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文学部哲学科 

荒川正明 
 宴の中世 : 場・かわらけ・権力  小野正敏,五味文彦,萩原三雄編  高志書院  2008.7  

241p  21cm  （考古学と中世史研究 ; 5）   

＊部分執筆（宴のうつわ） 

 唐津焼  NHK「美の壺」制作班編 日本放送出版協会  2008.2  70p  21cm （美の壺) 

小林忠 
 江戸子ども百景 : 公文浮世絵コレクション  小林忠監修 ; 中城正尭編 河出書房新社  

2008.5  95p  30cm                               （721.8/270）（女子大） 

 古代ギリシアのブロンズ彫刻 : 総合的推論のために  羽田康一著  東信堂 2008.5  

153p  21cm（世界美術双書 ; 13  小林忠,青柳正規,清水眞澄,遠山公一,島尾新監修）   

 与謝蕪村 : 翔けめぐる創意  与謝蕪村[画]  辻惟雄,河野元昭,小林忠,早川聞多,奥平俊

六,藤田真一,狩野博幸,佐藤康宏,安永拓世監修  Miho Museum 編  Miho Museum（出

版）  2008.3  397p 30cm   

酒井潔 
 現象学とライプニッツ  レナート・クリスティン, 酒井潔編著 ; 大西光弘訳 晃洋書  2008.3 

ix, 206, 55p  22cm                                     （134.1/21） 

 ライプニッツ  酒井潔著 清水書院  2008.9 286, ixp  19cm（Century books. 人と思

想 ; 191）                                        （280.8/4/191 ア） 

 哲学者三宅剛一  酒井潔著  西山拙斎顕彰会,浅口市教育委員会編  西山拙斎顕彰会     

2008.3  38p  21cm   

左近司祥子 

 西洋哲学の 10 冊  左近司祥子編著 岩波書店 2009.1  ix, 219, 2p.  18cm (岩波ジュニ

ア新書 ; 613) 

 面白いほどよくわかるギリシャ哲学 : ソクラテス、プラトン、アリストテレス……現代に生き続

ける古典哲学入門  左近司祥子, 小島和男共著 日本文芸社 2008.3 333p  19cm  (学

校で教えない教科書) 

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 ; préface de Midori Sano ; introduction d'Estelle Leggeri-Bauer  Paris : 
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Diane de Selliers, 2008  3 v. : col. ill. ; 23 × 26 cm. + 1 booklet (55 p. : ill. ; 23 × 25 cm.)  

(La petite collection)  

 源氏物語を読む  瀧浪貞子編  吉川弘文館  2008.7  256p  20cm  （歴史と古典） 

＊部分執筆（描かれた源氏物語）   

 源氏物語と紫式部 : 研究の軌跡. 研究史篇  紫式部顕彰会編  角田文衞,片桐洋一監修 

角川学芸出版 2008.7  角川グループパブリッシング (発売) 478p  22cm   

＊ 部分執筆（秋山光和著「源氏物語絵巻の情景選択法と源氏絵の伝統」） 

 THE HISTORY OF PAINTING IN EAST ASIA  Essays on Scholarly Method ; The 

Narration of Tales,The Narration of Paintings Roch Publishing International Taipei, 

2008.4  642p : 21cm × 30cm  

＊部分執筆（pp.443-458） 

杉山直樹 

 アジアから問う実存  理想社 2008.6  207,8p  22cm  （実存思想論集 ; 23  実存思想

協会編） 

＊部分執筆（戸島貴代志著「創造と想起-可能的ベルクソニズム」） 

高橋裕子 

 西洋美術のことば案内  高橋裕子著 小学館 , 2008.3 159p  21cm 

                                       （703/75）（哲学科） 

 「子供」の図像学   エリカ・ラングミュア著  ; 高橋裕子訳 東洋書林  2008.10 414p  

22cm 原著(Yale University, c2006)の翻訳                （723/187 ア）（哲学科） 

小島和男 
 プラトンの描いたソクラテス : はたしてプラトンはソクラテスの徒であったか  小島和男著  

晃洋書房  2008.3  vi, 192, 6p  22cm                        （131.4/74） 

 

