
学生用購入希望図書配架リスト（１２月）

出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

1 中央アート出版社
究極のエニアグラム性格学 : 人の性格って、
おもしろい!

竜頭万里子著 141.93||Ry 209004533

2 有斐閣
物権総則 新版, 補訂版 (注釈民法:6. 物権:1
§§175-179)

舟橋諄一, 徳本
鎭編集

324||Ch||6 209004531

3 有斐閣
民法の争点 (ジュリスト増刊. 新・法律学の争
点シリーズ:1)

内田貴, 大村敦
志編

324||Mi 209004352

4 ミネルヴァ書房
公的扶助の基礎理論 : 現代の貧困と生活保
護制度 (新・Minerva福祉ライブラリー:4)

池田和彦, 砂脇
恵著

360||Sh||4 209004266

5 Gower
New identities in Europe : immigrant
ancestry and the ethnic identity of youth

edited by
Karmela Liebkind

361.4||Ne 209004759

6 三五館
働けません。 : 「働けません。」6つの“奥の
手"

湯浅誠 [ほか] 著 364||Ha 209004262

7 信山社出版
国際労働力移動研究序説 : ガストアルバイ
ター時代の動態

佐藤忍著 366.2||Sa 209004269

8 毎日新聞社 貧困の現場 東海林智著 368.2||To 209004267

9 明石書店
格差・貧困と生活保護 : 「最後のセーフティ
ネット」の再生に向けて

杉村宏編著 369.2||Ka 209004263

10 高菅出版
これが生活保護だ : 福祉最前線からの検証
改訂新版

尾藤廣喜, 松崎
喜良, 吉永純編
著

369.2||Ko 209004261

11 ミネルヴァ書房
生活保護と日本型ワーキングプア : 貧困の
固定化と世代間継承

道中隆著 369.2||Mi 209004264

12 東京大学出版会 生活保護の経済分析 阿部彩 [ほか] 著 369.2||Se 209004265

13 弘文堂
低所得者に対する支援と生活保護制度 : 公
的扶助 (社会福祉士シリーズ:16)

福祉臨床シリー
ズ編集委員会編
/伊藤秀一責任
編集

369||Sh||16 209004268

14 Brooks/Cole/東京
Study guide and student solutions manual
for McMurry's organic chemistry 第7版

Susan McMurry
[著]

437.07||Mc 209004351

15 シーエムシー iPS細胞の産業的応用技術 (CMC books) 山中伸弥監修 491.11||Ip 209004507
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16 Context Press/N
Acceptance & mindfulness treatments for
children & adolescents : a practitioner's
guide

edited by Laurie
A. Greco &
Steven C. Hayes

498||Ac 209004422

17 医学書院
ヘルスプロモーションの評価 : 成果につなが
る5つのステップ

Penelope Hawe,
Deirdre Degeling,
Jane Hall著/鳩野
洋子, 曽根智史

498||Ha 209004530

18 日科技連出版社
マハラノビス・タグチ(MT)システムのはなし
(Best selected business books)

長谷川良子著 509.66||Ha 209004532

19 電子情報通信学会マイクロ波誘電体フィルタ

小林禧夫, 鈴木
康夫, 古神義則
共著/電子情報
通信学会編

541.65||Ko 209004506

20 Artech House
Microwave filters, impedance-matching
networks, and coupling structures

George L.
Matthaei, Leo
Young, E.M.T.
Jones

547.1||Ma 209004722

21 Oxford University
Modern digital and analog communication
systems 4th. ed (The Oxford series in
electrical and computer engineering)

[by] B.P. Lathi,
Zhi Ding

547||La 209004758

22 CRC Press Introduction to spintronics
Supriyo
Bandyopadhyay,
Marc Cahay

549||Ba 209004270

23 秀和システム Excelで化学工学の解法がわかる本
吉村忠与志, 加
藤敏, 野村栄市
著

571||Yo 209004508

24 東レリサーチセン ガスバリア性付与技術 (TRC R&D library)
東レリサーチセン
ター調査研究部
門製作

578.47||Ga 209004529

25 中央公論新社 SOSの猿 伊坂幸太郎著 913.6||Is 209004353

26 角川書店 巷説百物語 続 京極夏彦著 913.6||Ky||2 209004505
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