
不要決定図書リスト

整理
番号

書名 責任表示 金額

1
World population trends and policies : ... monitoring
report  1987(1987)

6,573

2 記号処理プログラミング (岩波講座ソフトウェア科 後藤滋樹 [著] 2,781
3 知識と推論 (岩波講座ソフトウェア科学:14) 長尾真 [著] 2,700
4 記号処理プログラミング (岩波講座ソフトウェア科 後藤滋樹 [著] 2,700

5
クラスター分析 (コンピュータ・サイエンス研究書シ
リーズ:13)

John A. Hartigan著/西田春
彦[ほか]訳

9,800

6
統計分析プログラム集 (パーソナルコンピュータ・プロ
グラム・ライブラリ:2)

S.W.ヘブラー著/小原禎司訳 3,800

7
統計分析プログラム集 (パーソナルコンピュータ・プロ
グラム・ライブラリ:2)

S.W.ヘブラー著/小原禎司訳 3,800

8
統計分析プログラム集 (パーソナルコンピュータ・プロ
グラム・ライブラリ:2)

S.W.ヘブラー著/小原禎司訳 3,800

9
統計分析プログラム集 (パーソナルコンピュータ・プロ
グラム・ライブラリ:2)

S.W.ヘブラー著/小原禎司訳 3,800

10 マイコンBASIC入門 石田晴久著 1,200
11 統計解析 (プレイマイコン・シリーズ:2) 古林隆著 3,200
12 統計解析 (プレイマイコン・シリーズ:2) 古林隆著 3,200

13
ビジネス用マイコンBASICプログラムのつくり方 : 仕
事にマイコンを自由自在に使うために

笠原耕文著 1,200

14 プログラミング言語C : UNIX流プログラム書法と作法
B.W.カーニハン, D.M.リッ
チー著/石田晴久訳

2,500

15
Cプログラミング入門 : Personal computer Lattice
C/Microsoft C 対応

河西朝雄著 2,580

16
Cプログラミング入門 : Personal computer Lattice
C/Microsoft C 対応

河西朝雄著 2,580

17
Cプログラミング入門 : Personal computer Lattice
C/Microsoft C 対応

河西朝雄著 2,630

18
実習CP/M : マイクロコンピュータの基本ソフトウェア
(アスキー・ラーニングシステム:2 実習コース)

村瀬康治著 1,800

19
実習CP/M : マイクロコンピュータの基本ソフトウェア
(アスキー・ラーニングシステム:2 実習コース)

村瀬康治著 1,800

20
応用CP/M : マイクロコンピュータの基本ソフトウェア
(アスキー・ラーニングシステム:3 応用コース)

村瀬康治著 1,800

21 知識表現とProlog/KR (ソフトウェアサイエンスシリー 中島秀之著 2,000
22 BASIC (プレイマイコン・シリーズ:1) 刀根薫著 2,500
23 BASIC (プレイマイコン・シリーズ:1) 刀根薫著 2,500
24 プログラミング言語 (岩波講座ソフトウェア科学:4) 武市正人 [著] 3,000

