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No. 科目コード
学部/
大学院

プログラム 科目名称 書名 著者名 ISBN 出版社 出版年
冊子
所蔵

電子ブック
所蔵

1 5570115 学部 情報 続・Ｃ言語基礎演習（’２３） 新・明解C言語 入門編 第2版 柴田 望洋 9784815609795
SBクリエ

イティブ
2021 あり なし

2 1710222 学部 生活と福祉 健康と社会（’２３） 健康格差 あなたの寿命は社会が決める
NHKスペシャル

取材班
 9784062884525 講談社 2017 あり なし

3 1710222 学部 生活と福祉 健康と社会（’２３）
公害スタディーズ 悶え、哀しみ、闘い、語

りつぐ
安藤聡彦 (著) 9784907239541

ころから

株式会社
2021 あり なし

4 1710222 学部 生活と福祉 健康と社会（’２３）
「みんなの健康学」序説: 公衆衛生を動かし

た先達からのメッセージ
神馬 征峰 (著) 9784759921465 風間書房 2016 あり なし

5 1710222 学部 生活と福祉 健康と社会（’２３）
遺伝学の知識と病いの語り: 遺伝性疾患をこ

えて生きる
前田 泰樹 9784779512919

ナカニシ

ヤ出版
2018 あり なし

6 1710222 学部 生活と福祉 健康と社会（’２３） 行動経済学の使い方 大竹 文雄 9784004317951 岩波書店 2019 あり なし

7 1539515 学部 社会と産業
ＳＤＧｓ下のアジア産業論（’

２３）
人口と食糧

東京大学農学部

(編)
9784254405392 朝倉書店 2010 あり なし

8 1539515 学部 社会と産業
ＳＤＧｓ下のアジア産業論（’

２３）

農林水産物・食品の輸出戦略とマーケティ

ング

下渡敏治(著, 編

集)
9784811906140 筑波書房 2022 あり なし

9 1539515 学部 社会と産業
ＳＤＧｓ下のアジア産業論（’

２３）
現代アジア経済論

遠藤環, 伊藤亜

聖, 大泉啓一郎,

後藤健太編集

9784641184428 有斐閣 2018 あり MeL

10 1539515 学部 社会と産業
ＳＤＧｓ下のアジア産業論（’

２３）
食品企業飛躍の鍵 グローバル化への挑戦

 新井ゆたか(著,

編集)
9784324095638

ぎょうせ

い
2012 あり なし

11 1569406 学部 自然と環境 微分方程式（’２３）
生物数学入門－差分方程式・微分方程式の

基礎からのアプローチ－

Linda J. S. Allen

（訳 竹内他）
9784320057159 共立出版 2011 あり なし

12 1569406 学部 自然と環境 微分方程式（’２３） 微分方程式入門 （復刻版） 吉沢太郎 9784254117134 朝倉書店 2005 あり MeL

13 1539540 学部 社会と産業 経営情報学入門（’２３） 経営情報学－理論と現象をつなぐ論理－
木島恭一・岸眞

理子
9784641222083 有斐閣 2023 未刊 なし

14 1539540 学部 社会と産業 経営情報学入門（’２３） 現代経営情報論
遠山暁, 村田潔,

古賀広志
9784641221789

有斐閣ア

ルマ
2021 あり MeL

15 1539540 学部 社会と産業 経営情報学入門（’２３） コア・テキスト 経営情報論
生稲史彦, 高井

文子, 野島美保
9784883843312 新世社 2021 あり なし

16 1539523 学部 社会と産業 サービスサイエンス（’２３） サービソロジーへの招待

村上輝康，新井

民夫，JST社会

技術研究開発セ

ンター（編著）

9784130421454
東京大学

出版会
2017 あり なし

17 1539523 学部 社会と産業 サービスサイエンス（’２３） サービス工学ー51の技術と実践

赤松 幹之・新井

民夫・内藤 耕・

村上 輝康・吉本

一穂(監修)