文学部史学科 

鐘江宏之 

 律令国家と万葉びと  鐘江宏之著 小学館  2008.2  366p  22cm  （日本の歴史 : 全

集 3）                              （210.08/130/3）（法経）（史学科）（史料館） 

高埜利彦 
 地域のひろがりと宗教  青柳周一, 高埜利彦, 西田かほる編 吉川弘文館  2008.5 9, 

342p  22cm （近世の宗教と社会 1）             （210.6/1041/1）(法経)（史学科） 

 国家権力と宗教  井上智勝, 高埜利彦編 吉川弘文館  2008.7  11, 310p  22cm （近

世の宗教と社会 2）                         （210.6/1041/2）(法経)（史学科） 

 民衆の「知」と宗教  澤博勝, 高埜利彦編 吉川弘文館  2008.9  11, 260p  22cm （近

世の宗教と社会 3）                        （210.6/1041/3）(法経)（史学科） 
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 身分的周縁を考える  後藤雅知 [ほか] 編  吉川弘文館  2008.3  xi, 262p  20cm  

（シリーズ 身分的周縁と近世社会 9）                  

＊部分執筆                             （210.6/952ア/9）（法経）（史学科） 

 詳説日本史研究  佐藤信 [ほか] 編 改訂版 山川出版社  2008.8 ii, 552p  22cm 

＊部分執筆                                        （210.04/266a） 

 日本史 A  （14） 高村直助, 高埜利彦 [ほか] 著 改訂版. 山川出版社, 2008.3, 272p. 

 日本史 A : 教授資料  （1） 高村直助, 高埜利彦 [著] 改訂版. 山川出版社, 2008.3, 

395p. 

武内房司 

 ヴェトナム変化する医療と儀礼 板垣明美編 ; 末成道男 [ほか] 著  春風社 2008.3  

239p  19cm    

＊部分執筆 

鶴間和幸 

 世界史 B : 高等学校 : 100 テーマで視る世界の歴史  （11） 鶴間和幸 [ほか] 著 改訂版  

清水書院  2008.2  252p  26cm 

 よくわかる世界史  鶴間和幸監修  磯谷正行,豊田耕平,長江守男,久田恒夫,水田博之執筆  

学習研究社 2008.3  447p  22cm  （マイベスト）   

福井憲彦 

 近代ヨーロッパの覇権  福井憲彦著 講談社  2008.12  390p  20cm （興亡の世界史 : 

what is human history? 13 巻）                              （209/138/13） 

 ドイツ・フランス共通歴史教科書 : 1945 年以後のヨーロッパと世界  福井憲彦, 近藤孝弘監

訳 ; 山田美明 [ほか] 訳 明石書店 , 2008.12 344p  27cm （世界の教科書シリーズ 

23）                                          （372.989/73/23）（女子大） 

 アメリカとフランスの革命 五十嵐武士, 福井憲彦著 中央公論新社  2008.4  507p  

16cm  (中公文庫 ; 世界の歴史 ; 21)  

伊藤真実子 
 明治日本と万国博覧会  伊藤真実子著 吉川弘文館  2008.6 6, 219, 4p 22cm 

                                                   （606/43） 

 

文学部日本語日本文学科 

安部清哉 

 方言の形成  小林隆 [ほか] 著 岩波書店 , 2008.3 xix, 222p  22cm  

（シリーズ方言学  1） 

＊部分執筆                                          （818/125/1) 
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 サオ語（台湾・邵語）語彙（英語・日本語索引付）： サオ語研究資料 Ⅱ  安部清哉・長嶋善

郎・新居田純野編 ; 土田滋監修  学習院大学東洋文化研究所  2008.10. p.383 （調査研

究報告 ; 54）                                            （G92/6） 

長嶋善郎 

 「日本語学」特集テーマ別ファイル. 意味 1  宮地裕,甲斐睦朗編 普及版  明治書院  

2008.5  140p  22cm    

＊部分執筆（類義語とは何か） 

中村生雄 

 自然葬と世界の宗教（57）中村生雄, 安田睦彦, 葬送の自由をすすめる会編 凱風社  
2008.4  251p  20cm 

中山昭彦 

 中仏との比較による近代日本の視覚・活字・文学メディアの女性表象に関する多元的研究  

中山昭彦研究代表 2008.3 104p  30cm（科学研究費補助金(基盤研究(B))研究成果報

告書  平成 17 年度-平成 19 年度）                                   （G9/29） 

 ヴィジュアル・クリティシズム : 表象と映画=機械の臨界点  中山昭彦編 玉川大学出版部  

2008.11 345p  21cm                                        （身体表象） 

鷲尾龍一 
 ヴォイスの対照研究 : 東アジア諸語からの視点  生越直樹, 木村英樹, 鷲尾龍一編著 く

ろしお出版  2008.11 iii, 194p  21cm                                （外教研） 

 