25 LISP (情報処理シリーズ:4)
P. H. ウィンストン, B. K. P.
ホーン著/白井良明, 安部憲
広訳

3,600

26 標準CP/Mハンドブック Rodnay Zaks著/村瀬康治 2,900
27 標準CP/Mハンドブック Rodnay Zaks著/村瀬康治 2,900
28 分かれ身の構築 作田荘一[著]/山田昌治編 0
29 歴史的展開 (現代基礎心理学:第1巻) 八木冕編 2,500
30 個体発生 (現代基礎心理学:10. 発達:2) 鹿取廣人編 2,500
31 行動の異常 (現代基礎心理学:第11巻) 平井久編 2,500
32 行動の生物学的基礎 (現代基礎心理学:第12巻) 平野俊二編 2,500
33 知覚 1 基礎過程 (現代基礎心理学:第2,3巻) 相場覚編 2,500
34 知覚 2 認知過程 (現代基礎心理学:第2,3巻) 相場覚編 2,500
35 記憶 (現代基礎心理学:第4巻) 小谷津孝明編 2,500
36 学習 1 基礎過程 (現代基礎心理学:第5-6巻) 佐々木正伸編 2,500
37 学習 2 その展開 (現代基礎心理学:第5-6巻) 佐々木正伸編 2,500
38 動機・情緒・人格 (現代基礎心理学:第8巻) 浜治世編 2,500
39 系統発生 (現代基礎心理学:9. 発達:1) 糸魚川直祐編 2,500
40 人格 (講座心理学:10) 佐治守夫編 850
41 思考・知能・言語 (現代基礎心理学:第7巻) 坂元昂編 2,500
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42 マンウォッチング : 人間の行動学
デズモンド・モリス著/藤田
統訳

4,800

43 マンウォッチング : 人間の行動学
デズモンド・モリス著/藤田
統訳

4,800

44 夢と人間社会 上 (叢書・ウニベルシタス:88-89)
ロジェ・カイヨワ, G.E.フォン・
グリューネバウム編/三好郁
朗 [ほか] 訳

2,400

45 夢と人間社会 下 (叢書・ウニベルシタス:88-89)
ロジェ・カイヨワ, G.E.フォン・
グリューネバウム編/三好郁
朗 [ほか] 訳

2,800

46
仏教の深層心理 : 迷いより悟りへ・唯識への招待
(有斐閣選書)

太田久紀著 1,600

47 20世紀全記録 : Chronik 1900-1986 講談社編 12,000
48 戦後政治 : 1945-55年 上 升味準之輔著 1,854
49 戦後政治 : 1945-55年 下 升味準之輔著 1,854
50 イギリス (読んで旅する世界の歴史と文化) 小池滋監修 3,100
51 イギリス (読んで旅する世界の歴史と文化) 小池滋監修 2,961

52
英語で話す「日本」Q&A 増補改訂第2版 (Bilingual
books:1)

講談社インターナショナル,
翻訳情報センター編著

1,283

53
英語で話す「日本」Q&A 増補改訂第2版 (Bilingual
books:1)

講談社インターナショナル,
翻訳情報センター編著

1,283

54
英語で話す「日本」Q&A 増補改訂第2版 (Bilingual
books:1)

講談社インターナショナル,
翻訳情報センター編著

1,283

55
英語で話す「日本」Q&A 増補改訂第2版 (Bilingual
books:1)

講談社インターナショナル,
翻訳情報センター編著

1,283

56 総論と中部アメリカ (ラテンアメリカ:1)
P.E.ジェームズ [著]/山本正
三, 菅野峰明訳

5,800

57
西暦2000年の地球 : アメリカ合衆国政府特別調査報
告 1

アメリカ合衆国政府 [編]/逸
見謙三, 立花一雄監訳

2,300

58 Principles of economics : an introductory volume 8th by Alfred Marshall 1

59
Essays on economic behavior under uncertainty us
(Contributions to economic analysis:88)

edited by M. Balch, D.
McFadden and S. Wu

18,750

60
Essays on economic behavior under uncertainty us
(Contributions to economic analysis:88)

edited by M. Balch, D.
McFadden and S. Wu

17,440

61 入門経済のための統計学 加納悟, 浅子和美著 3,500
62 入門経済のための統計学 加納悟, 浅子和美著 3,355
63 入門価格理論 第2版 倉澤資成著 3,000
64 入門価格理論 第2版 倉澤資成著 3,090
65 入門価格理論 第2版 倉澤資成著 3,090
66 入門価格理論 第2版 倉澤資成著 3,090
67 ゼミナール経済学入門 福岡正夫著 2,800