9784254270198 朝倉書店 2012 あり なし

18 1539523 学部 社会と産業 サービスサイエンス（’２３）
北欧学派のマーケティング研究: 市場を超え

たサービス関係によるアプローチ

村松 潤一 , 大藪

亮 (編集)
9784561662389 白桃書房 2021 あり なし

19 1539523 学部 社会と産業 サービスサイエンス（’２３） 価値共創のサービスイノベーション実践論
村上輝康，松井

拓己（編著）
9784820121282

生産性出

版
2021 あり なし

20 1519409 学部 生活と福祉
リスクコミュニケーションの

探究（’２３）

リスクコミュニケーション 標準マニュアル

「不都合な事実」をどう発信し、理解を得

るか

ラングレン 他

著（神里 達博

他訳）

9784571410680 福村出版 2021 あり なし

21 1559320 学部 人間と文化 古代中世の日本（’２３） 古代史講義 ─邪馬台国から平安時代まで 佐藤 信 編集 9784480071170 筑摩書房 2018 あり なし

22 1559320 学部 人間と文化 古代中世の日本（’２３） 中世史講義 ─院政期から戦国時代まで
高橋 典幸 編集 ,

五味 文彦 編集
9784480071996 筑摩書房 2019 あり なし

23 1559320 学部 人間と文化 古代中世の日本（’２３） 古代史講義【戦乱篇】 佐藤 信 編集 9784480072122 筑摩書房 2019 あり なし

24 1559320 学部 人間と文化 古代中世の日本（’２３） 中世史講義【戦乱篇】 高橋 典幸 編集 9784480073105 筑摩書房 2020 あり なし

25 1559320 学部 人間と文化 古代中世の日本（’２３） 古代史講義【宮都篇】 佐藤 信 編集 9784480073006 筑摩書房 2020 あり なし

26 1559320 学部 人間と文化 古代中世の日本（’２３） 古代史講義【氏族篇】 佐藤 信 編集 9784480074041 筑摩書房 2021 あり なし
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27 1559320 学部 人間と文化 古代中世の日本（’２３） 中世的世界の形成 石母田正 9784003343616 岩波書店 1985 あり なし

28 1559320 学部 人間と文化 古代中世の日本（’２３） 中世荘園の様相 網野善彦 9784827330519 塙書房 1966 あり なし

29 1559338 学部 人間と文化 樋口一葉の世界（’２３） コレクション日本歌人選・樋口一葉 島内 裕子 9784305709066 笠間書院 2019 あり なし

30 1559338 学部 人間と文化 樋口一葉の世界（’２３） 新潮日本文学アルバム3・樋口一葉 新潮社編 9784106206030 新潮社 1985 あり なし

31 5940010 学部
人間と文化

【2016カリ

キュラム】

時間を究める（’２３）
G・H・ミード著作集成: プラグマティズ

ム・社会・歴史
G.H. ミード他 9784861827013 作品社 2018 あり なし

32 5940010 学部
人間と文化

【2016カリ

キュラム】

時間を究める（’２３）
時間と権力――三十年戦争から第三帝国ま

で

クリスト

ファー・クラー

ク 

 9784622089681
みすず書

房
2021 あり MeL

33 1740210 学部 人間と文化 博物館概論（’２３）
新時代のミュージアム:変わる文化政策と新

たな期待
河島伸子 4623089746

ミネル

ヴァ書房
2020 あり なし

34 1740210 学部 人間と文化 博物館概論（’２３） 驚異と怪異: 想像界の生きものたち
国立民族学博物

館
4309227813

河出書房

新社
2019 あり なし

35 1740210 学部 人間と文化 博物館概論（’２３）
〈記憶の継承〉ミュージアムガイド 災禍の

歴史と民族の文化にふれる
皓星社編集部 4774407607 皓星社 2022 あり なし

36 1559311 学部 人間と文化 英米哲学の挑戦（’２３） はじめてのウィトゲンシュタイン 古田 徹也 9784140912669 NHK出版 2020 あり なし

