究叢書  言語編；第

50 巻）                                                 （日文）（英文）（女子大） 
 日本語機能的構文研究  高見健一,久野暲著  大修館書店  2006.9  viii,290p：挿図  

22cm                                                                  （英文） 
 言外と言内の交流分野：小泉保博士傘寿記念論文集  上田功,野田尚史編  大学書林  

2006.4  624p  22cm   
＊部分執筆（高見健一）  

田辺千景 
 アメリカ文化史入門：植民地時代から現代まで   亀井俊介編   昭和堂   2006.4  

ix,328p：挿図,肖像,地図  21cm  
＊部分執筆（田辺千景）                 （253/191//S）（法経）（英文）（女子大） 

中島平三 
◆ スタンダード英文法  中島平三著  大修館書店  2006.3  x,147p  21cm   

                                                  （835/185//S）（英文） 

中野春夫 
 魔術の帝国：ルドルフ二世とその世界.上  ロバート・J.W.エヴァンズ著  中野春夫訳  

筑摩書房  2006.1  404p  15cm  （ちくま学芸文庫） 
 魔術の帝国：ルドルフ二世とその世界. 下  ロバート・J.W.エヴァンズ著  中野春夫訳  

筑摩書房  2006.1  421p  15cm  （ちくま学芸文庫 ）  
松島正一 
◆ 詩と経験：ワーズワスから D.トマスまで  松島正一著  学習院大学  2006.11  

379p  22cm  （学習院大学研究叢書；37）      （G9/27）（哲学）（心理） 

矢作三藏 
 英語聞き取りへの近道  矢作三蔵,キャラカー・リチャード著  開文社出版  2006.2  

48p  26cm 
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文学部ドイツ文学科 

大貫敦子 
 フリードリヒ・ニーチェ（フリードリヒ ニーチェ）  リー・スピンクス著；大貫敦子,

三島憲一訳  青土社  2006.10  324p  20cm  （シリーズ現代思想ガイドブック） 
                                                            （134.91/94//S）（法経） 
岡本順治 

 事象と言語形式  筑波大学現代言語学研究会編  三修社  2006.6  316p  22cm   
＊部分執筆（岡本順治） 

 ドイツ語研究と言語類型論：共通の展望に向けて  小川暁夫,岡本順治編  日本独文学

会  2006.6  77p  21cm  （日本独文学会研究叢書 = Studienreihe der Japanischen 
Gesellschaft f〓r Germanistik；39 号） 

高田博行 
◆ ライプニッツの国語論：ドイツ語改良への提言  ゴットフリート・ヴィルヘルム・

ライプニッツ著；高田博行,渡辺学編訳  法政大学出版局  2006.3  148p  

20cm  （叢書・ウニベルシタス；843）            （840.1/9//S）（女子大） 

 ニューメディアに映じたドイツ語の最前線   渡辺学編   日本独文学会   2006.6  
70p；21cm  （日本独文学会研究叢書 = Studienreihe der Japanischen Gesellschaft f
〓r Germanistik；46 号） 
＊部分執筆（高田博行） 

保阪良子 
 ドイツを楽しもう！：ドイツ語旅行会話・簡易和独索引・ドイツ観光情報  荻野蔵平,

保阪靖人,保阪良子編  小学館  2006.3  191p  18cm   
渡辺学 

 ニューメディアに映じたドイツ語の最前線   渡辺学編   日本独文学会   2006.6  
70p；21cm  （日本独文学会研究叢書 = Studienreihe der Japanischen Gesellschaft f
〓r Germanistik；46 号） 

 

文学部フランス文学科 

中条省平 
 マダム・エドワルダ  目玉の話  バタイユ著  中条省平訳  光文社  2006.9  165p  

16cm  （光文社古典新訳文庫） 
吉田加南子 

 日本語の現在  諏訪春雄責任編集；北原保雄［ほか］著  勉誠出版  2006.3  241p  
22cm  （Gyros：現代を考える) 
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＊部分執筆（吉田加南子）                      （810.4/160//S）（日文）（女子大） 
 