68 マクロ経済学 1 入門篇
N・グレゴリー・マンキュー著
/足立英之 [ほか] 訳

3,679

69 マクロ経済学 1 入門篇
N・グレゴリー・マンキュー著
/足立英之 [ほか] 訳

3,679

70 マクロ経済学 2 応用篇
N・グレゴリー・マンキュー著
/足立英之 [ほか] 訳

3,388

71 入門マクロ経済学 第2版 中谷巌著 3,399
72 入門マクロ経済学 第3版 中谷巌著 3,291
73 現代資本主義の矛盾 (現代資本主義分析:11) 菊本義治著 1,900
74 現代資本主義とインフレーション (現代資本主義分 高須賀義博著 2,200
75 現代資本主義の世界体制 (現代資本主義分析:8) 木下悦二著 2,000
76 現代資本主義と国際通貨 (現代資本主義分析:9) 深町郁彌著 2,300
77 日本経済をどう見るか 林直道著 2,171
78 日本経済をどう見るか 林直道著 2,171
79 日本経済をどう見るか 林直道著 2,171
80 日本経済をどう見るか 林直道著 2,171

81
日本資本主義の支配構造 (講座今日の日本資本主
義:第4巻)

講座今日の日本資本主義
編集委員会編

2,000
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82 地域経済構造の新展開 経済企画庁調査局編 1,700

83
日本経済の民主的改革と社会主義の展望 (講座今
日の日本資本主義:第10巻)

講座今日の日本資本主義
編集委員会編

2,000

84
現代帝国主義体制と日本資本主義 (講座今日の日
本資本主義:第1巻)

講座今日の日本資本主義
編集委員会編

2,000

85
日本資本主義の展開過程 (講座今日の日本資本主
義:第2巻)

講座今日の日本資本主義
編集委員会編

2,000

86
日本資本主義の危機の構造 (講座今日の日本資本
主義:第3巻)

講座今日の日本資本主義
編集委員会編

2,000

87 ゼミナール日本経済入門 2版 日本経済新聞社編 2,300
88 ゼミナール日本経済入門 初版 日本経済新聞社編 2,300
89 ゼミナール日本経済入門 2版 日本経済新聞社編 2,300
90 日本経済の復活と再生 清山卓郎著 2,270
91 ハロッド国際経済学 改訂版 R.F. ハロッド著/藤井茂訳 450
92 ゼミナール国際経済入門 伊藤元重著 2,500
93 ゼミナール国際経済入門 伊藤元重著 2,500
94 ゼミナール国際経済入門 伊藤元重著 2,500
95 ゼミナール国際経済入門 伊藤元重著 2,500
96 国際経済学 (現代経済学:8) 小宮隆太郎, 天野明弘著 1,400
97 経営管理の理論と方式 (現代経営学講座:第2巻) 古川栄一, 高宮晋編 900
98 投資決定論 (新経営学全集:5) 河野豊弘 [ほか] 著 920
99 経営計画設定理論 : 意思決定過程の経営経済学的 清水竜塋著 1,500
100 日本経営理念史 : 日本経営哲学確立のために 土屋喬雄著 1,000

101
日本の経営発展 : 近代化と企業経営 (南山大学経
済経営研究叢書)

J.ヒルシュマイヤー, 由井常
彦著

3,500

102 エクセレント・カンパニー : 超優良企業の条件
T.J.ピーターズ, R.H.ウォータ
マン著/大前研一訳

1,800

103 経営シミュレーション 河野豊弘著 2,500

104
組織とパーソナリティー : システムと個人との葛藤 新
訳

クリス・アージリス著/伊吹山
太郎, 中村実訳

1,600

105 経営組織論 高宮晋著 1,200
106 経営組織論 高宮晋著 950

107
組織の行動科学 : ヒューマン・オーガニゼーションの
管理と価値

R. リッカート著/三隅二不二
訳

1,300

108 新会計学辞典 追補版 神戸大学会計学研究室編 3,900
109 新会計学辞典 追補版 神戸大学会計学研究室編 3,900
110 新会計学辞典 追補版 神戸大学会計学研究室編 3,900
111 新会計学辞典 追補版 神戸大学会計学研究室編 3,900
112 会計学辞典 第3版 神戸大学会計学研究室編 9,800
113 会計学辞典 第4版 神戸大学会計学研究室編 15,000
114 会計ビッグバン入門 大倉雄次郎著 3,158
115 実践経営計画 永野瑞穂著 2,000
116 イギリス信用貨幣史研究 楊枝嗣朗著 7,500
117 金融論 (経済学全集:17) 川口弘著 1,000