37 1559311 学部 人間と文化 英米哲学の挑戦（’２３）
「倫理の問題」とは何か メタ倫理学から考

える
佐藤 岳詩 9784334045388 光文社 2021 あり なし

38 1559311 学部 人間と文化 英米哲学の挑戦（’２３） 生き方としての哲学 ピエール・アド 9784588011382
法政大学

出版局
2021 あり なし

39 1559311 学部 人間と文化 英米哲学の挑戦（’２３） 様式の基礎にあるもの―絵画芸術の哲学 佐藤 康邦 9784883033430 三元社 2013 あり なし

40 1559346 学部 人間と文化 博物館経営論（’２３）
被災地の博物館に聞く―東日本大震災と歴

史・文化資料

国立歴史民俗博

物館編
9784642080767

吉川弘文

館
2012 あり なし

41 1559346 学部 人間と文化 博物館経営論（’２３） 目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内 有緒 9784797673999

集英社イ

ンターナ

ショナル

2021 あり なし

42 1559346 学部 人間と文化 博物館経営論（’２３） 共有地をつくる 平川 克美 9784909394637 ミシマ社 2022 あり なし

43 1559346 学部 人間と文化 博物館経営論（’２３） 参加型評価-改善と変革のための評価の実践 源由理子編著 9784771027800 晃洋書房 2016 あり なし

44 1710230 学部 生活と福祉 貧困の諸相（’２３） 社会政策 -- 福祉と労働の経済学 駒村康平他 978464122058-4 有斐閣 2015 あり MeL

45 1710230 学部 生活と福祉 貧困の諸相（’２３） 新・福祉の総合政策 駒村康平編著 9784794431936 創成社 2018 あり なし

46 1710230 学部 生活と福祉 貧困の諸相（’２３） 貧困 (福祉+α) 駒村康平編著 9784623081592
ミネル

ヴァ書房
2018 あり なし

47 1710230 学部 生活と福祉 貧困の諸相（’２３） 社会のしんがり 駒村康平 9784787720030 新泉社 2020 あり なし

48 1930117 学部
社会と産業

【2016カリ

キュラム】

住まいの環境論（’２３）
トラブルになる前に…マンション暮らしの

騒音問題
日本建築学会 9784765526029

技報堂出

版
2018 あり なし

49 1930117 学部
社会と産業

【2016カリ

キュラム】

住まいの環境論（’２３） 雨の建築術 日本建築学会 9784765525435
技報堂出

版
2010 あり なし

50 1930117 学部
社会と産業

【2016カリ

キュラム】

住まいの環境論（’２３） 照明設計の教科書 福多佳子 9784761532758
学芸出版

社
2021 あり なし

51 1930117 学部
社会と産業

【2016カリ

キュラム】

住まいの環境論（’２３） 住まいの中の自然 小玉祐一郎 9784621079799 丸善 2008 あり なし

52 1930117 学部
社会と産業

【2016カリ

キュラム】

住まいの環境論（’２３） 音と生活 橘秀樹，他 9784339013047 コロナ社 2016 あり なし

53 1930117 学部
社会と産業

【2016カリ

キュラム】

住まいの環境論（’２３） 季節を味わう住みこなし術 日本建築学会  9784765526371
技報堂出

版
2022 あり なし

54 1930117 学部
社会と産業

【2016カリ

キュラム】

住まいの環境論（’２３） しくみがわかる建築環境工学
上野佳奈子，鍵

直樹，他
978-4395320769 彰国社 2016 あり なし

55 1559303 学部 人間と文化 現代に生きる現象学（’２３）
看護実践の語り：言葉にならない営みを言

葉にする
西村ユミ 9784788514683 新曜社 2016 あり MeL

56 1559303 学部 人間と文化 現代に生きる現象学（’２３）
医療ケアを問いなおす：患者をトータルに

みることの現象学
榊原哲也 9784480071583 筑摩書房 2018 あり なし

57 1559303 学部 人間と文化 現代に生きる現象学（’２３）
世界内存在：『存在と時間』における日常

性の解釈学

ヒューバート・

L・ドレイファ

ス

4782801335 産業図書 2000 あり なし

58 1559303 学部 人間と文化 現代に生きる現象学（’２３） 現象学的看護研究：理論と分析の実際
松葉祥一/西村

ユミ編
9784260020480 医学書院 2014 あり なし
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59 1730169 学部 社会と産業
一般市民のための法学入門（’

