
◎ シラバスで紹介された教科書・参考書の電子書籍所蔵状況 2020/7/30現在

書誌事項 巻号 ISBN
冊子体

所蔵有無

EBOOK

所蔵有購入手続中

空間解析入門 : 都市を測る・都市がわかる

貞広幸雄, 山田育穂, 石井儀光編集. -- 朝倉書店, 2018.8.
9784254163568 有 購入手続中

社会という謎の系譜

奥村隆著. -- 有斐閣, 2014.12. -- (有斐閣アルマ ; Basic . 社会学の歴史 ; 1).
9784641220393 有 購入手続中

社会学入門 : 社会とのかかわり方

筒井淳也, 前田泰樹著. -- 有斐閣, 2017.10. -- (有斐閣ストゥディア).
9784641150461 有 購入手続中

統合的理解のために / 南風原朝和著. -- 有斐閣, 2002.6. -- (有斐閣アルマ ;

Specialized . 心理統計学の基礎 ; [正]).
 [正] 9784641121607 有 所蔵有

統合的理解を広げ深める / 南風原朝和著. -- 有斐閣, 2014.12. -- (有斐閣アルマ ;

Advanced . 心理統計学の基礎 ; 続).
続 9784641220416 有 所蔵有

はじめての憲法学

中村睦男編著 ; 岩本一郎 [ほか] 執筆. -- 第3版. -- 三省堂, 2015.4.
9784385321851 有 購入手続中

新・エッセンス憲法

安藤高行編. -- 法律文化社, 2017.4.
9784589038265 有 所蔵有

社会保障法入門

西村健一郎著. -- 第3版. -- 有斐閣, 2017.3.
9784641144958 有 購入手続中

社会保障法

加藤智章 [ほか] 著. -- 第7版. -- 有斐閣, 2019.3.
9784641221307 無 購入手続中

基礎から学ぶ刑事法

井田良著. -- 第6版. -- 有斐閣, 2017.4
9784641220997 有 購入手続中

政治学

田村哲樹, 近藤康史, 堀江孝司著. -- 勁草書房, 2020.1
9784326302833 無 購入手続中

ここから始める政治理論

田村哲樹 [ほか] 著. -- 有斐閣, 2017.4.
9784641150423 有 購入手続中

マンキュー入門経済学 / N・グレゴリー・マンキュー著 ; 足立英之 [ほか] 訳. --

第2版. -- 東洋経済新報社, 2014.3.
9784492314432 有 所蔵有

マンキュー経済学 / N・グレゴリー・マンキュー著 ; 足立英之 [ほか] 訳 ; 1: ミ

クロ編. -- 第4版. -- 東洋経済新報社, 2019.10.
1 9784492315194 有 購入手続中

マンキュー経済学 / N・グレゴリー・マンキュー著 ; 足立英之 [ほか] 訳 ; 2: マ

クロ編. -- 第4版. -- 東洋経済新報社, 2019.10.
2 9784492315200 有 購入手続中

ベーシック経済学 : 次につながる基礎固め

古沢泰治, 塩路悦朗著. -- 新版. -- 有斐閣, 2018.12
9784641221239 有 購入手続中

マクロ経済学

齊藤誠 [ほか] 著. -- 新版. -- 有斐閣, 2016.4.
9784641053847 有 所蔵有

現代ヨーロッパ経済

田中素香 [ほか] 著. -- 第4版. -- 有斐閣, 2014.11.
9784641220270 有 購入手続中

国際法

玉田大, 水島朋則, 山田卓平著. -- 有斐閣, 2017.9.
9784641150454 無 購入手続中

国際政治学をつかむ

村田晃嗣 [ほか] 著. -- 新版. -- 有斐閣, 2015.9.
9784641177222 有 購入手続中

国際開発学入門 : 開発学の学際的構築 = Introduction to international

development studies : an interdisciplinary approach to development studies

/ 大坪滋, 木村宏恒, 伊東早苗編 -- 勁草書房, 2009.12

9784326503278 有 購入手続中

解析入門

杉浦光夫著 ; 1,  -- 東京大学出版会, 1980.3-1985.4. -- (基礎数学 ; 2-3).
1 9784130620055 有 所蔵有

解析入門

杉浦光夫著 ; 2. -- 東京大学出版会, 1980.3-1985.4. -- (基礎数学 ; 2-3).
2 9784130620062 有 所蔵有

微分積分

吉田伸生著 ; 新井仁之 [ほか] 編. -- 共立出版, 2017.9.
9784320111745 有 所蔵有