118
データの理論 : 統計調査のデータ構造の歴史的展開
(一橋大学経済研究叢書:30)

松田芳郎著 2,090

119 現代統計学大辞典 中山伊知郎編 9,000
120 体制の社会学 (現代社会学講座:1) 濱島朗編 600
121 社会調査の理論と技法 : アイディアからリサーチへ 1 西田春彦, 新睦人編著 3,900
122 社会調査の理論と技法 : アイディアからリサーチへ 2 西田春彦, 新睦人編著 3,900

123
社会組織論 : 拡大する意識の研究 (現代社会学大
系:4)

クーリー著/大橋幸, 菊池美
代志訳

6,180

124 社会分化論/社会学 (現代社会学大系:1) ジンメル著/居安正訳 7,210

125 社会理論と機能分析 (現代社会学大系:13)
R.K.マートン著/森東吾, 森
好夫, 金沢実訳

7,725

126 社会学大綱 (現代社会学大系:第6巻)
パレート著/北川隆吉, 廣田
明, 板倉達文訳

7,210

127 社会学論集 : 方法・宗教・政治 (現代社会学大系:5)
ウェーバー著/浜島朗, 徳永
恂訳

8,240
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128 社会政策入門 改訂版 (有斐閣双書:入門・基礎知識 岸本英太郎編 800
129 労働法の世界 中窪裕也, 野田進, 和田肇 2,987
130 家族の歴史 (講座家族:1) 伊谷純一郎[ほか]執筆 2,300
131 家族の構造と機能 (講座家族:2) 山根常男[ほか]執筆 2,300
132 婚姻の成立 (講座家族:3) 中川善之助[ほか]執筆 2,300
133 婚姻の解消 (講座家族:4) 青山道夫[ほか]執筆 2,300
134 相続と継承 (講座家族:5) 有地亨[ほか]執筆 2,300
135 家族問題と社会保障 (講座家族:7) 松原治郎[ほか]執筆 2,300
136 家族観の系譜/総索引 (講座家族:8) 家永三郎[ほか]執筆 2,800
137 家族観の系譜/総索引 (講座家族:8) 家永三郎[ほか]執筆 2,800
138 家族・親族・同族 (講座家族:6) 江守五夫[ほか]執筆 2,300

139 世界の社会福祉 2
仲村優一, 一番ヶ瀬康子編
集委員会代表

8,093

140
施設介護の実践とその評価 : 痴呆性高齢者のロング
タームケア

長嶋紀一, 本間昭, 今井幸
充編著

0

141
施設介護の実践とその評価 : 痴呆性高齢者のロング
タームケア

長嶋紀一, 本間昭, 今井幸
充編著

0

142
施設介護の実践とその評価 : 痴呆性高齢者のロング
タームケア

長嶋紀一, 本間昭, 今井幸
充編著

0

143
施設介護の実践とその評価 : 痴呆性高齢者のロング
タームケア

長嶋紀一, 本間昭, 今井幸
充編著

0

144 世界の社会福祉 1
仲村優一, 一番ヶ瀬康子編
集委員会代表

8,093

145 世界の社会福祉 2
仲村優一, 一番ヶ瀬康子編
集委員会代表

8,093

146 世界の社会福祉 3
仲村優一, 一番ヶ瀬康子編
集委員会代表

8,093

147 世界の社会福祉 3
仲村優一, 一番ヶ瀬康子編
集委員会代表

8,093

148 世界の社会福祉 4
仲村優一, 一番ヶ瀬康子編
集委員会代表

8,093

149 世界の社会福祉 5
仲村優一, 一番ヶ瀬康子編
集委員会代表

8,093

150 世界の社会福祉 5
仲村優一, 一番ヶ瀬康子編
集委員会代表

8,093

151 教育的認識論 (教育学術叢書) 滝沢武久著 620
152 児童画の秘密 : 誰にもできる色彩診断 浅利篤著 1,500
153 教室の教育心理学 河合伊六編著 980
154 新・教育心理学事典 藤原喜悦 [ほか] 編 22,000