文学部心理学科 

伊藤研一 
◆ 心理臨床への道しるべ  伊藤研一編著  八千代出版  2006.3  v,207p  22cm 

                                                  （149/637/ア//S）（心理） 

外山みどり 
 社会的推論の観点からみた心理学的状況の意味と分類に関する研究  外山みどり研究

代表  外山みどり  2006.6  53p  30cm    
＊平成 15－17 年度科学研究費補助金研究成果報告書                      （G1/18） 

山田歩 
 研究助成報告書. 平成 16 年度  社会安全研究財団  2006.3  178p  26cm   

＊部分執筆（山田歩） 
 

理学部物理学科 

川畑有郷 
◆ 物理数学入門  川畑有郷著  培風館  2006.3  v,246p：挿図  21cm 

                                            （420.14/237//S）（物化）（数学） 

平野琢也  
 連続変数を用いる量子暗号の高度化に関する研究  平野琢也研究代表  平野琢也 

2006.5  [71]p  30cm   
＊科学研究費補助金研究成果報告書                                     （G4/23） 

 

理学部化学科 

芳賀達也 
◆ G protein-coupled receptors : structure, function, and ligand screening  

edited by Tatsuya Haga, Shigeki Takeda  Boca Raton : CRC, Taylor & 

Francis, 2006  315 p., [4] p. of plates : ill. (some col.) ; 25 cm  （Methods 

in signal transduction）                                             (物化)  

 レセプター：基礎と臨床  井村裕夫,岡哲雄,芳賀達也,岸本英爾編  朝倉書店  2006.6  
944p  27cm 
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理学部数学科 

飯高茂 
◆ いいたかないけど数学者なのだ  飯高茂著  日本放送出版協会  2006.12  

202p  18cm  （生活人新書；208）               （410.4/125/S）（数学） 

 数理統計学  吉田朋広著  朝倉書店  2006.8  viii,283p  22cm  （講座数学の考え方 
/飯高茂［ほか］編；21）                                 （410.8/40/21//S）（数学） 

 微分積分：基礎理論と展開  松田修著,飯高茂監修  東京図書  2006.2  x,285p  21cm    
（414/610//S）（数学） 

中島匠一 
◆ 代数方程式とガロア理論  中島匠一著  共立出版  2006.7  vii,431p  22cm   

（共立叢書現代数学の潮流）                             412/385//S）（数学） 

谷島賢二 
 量子物理学の数理解析  谷島賢二研究代表  谷島賢二  2006.5  1 冊  30cm   

＊平成 14－17 年科学研究費補助金研究成果報告書                        （G4/21） 
 数理統計学  吉田朋広著  朝倉書店  2006.8  viii,283p  22cm  （講座数学の考え方

/谷島賢二［ほか］編；21  ）                           （410.8/40/21//S）（数学） 

 

外国語教育研究センター 

加藤耕義 
 はなたかおうぎ  おざわとしお,かとうこうぎ  さいわ  こみまさやすえ  くもん出版  

2006.11  1 冊(ページ付なし)  15×19cm  （子どもとよむ日本の昔ばなし；23）   
 

教職課程 

斉藤利彦 
 旧制中等学校における定期試験と進級制度に関する実証的研究  斉藤利彦研究代表  

斉藤利彦  2006.2  71p  30cm   
＊平成 14－16 年度科学研究費補助金基盤研究研究成果報告書             （G3/227） 

 教科書啓蒙文集  斉藤利彦 ,倉田喜弘 ,谷川恵一校注   岩波書店  2006.6  6,640p  
22cm  新日本古典文学大系/佐竹昭広［ほか］編；明治編；11） 

                     （910.82/39A ｱ/11//S）（哲学）（日文）（女子大） 
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計算機センター 

入澤寿美 
◆ ユビキタス時代の情報活用  入沢寿美,田中伸英共,高林茂樹［ほか］共著  サンウ

ェイ出版  2006.3  iv,214p  26cm            （547.9/1586 ア）（法経） 