文学部英語英米文化学科 

中島平三 

 叙述と修飾  岸本秀樹,菊地朗著  研究社  2008.10  230p  21cm （英語学モノグラフシ

リーズ ; 5  原口庄輔,中島平三,中村捷,河上誓作編）   

中野春夫 

 恋のメランコリー : シェイクスピア喜劇世界のシミュレーション  中野春夫著 研究社  

2008.11 v, 332p  20cm                                       （932/313） 

橋本槙矩 

 キプリング・インド傑作選  ラドヤード・キプリング著 : 橋本槙矩, 高橋和久編訳 

鳳書房  2008.3 473p  20cm                

＊部分執筆（先祖の墓）                                       （933/674）（英文科） 

Andrew Fitzsimons  

 The Sea of Disappointment : Thomas Kinsella's Pursuit of the Real  by Andrew 

Fitzsimons  Dublin : University College Dublin Press, 2008.5  288 p ; 234 mm x 156 

mm   
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矢作三蔵 
 美の芸術家  ホーソーン[原著] ; 矢作三蔵訳著 開文社出版  2008.2 112p  20cm  

（933/675）（英文科） 

 アメリカ文学案内  寺門泰彦[ほか]編著 朝日出版社 , 2008.10  833p  22cm 

                                                  （930.2/436）（英文科） 

 映画英語の聞き取り方 矢作三蔵著 改訂第 2 版 開文社出版  2008.4, iv,  90p  

 

文学部ドイツ語圏文化学科 

岡本順治 
 独検対策 準 1 級問題集  岡本順治 ; 岡本時子 編著 白水社  2008.11  209p  21cm 

高田博行 
 歴史語用論から見た談話標識の発達 : ドイツ語・英語・日本語の事例に則して  研究代表

者 高田博行 2008.6 124p  30cm （科学研究費補助金(基盤研究(C))研究成果報告書  

平成18～平成19 年度）                                           （G8/22） 

 文法システム 15  西本美彦,西本アンゲリカ,高田博行著  新改訂版  同学社  2008.2  

6,57,7p  24cm   

渡辺学 

 社会を構築することば : 特集   岡本能里子 , 佐藤彰 , 竹野谷みゆき編 ひつじ書房  

2008.3 v, 239p  21cm （メディアとことば 3）  

＊部分執筆（ドイツメディア言語学の現況 : 携帯メールテクストの日独比較を出発点に）   

                                                          （ドイツ） 

 Aspekte der Medienlinguistik von heute. Zwischenbilanz und Ausblick. In: Asiatische 

Germanistentagung 2006 Seoul. Kulturwissenschaftliche Germanistik in Asien, Bd. 3: 

Sprache und Kultur, Kultur im DaF-Unterricht, Schreiben in der Moderne, Modernität in 

der Literatur, ed. by KGG, Seoul: EURO Trading & Publishing Co., 2008, pp. 149-159.  

＊部分執筆 

 

文学部フランス語圏文化学科 

中条省平 
 肉体の悪魔  ラディゲ著 ; 中条省平訳 光文社  2008.1 230p  16cm （光文社古典新

訳文庫 [KA ラ 1-1] ）                                       （koten/A ラ/1-1） 
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 海辺への旅  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・ 

白夜書房  2008.6 55p  31cm （失われた時を求めて : フランスコミック版  第 2 巻 . 花

咲く乙女たちのかげに）                                          （外教研） 

 「パパの品格」なんていらないのだ! : 天才バカボン家族論 中条省平著 講談社  

2008.11  175p  18cm 

吉田加南子 
 フランス詩のひととき : 読んで聞く詞華集  吉田加南子著 白水社  2008.10  

169p  20cm 録音ディスク(1 枚 12cm)            （951/326 [本冊]）（PD950/69 CD） 

 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  2007.12  iii, 

161p  21cm                                                 （951/327） 

 ラヴレターを読む : 愛の領分  中村邦生, 吉田加南子編 大修館書店  2008.12 vi, 

256p  20cm                                                （902.6/2） 

 さかな  吉田加南子著 思潮社  2008.3 102p  22cm                （911.5/533） 

 

文学部心理学科 

太田信夫 
 記憶の生涯発達心理学  太田信夫, 多鹿秀継編著 北大路書房  2008.1 xiii, 367p  

22cm                                                     （141.5/232） 

 記憶の心理学  太田信夫編著 放送大学教育振興会  2008.3 245p  21cm 

（放送大学教材 1520709-1-0811）                              （Hoso/2008） 

 単純接触効果研究の最前線  宮本聡介, 太田信夫編著 北大路書房  2008.3 viii, 195p  

22cm                                                         （心理） 

 自伝的記憶の心理学 佐藤浩一,越智啓太,下島裕美編著 北大路書房 2008.9 221p  

21cm  

＊部分執筆（これからの自伝的記憶研究 自伝的記憶研究の今後に向けて） 

吉川眞理 

 心理臨床における臨床イメージ体験  藤原勝紀,皆藤章,田中康裕編  創元社  2008.3  

607p  22cm  （京大心理臨床シリーズ ; 6  ） 

＊部分執筆（イメージの心理療法的機能について） 

 必携臨床心理アセスメント 小山充道編著 金剛出版 2008.9  515p  26cm  

＊ 部分執筆                                                         （学生相) 
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文学部人文科学研究所 