155 ソビエト・児童心理学 : 幼年期教育の基礎
デ・ベ・エリコニン著/駒林邦
男訳

1,000

156 ソビエト・児童心理学 : 幼年期教育の基礎
デ・ベ・エリコニン著/駒林邦
男訳

2,280

157 児童心理学 (現代心理学入門:1) マッセン [著]/今田恵訳 800
158 授業研究大事典 広岡亮蔵責任編集 7,510

159
成績処理プログラム集 (パーソナルコンピュータ・プロ
グラム・ライブラリ:5)

斉木恒夫著 3,500

160 体育の教授学
E.W.ブルガー, H.グロル
[著]/稲垣正浩訳

3,400

161 現代学校体育大事典 松田岩男, 宇土正彦編 5,000
162 現代学校体育大事典 新版 松田岩男, 宇土正彦編 7,500
163 子どもの発達とからだの教育 (青木教育叢書) 中森孜郎著 1,200
164 新学習指導要領による小学校体育の展開 第3学年 宇土正彦,山川岩之助編集 1,600
165 新学習指導要領による小学校体育の展開 第4学年 宇土正彦,山川岩之助編集 1,600
166 新学習指導要領による小学校体育の展開 第5学年 宇土正彦,山川岩之助編集 2,000
167 新学習指導要領による小学校体育の展開 第6学年 宇土正彦,山川岩之助編集 2,000
168 体育学習評価ハンドブック 宇土正彦編著 5,000
169 児童画の心理と教育 霜田静志著 800
170 児童画の心理と教育 霜田静志著 1,000
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171 児童画の心理と教育 霜田静志著 2,500
172 授業の創造 : 島小の教材解釈と授業案 斎藤喜博編 420
173 Structures and processes (Psycholinguistics N.V. Smith ... [et al.] 3,334

174 思考過程と情報科学
東京大学理学部情報科学
研究施設編

2,000

175 思考過程と情報科学
東京大学理学部情報科学
研究施設編

2,000

176 岩波理化学辞典 第3版 玉虫文一 [ほか] 編集 4,800
177 科学英語論文のすべて 日本物理学会編 2,800

178 数学ハンドブック

I. N. ブロンシュテイン, K. A.
セメンジャーエフ原著/G. グ
ロッシェ, V. ツィーグラー, D.
ツィーグラー編集/宮本敏雄

9,500

179 数学通論 : 数学:その内容,方法,意義 1
遠山 啓 監訳/蟻坂 仲明[ほ
か]訳

550

180 数学通論 : 数学:その内容,方法,意義 2
遠山 啓 監訳/蟻坂 仲明[ほ
か]訳

580

181 自然科學者のための數學概論 修正第3版 寺澤寛一著 1

182 工学のための応用確率論 基礎編
アタナシアス・パポリス著/
平岡寛二, 黒田義輝, 篠崎
寿夫監訳

2,000

183 行動科学のための多変量解析
W.W.クーリー, P.R.ローンズ
共著/井口晴弘 [ほか] 共訳

3,900

184 データ解析の基礎 (現代統計数理シリーズ:1) 石田正次著 1,900
185 多変量解析入門 1 (数学ライブラリー:32,46) 河口至商著 1,430
186 近代数理統計学通論 (共立全書:84) 宮沢光一著 800
187 パソコン統計解析ハンドブック 1 基礎統計編 3,800
188 数理計画法 (数理科学シリーズ:4) 坂口実著 1,800
189 動的計画法 (数学ライブラリー:7) 鍋島一郎著 600
190 統計解析 (プレイマイコン・シリーズ:2) 古林隆著 3,296
191 FORTRANによる数値計算ハンドブック 磯田和男, 大野豊監修 4,500