２３）
法学概説

神野 潔, 岡田

順太, 横大道

聡

9784335358821 弘文堂 2022 あり なし

60 1730169 学部 社会と産業
一般市民のための法学入門（’

２３）
法学入門

宍戸 常寿, 石川

博康, 内海 博俊,

興津 征雄, 齋藤

哲志, 笹倉 宏紀,

松元 暢子

9784641126183 有斐閣 2021 あり MeL

61 1730169 学部 社会と産業
一般市民のための法学入門（’

２３）
法を学ぶパートナー 第4版

武藤 眞朗, 多田

英明, 宮木 康博
9784792306748 成文堂 2020 あり なし

62 1730169 学部 社会と産業
一般市民のための法学入門（’

２３）
入門法学～現代社会の羅針盤～ 第5版

竹下 賢, 角田

猛之, 沼口 智

則, 竹村 和也

9784771030121 晃洋書房 2018 あり なし

63 6960081 大学院 自然環境科学
生態学における情報リテラ

シー（’２３）

分析者のためのデータ解釈学入門 データの

本質をとらえる技術
江崎貴裕 9784802612906 ソシム 2020 あり なし

64 6960081 大学院 自然環境科学
生態学における情報リテラ

シー（’２３）

実験で使うとこだけ生物統計1 キホンのキ

改訂版
池田 郁男 9784758120760 羊土社 2017 あり MeL

65 6960081 大学院 自然環境科学
生態学における情報リテラ

シー（’２３）

実験で使うとこだけ生物統計2 キホンのホ

ン 改訂版
池田 郁男 9784758120777 羊土社 2017 あり MeL

66 6930093 大学院 社会経営科学 都市社会構造論（’２３）
都市を観る 社会地図で可視化した都市社会

の構造
浅川達人 9784861107917 春風社 2022 あり なし

67 6930093 大学院 社会経営科学 都市社会構造論（’２３） デジタル社会の地図の読み方作り方 若林 芳樹 9784480684196 筑摩書房 2022 あり なし

68 6930093 大学院 社会経営科学 都市社会構造論（’２３） ジェントリフィケーション 藤塚吉浩 9784772242011 古今書院 2017 あり なし

69 6930093 大学院 社会経営科学 都市社会構造論（’２３）
RESASの教科書――リーサス・ガイドブッ

ク

日経ビッグデー

タ編集部
9784822236601 日経BP社 2016 あり なし

70 6930093 大学院 社会経営科学 都市社会構造論（’２３）
資本主義のレギュラシオン理論 政治経済学

の革新 増補新版
アグリエッタ 4756320236 大村書店 2000 なし なし

71 6930093 大学院 社会経営科学 都市社会構造論（’２３） 都市の資本論 都市空間形成の歴史と理論 ハーヴェイ 4250910407 青木書店 1991 あり なし