下田誠 

 中国古代国家の形成と青銅兵器  下田誠著 汲古書院  2008.2 7, 226, 8p  22cm  

（汲古叢書  74） 博士論文 (学習院大学) をもとに修正を加えたもの  

（222.01/323 ア）（東文研） 

 

法務研究科（法科大学院） 

大橋洋一 
 行政法の思考様式 : 藤田宙靖博士東北大学退職記念  稲葉馨, 亘理格編 青林書院 , 

2008.3  676p  22cm            

＊部分執筆（自治体総合計画に関する一考察）                             （法経） 

 自然災害及び武力攻撃事態を対象とした包括的自治体危機管理法制の比較実証研究  大

橋洋一研究代表 2008.6 34p  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19年度）                                       （Ｇ3/244） 

 都市空間制御の法理論  大橋洋一著 有斐閣  2008.11 ix, 418p  22cm      （法経） 

戸松秀典 

 憲法訴訟  戸松秀典著 第 2 版 有斐閣  2008.3 xxviii, 494p  22cm  

能見善久 

 銀行取引をめぐる消費者保護の現代的展開  金融法務研究会事務局 2008.3  93p  

26cm  （金融法務研究会報告書 ; 15） 

＊部分執筆（非対面取引） 

長谷部由起子 

 民事紛争と手続理論の現在 : 井上治典先生追悼論文集  河野正憲, 伊藤眞, 高橋宏志

編 法律文化社  2008.2 ix, 720p  22cm  

＊部分執筆（公務文書の提出義務 : 文書の不開示を正当化する理由）         （法経） 

前田重行 

 金融機関の情報利用と守秘義務をめぐる法的問題  金融法務研究会  2008.5  

78p  26cm（金融法務研究会報告書 ; 16） 

＊部分執筆（ドイツの金融機関グループにおける個人情報の伝達・利用について） 

 機関  酒巻俊雄, 龍田節編集代表 ; 上村達男[ほか]編集 ; 酒巻俊雄[ほか]執筆  中央経

済社  2008.12  2, 11, 629p  22cm  (シリーズ 逐条解説会社法 ;  第 4 巻 1:第 295 条

～第 373 条) 

＊部分執筆（第 295 条, 第 296, 第 299 条, 第 300 条）                  （法経） 
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法務研究科（法科大学院）・法学部法学科 

紙谷雅子 

 デジタル・コンテンツ法のパラダイム   知的財産研究所編   雄松堂出版 2008.5      

303p  22cm   

＊部分執筆（コピーライト法と表現の自由） 

 

法学部法学科 

大久保直樹 

 政府規制とソフトロー  中里実編  有斐閣  2008.3  275p  22cm  （ソフトロー研究叢

書 ; 第 3 巻  中山信弘編集代表） 

＊部分執筆（標準化活動における開示ルール違反と独占禁止法） 

 草野芳郎 

 Wakai : terobosan baru penyelesaian sengketa / Yoshiro Kusano ; [pengantar, Abdul 

Rahman Saleh] Jakarta : Grafindo , 2008 215 p. : ports. ; 22 cm          （法経） 

 民事司法の法理と政策 : 小島武司先生古稀祝賀 伊藤眞 [ほか] 編  商事法務  2008.8  

2 冊  22cm   

＊部分執筆（訴訟上の和解が可能である事件の限界 : 家事抗告審での訴訟上の和解の可

能性を視野に入れて）  

西田典之 

 刑法判例百選  西田典之, 山口厚, 佐伯仁志編 第 6 版 有斐閣  2008.2-2008.3 2 冊  

26cm （別冊ジュリスト no.189-190(44 巻 1-2 号) ）           （322.8/14ｇ/1）（法経） 

 刑法理論の現代的展開  芝原邦爾 [ほか] 編 オンデマンド版 日本評論社  2008.2 デ

ジタルパブリッシングサービス 3 冊  21cm   

＊部分執筆                                                     (法経) 