1変数

小林昭七著. -- 裳華房, 2000.4. -- (微分積分読本 / 小林昭七著 ; [正]).
1 9784785315214 有 購入手続中

線型代数入門

齋藤正彦著. -- 東京大学出版会, 1966.3. -- (基礎数学 ; 1).
9784130620017 有 所蔵有

線型代数演習

齋藤正彦著. -- 東京大学出版会, 1985.3. -- (基礎数学 ; 4).
9784130620253 無 所蔵有

複素関数論の基礎

山本直樹著. -- 裳華房, 2015.11
9784785315658 有 所蔵有
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冊子体

所蔵有無

EBOOK

所蔵有購入手続中

複素関数入門

神保道夫著. -- 岩波書店, 2003.12. -- (現代数学への入門).
9784000068741 有 所蔵有

複素数30講

志賀浩二著. -- 朝倉書店, 1989.4. -- (数学30講シリーズ ; 6).
9784254114812 有 所蔵有

物理学序論としての力学

藤原邦男著. -- 東京大学出版会, 1984.9. -- (基礎物理学 ; 1).
9784130620710 有 購入手続中

電磁気学

横山順一著. -- 講談社, 2009.9. -- (講談社基礎物理学シリーズ / 二宮正夫 [ほか]

編 ; 4).

9784061572041 有 購入手続中

なっとくする電磁気学

後藤尚久著. -- 講談社, 1993.11
9784061545014 有 購入手続中

電場と磁場

長岡洋介著 ; : 新装版. -- 岩波書店, 2017.12. -- (物理入門コース / 戸田盛和, 中嶋

貞雄編 . 電磁気学 ; 1)

1 9784000298636 有 所蔵有

変動する電磁場

長岡洋介著 ; : 新装版. -- 岩波書店, 2017.12. -- (物理入門コース / 戸田盛和, 中嶋

貞雄編 . 電磁気学 ; 2)

2 9784000298643 有 所蔵有

単位が取れる電磁気学ノート

橋元淳一郎著. -- 講談社, 2003.4. -- (単位が取れるシリーズ).
9784061544536 有 購入手続中

マクスウェル方程式から始める電磁気学

小宮山進, 竹川敦共著. -- 裳華房, 2015.11.
9784785322496 有 所蔵有

高校数学でわかるシュレディンガー方程式 : 量子力学を学びたい人、ほんとうに

理解したい人へ / 竹内淳著. -- 講談社, 2005.3.
9784062574709 有 購入手続中

Essential organic chemistry /

Paula Yurkanis Bruice ; : [pbk.]. -- 3rd ed., global ed. -- Pearson, c2016.
9781292089034 無 購入手続中

Organic chemistry

Paula Yurkanis Bruice ; : pbk. -- Pearson, c2017.
9781292160344 無 購入手続中

Chemistry of the elements / N.N. Greenwood and A. Earnshaw ; : pbk. -- 2nd

ed., reprinted with corrections. -- Butterworth-Heinemann, 1998, c1997. 9780750633659 有 購入手続中

困ったときの有機化学

D. R. クライン著 ; 竹内敬人, 山口和夫訳 ; 上. -- 化学同人, 2018.11-2019.3.
上 9784759819458 有 購入手続中

困ったときの有機化学

D. R. クライン著 ; 竹内敬人, 山口和夫訳 ;下. -- 化学同人, 2018.11-2019.3.
下 9784759819465 有 購入手続中

化学反応はなぜおこるか : 授業ではわからなかった化学の基礎

上野景平著. -- 講談社, 1993.5.
9784061329690 有 購入手続中

高校数学でわかるボルツマンの原理 : 熱力学と統計力学を理解しよう

竹内淳著. -- 講談社, 2008.11.
9784062576208 有 購入手続中

物理化学

真船文隆, 渡辺正著. -- 化学同人, 2016.7. -- (化学はじめの一歩シリーズ ; 2).
9784759816327 有 所蔵有

分子生物学実験の基礎

中山広樹, 西方敬人著. -- 秀潤社, 1995.10. -- (細胞工学 ; 別冊 . 目で見る実験

ノートシリーズ . バイオ実験イラストレイテッド ; 1).