72 6930093 大学院 社会経営科学 都市社会構造論（’２３）
戦後改革と地域住民組織 占領下の都市町内

会
吉原直樹 4623019357

ミネル

ヴァ書房
1989 あり なし

73 6930093 大学院 社会経営科学 都市社会構造論（’２３） 阪神都市圏の研究 川野 英二編 9784779516504
ナカニシ

ヤ出版
2022 あり なし

74 6930093 大学院 社会経営科学 都市社会構造論（’２３）

フリーＧＩＳソフトＭＡＮＤＡＲＡ１０入

門 かんたん！オリジナル地図を作ろう 増補

版

谷 謙二 9784772281232 古今書院 2022 あり なし

75 8950741 大学院 臨床心理学
臨床心理学研究法特論（’２

３）
混合研究法入門 抱井尚子 9784260024709 医学書院 2015 あり なし

76 8950741 大学院 臨床心理学
臨床心理学研究法特論（’２

３）

質的研究法マッピング : 特徴をつかみ、活

用するために

サトウタツヤ,

春日秀朗, 神崎

真実編

9784788516472 新曜社 2019 あり なし

77 8950741 大学院 臨床心理学
臨床心理学研究法特論（’２

３）

心理学論文の書き方 三訂版 卒業論文や修士

論文を書くために
松井豊 9784309254494

河出書房

新社
2022 あり なし

78 8950741 大学院 臨床心理学
臨床心理学研究法特論（’２

３）

複線径路等至性アプローチの基礎を学ぶ

(ワードマップ . TEA ; 理論編)

安田裕子 [ほか]

編
  9784788514294 新曜社 2015 あり なし

79 8950741 大学院 臨床心理学
臨床心理学研究法特論（’２

３）

複線径路等至性アプローチを活用する(ワー

ドマップ . TEA ; 実践編)

安田裕子 [ほか]

編
9784788514300 新曜社 2015 あり なし

80 8950741 大学院 臨床心理学
臨床心理学研究法特論（’２

３）

The Research act: a theoretical

introduction to sociological methods 1st

ed.

Denzin, N.K. 9781138538191
Routledg

e
2017 あり MeL

81 8950733 大学院 臨床心理学 臨床心理学特論（’２３） 心理臨床大事典

氏原寛・成田善

弘・東山紘久・

亀口憲治・山中

康裕

9784563056803 培風館 2004 あり なし

82 8950733 大学院 臨床心理学 臨床心理学特論（’２３） 臨床の知とは何か 中村雄二郎 9784004302032 岩波書店 1992 あり なし

83 8950733 大学院 臨床心理学 臨床心理学特論（’２３） APA倫理規準による心理学倫理問題事例集 ネイギー, U 9784422112978 創元社 2007 あり なし

84 8950733 大学院 臨床心理学 臨床心理学特論（’２３） 臨床心理検査バッテリーの実際
高橋依子・津川

律子
9784904536896 遠見書房 2015 あり なし

85 8950733 大学院 臨床心理学 臨床心理学特論（’２３） 心理療法序説 河合隼雄 9784006002237 岩波書店 2009 あり なし



2023年度開設・改訂科目主任講師選定図書

No. 科目コード
学部/
大学院

プログラム 科目名称 書名 著者名 ISBN 出版社 出版年
冊子
所蔵

電子ブック
所蔵

86 8950733 大学院 臨床心理学 臨床心理学特論（’２３） 新装版 臨床心理学ノート 河合隼雄 9784772407786 金剛出版 2017 あり なし

87 8950733 大学院 臨床心理学 臨床心理学特論（’２３）
Case study research in counselling and

psychotherapy
McLeod, J. 9781849208055

Sage

Publicati

on

2010 あり なし

88 8950733 大学院 臨床心理学 臨床心理学特論（’２３） 事例研究というパラダイム 斎藤清二 9784753310647
岩崎学術

出版社
2013 あり なし

89 8950733 大学院 臨床心理学 臨床心理学特論（’２３） 心理臨床家のための「事例研究」の進め方
山本力・鶴田和

美
9784762822278

北大路書

房
2002 あり なし

90 8950733 大学院 臨床心理学 臨床心理学特論（’２３） 事例研究の考え方と戦略 山本力  9784422116839 創元社 2018 あり MeL

91 8950733 大学院 臨床心理学 臨床心理学特論（’２３）
省察的実践とは何か―プロフェッショナル

の行為と思考

ドナルド・A.

ショーン
9784902455113 鳳書房 2007 あり なし

92 8971021 大学院 情報学 音楽・情報・脳（’２３） ハイパーソニック・エフェクト 大橋力 9784000244848 岩波書店 2017 あり なし

93 8971021 大学院 情報学 音楽・情報・脳（’２３） 音と文明 大橋力 9784007310317 岩波書店 2003 あり なし