 有斐閣判例六法 professional = Yuhikaku's statutes and precedents for professionals 

平成 21 年版  有斐閣, 2008.10 3926 p  21cm   

＊部分執筆                                                   （法経）（女子大） 

 ポケット六法 平成 21 年版  有斐閣, 2008.10 1978 p. 18cm          

＊部分執筆     

 六法全書 平成 20 年版菅野 有斐閣  2008.3  2 冊  21cm 

＊部分執筆                            （320.9/2/2008）（講師控室）（法経） 

野村豊弘 

 序論・民法総則  野村豊弘著 第 2 版補訂 有斐閣  2008.4 xix, 271p  22cm （民法 / 

野村豊弘著 1）                                  （323/220/1ｂ）（法経） 
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 現代社会と著作権法 : 斉藤博先生御退職記念論集  野村豊弘, 牧野利秋編集代表 弘文

堂  2008.6  xxvi, 442p  22cm                          (021/183)（法経） 

 遺言自由の原則と遺言の解釈  野村豊弘, 床谷文雄編著 商事法務  2008.6 ix, 162p  

22cm                                                 （法経） 

松本真輔 

 株主総会ハンドブック 商事法務編  商事法務 2008.12  22, 829p  22cm 

＊部分執筆  

 税理士のための法律学講座  日本税務研究センター編  大蔵財務協会  2008.3  16, 

288p  22cm       

山下純司 

 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 viii, 289p  

22cm                                          （323/255）（法経） 

 銀行取引をめぐる消費者保護の現代的展開 金融法務研究会事務局 2008.3  93p  

26cm  （金融法務研究会報告書 ; 15 ）  

＊部分執筆（非対面取引）  

横山久芳 

 現代社会と著作権法 : 斉藤博先生御退職記念論集 野村豊弘, 牧野利秋編集代表  弘文

堂  2008.6  xxvi, 442p  22cm   

＊部分執筆（翻案権侵害の判断構造） 

 コンテンツ・ビジネスの推進と著作権制度  著作権情報センター 2008.3  277p  30cm  

（CRIC 著作権研修講座講演録 ; 2007） 

＊部分執筆（デジタル・コンテンツの利活用と著作権制度） 

 

法学部政治学科 

井上寿一 

 昭和史の逆説  井上寿一著 新潮社  2008.7 207p  18cm（新潮新書 271）  

   (210.8/692）（法経） 

遠藤薫 

 ネットメディアと「コミュニティ」形成  遠藤薫編著 東京電機大学出版局  2008.3  

v, 290p  22cm                                    （002/426）（法経） 

 現代社会とメディア・家族・世代  NHK 放送文化研究所編 ; 児島和人 [ほか著] 新曜社  

2008.3 ii, 339p  22cm                  

  ＊部分執筆                               （301.4／1039)（法経）（女子大） 
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 東アジアの電子ネットワーク戦略   関根政美編   慶応義塾大学出版会   2008.3     

238p  22cm  （慶應義塾大学東アジア研究所叢書） 

＊部分執筆（情報グローバリゼーション時代における東アジア文化） 

佐々木毅 

 政治・経済 佐々木毅 [ほか] 著  東京書籍  2008.2  239p  21cm 

 平成 19 年 3 月 22 日文部科学省検定済教科書 高等学校公民科用   

髙島肇久 

 ゲームオーバー宣言 : アメリカ式グローバリズムの終焉とウェブ社会の未来  田中秀範 

[ほか] 著 ランダムハウス講談社  2008.7 265p  20cm  

＊部分執筆                                           （002/447） 

野中尚人 

 自民党政治の終わり   野中尚人著 筑摩書房 , 2008.9 253p  18cm （ちくま新書  

741）                                            （法経）（女子大） 

平野浩 

 リーダーシップの比較政治学  日本比較政治学会編 早稲田大学出版部  2008.9  196p  

21cm  （日本比較政治学会年報 ; 第 10 号）     

＊部分執筆（投票行動から見た「執政部-有権者関係」の変容） 

福元健太郎 

 司法府・行政府・立法府の戦略的相互作用  福元健太郎研究代表 2008.6 1 冊  30cm  

（科学研究費補助金(基盤研究 C)研究成果報告書 平成 18 年度-平成 19 年度）   （G3/245） 

村松岐夫 

 公務改革の突破口 : 政策評価と人事行政  村松岐夫編著 東洋経済新報社  2008.3  

ix, 291p  20cm                                           （法経） 

 公務員制度改革 : 米・英・独・仏の動向を踏まえて 村松岐夫編著  学陽書房  2008.6   

300p  21cm   

元田結花 

 グローバル・ガバナンスの最前線 : 現在と過去のあいだ  遠藤乾編 東信堂 

    2008.3  254p  19cm （未来を拓く人文・社会科学シリーズ ; 7） 

    ＊部分執筆（国境を越える感染症対策） 

 