9784879621481 有 購入手続中

The Oxford handbook of philosophy of death / edited by Ben Bradley, Fred

Feldman, Jens Johansson. -- Oxford University Press, c2013.
9780195388923 有 購入手続中

社会心理学 / 池田謙一 [ほか] 著. -- 補訂版. -- 有斐閣, 2019.3. -- (New liberal

arts selection).
9784641053878 有 購入手続中

認知脳科学

嶋田総太郎著. -- コロナ社, 2017.3.
9784339078121 無 購入手続中

ベーシック発達心理学

開一夫, 齋藤慈子編. -- 東京大学出版会, 2018.1.
9784130121132 有 購入手続中

古典で読む憲法

曽我部真裕, 見平典編著. -- 有斐閣, 2016.3.
9784641131859 有 所蔵有

レヴィットミクロ経済学 / スティーヴン・レヴィット, オースタン・グールズ

ビー, チャド・サイヴァーソン著 ; 高遠裕子訳 ; 基礎編, 発展編. -- 東洋経済新報

社, 2017.5-2018.2.

9784492315002 有 購入手続中

高柳彰夫、大橋正明編『SDGsを学ぶ』（国際開発・国際協力入門）、法律文化

社3,200円
9784589039699 無 所蔵有
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EBOOK

所蔵有購入手続中

わかりやすいパターン認識

石井健一郎 [ほか] 著 ; [正]. -- オーム社, 1998.8.
 [正] 9784274131493 有 購入手続中

はじめての量子化学 : 量子力学が解き明かす化学の仕組み

平山令明著. -- 講談社, 2019.3.
9784065152133 有 購入手続中

微生物 : 目には見えない支配者たち / Nicholas P. Money著 ; 花田智訳. -- 丸善出

版, 2016.7. -- (サイエンス・パレット ; 031).
9784621300527 有 購入手続中

行動生態学 / 日本生態学会編. -- 共立出版, 2012.6. -- (シリーズ現代の生態学 /

日本生態学会編 ; 5).
9784320057388 有 購入手続中

文化政策の展開 : アーツ・マネジメントと創造都市

野田邦弘著. -- 学芸出版社, 2014.4.
9784761525705 有 購入手続中

科学技術社会論の技法

藤垣裕子編. -- 東京大学出版会, 2005.11.
9784130032049 有 購入手続中

異文化理解入門 : グローバルな時代を生きるための

原沢伊都夫著. -- 研究社, 2013.7.
9784327377342 有 購入手続中

The global city : New York, London, Tokyo / Saskia Sassen. -- 2nd ed. -- :

pbk. -- Princeton, N.J. : Princeton University Press , c2001. -- xxvi, 447 p. ; 24

cm. -- (Princeton paperbacks)

9780691070636 無 購入手続中

これからレポート・卒論を書く若者のために / 酒井聡樹著. -- 第2版. -- 共立出

版, 2017.7.
有 所蔵有

科学の技法 : 東京大学「初年次ゼミナール理科」 / 東京大学教養教育高度化機構

初年次教育部門, 増田建, 坂口菊恵編 ; テキスト, 副読本 : 2017, 副読本 : 2018. --

東京大学出版会, 2017.3-.

有 購入手続中

強化学習と深層学習 : C言語によるシミュレーション / 小高知宏著. -- オーム社,

2017.10.
有 購入手続中

大学生のための論文・レポートの論理的な書き方 / 渡邊淳子著. -- 研究社,

2015.8.
有 所蔵有

不法行為判例に学ぶ : 社会と法の接点 / 大村敦志著. -- 有斐閣, 2011.10. 有 購入手続中

コピペと言われないレポートの書き方教室 : 3つのステップ : コピペから正しい

引用へ / 山口裕之著. -- 新曜社, 2013.7.
有 購入手続中

放射線医学物理学 / 西臺武弘著. -- 第3版増補. -- 文光堂, 2011.9. 有 購入手続中

「地球温暖化」狂騒曲 : 社会を壊す空騒ぎ / 渡辺正著. -- 丸善出版, 2018.6. 有 購入手続中

iPS細胞 : 世紀の発見が医療を変える / 八代嘉美著. -- 増補. -- 平凡社, 2011.9. --

(平凡社新書 ; 607).
有 購入手続中

ナノカーボンの科学 : セレンディピティーから始まった大発見の物語 / 篠原久典

著. -- 講談社, 2007.8. -- (ブルーバックス ; B-1566).
有 購入手続中

ものづくりの化学が一番わかる : 身近な工業製品から化学がわかる / 左巻健男編

著. -- 技術評論社, 2013.4. -- (しくみ図解 ; 033).
有 購入手続中
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