192
FORTRANによる演習数値計算 第2版 (サイエンスラ
イブラリ演習数学:8)

洲之内治男, 寺田文行, 四
条忠雄共著

1,380

193 物理学史 1 (新物理学シリーズ:5-6) 広重徹著 1,430

194 力と運動 (オックスフォード物理学シリーズ:17)
L.Mackinnon著/土方克法,
品田正樹共訳

1,645

195 力学 (物理入門コース:1) 戸田盛和著 2,400

196
Webster's New World dictionary of the American
language 2nd college ed

David B. Guralnik, editor in
chief

3,290

197
Webster's third new international dictionary of the
English language unabridged : buff buckram

editor in chief Philip
Babcock Gove and the
Merriam-Webster editorial

19,620

198
Webster's third new international dictionary of the
English language unabridged : blue sturdite

editor in chief Philip
Babcock Gove and the
Merriam-Webster editorial

21,342

199 電磁気学 (朝倉物理学講座:5) 熊谷寛夫, 荒川泰二共著 680
200 化学大辞典 縮刷版 第9巻 化学大辞典編集委員会編 4,300

201
マイコンによる医療統計処理 : pbk. (医用マイコンシ
リーズ:3)

開原成允,東大コンピュータ
医療研究会著

5,600

202 生体情報工学 (情報工学講座:11) 樋渡涓二著 1,300
203 生体情報工学 (情報工学講座:11) 樋渡涓二著 1,300
204 東西医学の接点に立つマッサージ・指圧法の実際 芹澤勝助著 3,500
205 太陽エネルギー読本 日本太陽エネルギー学会編 2,200

206
地球環境にやさしいライフスタイルへの提言 : 地球環
境と暮らしに関する研究会報告書

環境情報普及センター・地
球環境と暮らしに関する研
究会編

3,000
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207
地球環境にやさしいライフスタイルへの提言 : 地球環
境と暮らしに関する研究会報告書

環境情報普及センター・地
球環境と暮らしに関する研
究会編

3,000

208
地球環境にやさしいライフスタイルへの提言 : 地球環
境と暮らしに関する研究会報告書

環境情報普及センター・地
球環境と暮らしに関する研
究会編

3,000

209 人間社会系 (環境科学:2) 河村武, 高原榮重編集 6,695
210 環境保全の化学技術 (応用化学シリーズ:9) 吉田忠雄編著 2,900
211 機械製作法 改訂[版] 2 (標準機械工学講座:16-17) 千々岩健児著 870
212 電気回路論 改訂版 (電気学会大学講座) 電気学会通信教育会著 2,600
213 電気機械工学 電気学会通信教育会 [編] 2,660

214
標準ディジタル・バス(IEEE-488)とその応用 : 計測・
制御用標準バスの基礎から設計法まで

岡村廸夫著 1,200

215 ダイナミックプログラミングとマルコフ過程
R.A.ハワード著/関根智明
[ほか] 共訳

2,300

216 コンサイス外来語辞典 第2版 三省堂編修所編 1,700
217 新和英大辞典 第4版 : [並装] 増田綱編 6,500
218 新和英大辞典 第4版 : 総革装 増田綱編 10,000
219 研究社新英和大辞典 第5版 : [並装] 小稲義男編集代表 10,000
220 研究社新英和大辞典 第5版 : [並装] 小稲義男編集代表 10,000
221 新英文法辞典 改訂増補版 大塚高信編 3,600
222 やさしいドイツ語 塩谷饒著 480
223 法隆寺を支えた木 (NHKブックス:318) 西岡常一, 小原二郎著 570

合計金額 773,628
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