経済学部経済学科 

岩田規久男 

 テキストブック金融入門  岩田規久男著 東洋経済新報社 , 2008.7 viii, 250p  21cm  

                                              (336/304）（法経） 
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 景気ってなんだろう 岩田規久男著  筑摩書房  2008.10  175p  18cm  (ちくまプリマー

新書 ; 094)    

 統計学  刈屋武昭,勝浦正樹著  第 2 版  東洋経済新報社 2008.8 443p  22cm    

（プログレッシブ経済学シリーズ  猪木武徳,岩田規久男,堀内昭義編） 

桑原鉄也 

 電力ビジネスの新潮流  桑原鉄也著 エネルギーフォーラム 2008.7 237p  19cm   

鈴木亘 

 生活保護の経済分析  阿部彩, 国枝繁樹 [ほか]著 東京大学出版会  2008.3 vii, 272p  

22cm                                                        （法経） 

 統計改革への提言  : 「専門知と経験知の共有化」を目指して   総合研究開発機構     

2008.10  165p  30cm  （NIRA 研究報告書） 

＊部分執筆(社会保障関係の統計における課題) 

 人口減少社会の社会保障制度改革の研究  貝塚啓明, 財務省財務総合政策研究所編著 

中央経済社  2008.12  12, 4, 364p  22cm 

＊部分執筆（医療保険制度への積立方式導入と、不確実性を考慮した評価） 

細野薫 

 いまこそ学ぼうマクロ経済学  細野薫著 日本評論社  2008.11 xiv, 286p 21cm 

                                                               （法経） 

 検証中小企業金融 : 「根拠なき通説」の実証分析  渡辺努,植杉威一郎編著  日本経済新

聞出版社 2008.9  236p  22cm  

＊部分執筆（中小企業向け融資は適切に金利設定されているか） 

 日本経済グローバル競争力の再生 : ヒト・モノ・カネの歪みの実証分析  香西泰, 宮川努, 

日本経済研究センター編 日本経済新聞出版社  2008.5  323p  22cm 

＊部分執筆（pp.225-243: 市場との対話とコミットメント：市場型金融システムにおける企業

経営と金融システム,  pp.285-314: コーポレート・ガバナンス、企業収益及び株式収益率）  

                                                     （法経） 

宮川努 

 生産性と日本の経済成長 : JIP データベースによる産業・企業レベルの実証分析  深尾京

司, 宮川努編 東京大学出版会  2008.3 xvi, 347p  22cm              （法経） 

 日本経済グローバル競争力の再生 : ヒト・モノ・カネの歪みの実証分析  香西泰, 宮川努, 

日本経済研究センター編 日本経済新聞出版社  2008.5 323p  22cm       （法経） 

 財政・金融研究委員会「金融班」報告論文集. 2007 年度  日本経済研究所,統計研究会[編]  

統計研究会 2008.3 1 冊  30cm         

＊部分執筆（Productivity in Japan,the US,and the major EU economies） 
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 統計改革への提言  : 「専門知と経験知の共有化」を目指して   総合研究開発機構     

2008.10  165p ; 30cm  （NIRA 研究報告書） 

＊部分執筆（各論 経済統計をどのように再構築するか） 

 統計改革に向けて : 統計ユーザーの視点から  宮川努[述]  伊藤元重聞き手  総合研究

開発機構 2008.11  10p  30cm  （NIRA 対談シリーズ ; no.37） 

脇坂明 

 子育てをめぐる社会政策 : その機能と逆機能  社会政策学会本部事務局  2008.3   

    法律文化社 (発売)  340p ; 21cm （社会政策学会誌 ; 第 19 号  社会政策学会編） 

    ＊部分執筆（ファミフレ施策がわが国の職場に与える影響）   

 静岡県内のワーク・ライフ・バランスの実態と支援に関する調査研究・中間報告書 静岡県労

働者福祉基金協会静岡ワークライフ研究所編  静岡県労働者福祉基金協会静岡ワークライ

フ研究所  2008.3  78p  26cm    

＊部分執筆（経営戦略としてのワーク・ライフ・バランス） 

 経営戦略としてのワーク・ライフ・バランス : ワーク・ライフ・バランス塾と参加企業の実践か

ら学ぶ! : 成果測定のための評価指標(WLB-JUKU INDEX)付き  学習院大学経済経営研

究所編 第一法規  2008.4  viii, 267p  26cm 

＊部分執筆（経営戦略としてのワーク・ライフ・バランス）              （335.81/97） 

 人を活かす企業が伸びる : 人事戦略としてのワーク・ライフ・バランス  佐藤博樹, 武石恵

美子編 勁草書房  2008.11  xi, 186p  22cm   

＊部分執筆（均等度とファミフレ度との関係からみた企業業績） 

 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  x, 325p  21cm 

＊部分執筆（英国におけるワーク・ライフ・バランス）                 （368.5/291） 

 

経済学部経営学科 

青木幸弘 

 ライフコース・マーケティング : 結婚、出産、仕事の選択をたどって女性消費の深層を読み

解く  青木幸弘, 女性のライフコース研究会編 日本経済新聞出版社  2008.7 289p  

22cm                                                 （法経） 

 売れる仕組み 中央経済社 , 2008.12 4, 7, 243p  21cm （マーケティングを学ぶ  上田

隆穂, 青木幸弘編  上）                                     （法経） 

淺羽茂 

 企業の経済学  淺羽茂著 日本経済新聞出版社  2008.3 183p 18cm （日経文庫  

1171）                                      （330.8/21/1171）（法経） 
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今野浩一郎 

 人事管理入門  今野浩一郎著 第 2 版 日本経済新聞出版社  2008.10 183p  18cm 

（日経文庫 1190）                                         （法経） 

 活用職種別賃金統計  : 能力・仕事別賃金の実態 . 2008 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 2008.6 104p  26cm   

上田隆穂 

 売れる仕組み 中央経済社  2008.12 4, 7, 243p  21cm （マーケティングを学ぶ  上田

隆穂, 青木幸弘編 上）                                      （法経） 

 マーケティングリサーチ入門 = Introduction to marketing research  高田博和 [ほか] 著 

PHP 研究所 , 2008.12 239p  22cm（PHP business hardcover ） 

＊部分執筆 

小山明宏 

 コーポレート・ガバナンスの日独比較  小山明宏著 白桃書房  2008.2 vii, 233p  22cm 

                                              （335/700）（法経） 

森田道也 

 ものづくり新論 JIT を超えて : ジャストインタイムの進化  天坂格郎, 黒須誠治, 森田道也

共著 森北出版  2008.6 viii, 302p  23cm                         （法経） 

 

理学部物理学科 

井田大輔 

 要点講義ベクトル解析と微分形式  井田大輔著 東洋書店  2008.9 iv, 113p  21cm 

                                               (418/109)（物化） 

川畑有郷 

 磁性. 1  久保健,田中秀数著  朝倉書店 2008.10 235p ; 22cm（朝倉物性物理シリー

ズ ; 7  川畑有郷,斯波弘行,鹿児島誠一編） 

田崎晴明 

 統計力学  田崎晴明著 培風館 , 2008.12 2 冊 ; 22cm（新物理学シリーズ  山内恭彦監

修 37-38）                                              （物化） 
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理学部化学科 

垣内正久 

 含水鉱物-水和錯体-水蒸気系における水分子の同位体分別 = Isotopic fractionation of 

water molecules in Hydrous Minerals, Hydration Complex and Water Vapor ayatem/ 垣

内正久研究代表 2008.6 43p  31cm （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 19 年度）                                   （Ｇ4/29） 

村松康行 

 ヨウ素の濃縮と循環に関する生物地球化学的研究   研究代表者  村松康行 2008.6  

188p ; 30cm（科学研究費補助金(基盤研究(B))研究成果報告書  平成 17 年度-平成 19 年

度）                                                  （Ｇ4/30） 

 

理学部数学科 

飯高茂 

 ウケる数学! / 大輪教授, 飯高茂著 メディアファクトリー , 2008.7 173p  19cm  

（ナレッジエンタ読本  11）                       (410.4/156）（数学）（史料館） 

 新編数学 II 飯高茂 [ほか] 著 東京書籍  2008.2 223p  21cm  

平成 19 年 2 月 1 日文部科学省検定済教科書 高等学校数学科用 飯高茂, 松本幸夫編 

 新数学 II 飯高茂 [ほか] 著 東京書籍  2008.2 155p  26cm  

 新編数学 C 飯高茂 [ほか] 著  東京書籍  2008.2 163p  21cm  

 数学 B 飯高茂 [ほか] 著  東京書籍  2008.2 199p  21cm   

 新編数学 B 飯高茂 [ほか] 著  東京書籍  2008.2 183p  21cm  

 数学 II 飯高茂 [ほか] 著  東京書籍  2008.2 247p  21cm  

藤原大輔 

 汎関数解析と Feynman 経路積分の数学理論 研究代表者 藤原大輔 2008 1 v. (various 

pagings)  30 cm （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

19 年度）                                              （Ｇ5/11） 

松本幸夫 

 トポロジーへの誘い : 多様体と次元をめぐって  松本幸夫著 遊星社 星雲社 (発売)  

2008.2 139p  21cm （幾何学をみる  1）                   (417/223）（数学） 

 新編数学 II 飯高茂 [ほか] 著  東京書籍  2008.2 223p  21cm   

＊部分執筆  

 新数学 II 飯高茂 [ほか] 著  東京書籍, 2008.2 155p  26cm  

＊部分執筆 
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 新編数学 C 飯高茂 [ほか] 著  東京書籍, 2008.2  163p  21cm   

＊部分執筆 

 数学 B 飯高茂 [ほか] 著  東京書籍, 2008.2 199p  21cm   

＊部分執筆 

 新編数学 B 飯高茂 [ほか] 著  東京書籍, 2008.2  183p  21cm   

＊部分執筆 

 数学 II 飯高茂 [ほか] 著  東京書籍, 2008.2 247p  21cm 

＊部分執筆 

 

計算機センター 

浦上大輔 

 ドゥルーズ/ガタリの現在  小泉義之,鈴木泉,檜垣立哉編  平凡社 2008.1  722p  22cm   

＊部分執筆（ただ流れる時間へ） 

城所弘泰 

 情報文化スキル : Windows Vista Office 2007 対応  城所弘泰[ほか]著 昭晃堂 , 

2008.4 vi, 190p  26cm                                     （法経） 

 

外国語教育研究センター 

大澤顯浩 

 東アジアにおける陽明学 : 特別展覧会 : 王陽明「龍場大悟」五〇〇年・中江藤樹生誕四〇

〇年記念特別展示 : 学習院大学東洋文化研究所+國立臺灣大學人文社會高等研究院 : 

展示図録. 第 2 部  大澤顯浩監修  学習院大学東洋文化研究所 2008.9  80p  30cm 

                                          （G1/21）（法経）（東文研） 

早坂信 

 ミステリーボックス : TOEIC テスト基礎リスニング = Mystery box : listening for the new 

TOEIC test  Shari J. Berman [ほか] 著  成美堂, 2008.1  vii, 48p  26cm   

    CD(別売): CD2 枚  

＊部分執筆 

馬渕昌也 

 中日陽明學者墨跡 : 紀念王陽明龍場之悟五百年曁中江藤樹誕生四百年  楊儒賓, 馬淵

昌也主編 國立臺灣大學  2008.9 119p  31cm               （法経）（東文研） 
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史料館 

野尻泰弘 
 藩地域の政策主体と藩政  渡辺尚志,小関悠一郎編  岩田書院 2008.7  344p  22cm   

（信濃国松代藩地域の研究 ; 2 ）   

＊部分執筆（近世後期、土堤普請争論にみる藩・藩関係と法意識） 

羽賀さやか 

 復興する八犬伝  諏訪春雄,高田衛編著  勉誠出版 2008.2  428p  22cm   

＊部分執筆（星の八犬伝） 

 

教職課程 

斉藤利彦 

 沸騰する中国の教育改革  諏訪哲郎, 王智新, 斉藤利彦編著 東方書店 , 2008.12  

xx, 301p  22cm （学習院大学東洋文化研究叢書）                （法経）（教職） 

諏訪哲郎 

 沸騰する中国の教育改革  諏訪哲郎, 王智新, 斉藤利彦編著 東方書店 2008.12  

xx, 301p  22cm （学習院大学東洋文化研究叢書）                （法経）（教職） 

 文明の危機 : 民族移動の世紀  安田喜憲,林俊雄編 朝倉書店  2008.8  286p  21cm

（講座「文明と環境」. 第 5 巻  梅原猛,伊東俊太郎,安田喜憲総編集）     

＊部分執筆（言語からみた東アジアの民族移動） 

長沼豊 

 新しいボランティア学習の創造  長沼豊著 ミネルヴァ書房  2008.12 x, 417p  22cm 

                                             （368.1/214）（教職） 

 中学校学習指導要領解説. 特別活動編  文部科学省 [編]  ぎょうせい , 2008.9  1 冊   

30cm   

＊部分執筆                                              (教職) 

 特別活動  渡部邦雄編著 ぎょうせい , 2008.10  ix, 232p ; 21cm （中学校教育課程講

座） 

＊部分執筆  

 特別活動編  天笠茂編著  明治図書出版 , 2008.12  158p  21cm （中学校新学習指導

要領の展開） 

＊部分執筆    

 


