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ア

行

IMF 自由主義政策の形成（西川）94
アインシュタインの時計 ポアンカレの
地図（ギャリソン，松浦訳）12
赤字財政の経済学（水野編）73
悪性リンパ腫細胞診アトラス（栗田／
須知／小川／中村）114
アジア型開発の課題と展望（嘉数／吉
田編）79
アジア経済史研究入門（水島／加藤／
久保／島田編）53
アジア国際通商秩序と近代日本（籠
谷）81
アジアの在来家畜（在来家畜研究会
編）128
アジアの日系企業と技術移転（小川／
牧戸編）71
アジア法ガイドブック（鮎京編）103
アダム・スミス 修辞学・文学講義（ア
ダム・スミスの会監修，水田／松原
訳）23
アダム・スミス 哲学論文集（スミス，
アダム・スミスの会監修，水田ほか
訳）76
アダム・スミスの知識＝社会哲学（鈴
木）76
ア ダ ム・ ス ミ ス 法 学 講 義 1762 〜
1763（アダム・スミスの会監修，
105
水田／篠原／只腰／前田訳）
18
「新しい女」の到来（佐々木）
新しい教育の原理（今津／馬越／早川
編）66
新しい産科学（鈴森／吉村／堤編）
117
新しい地球学（渡邊／檜山／安成編）
128
圧縮された産業発展（川上）91
アトランティック・ヒストリー（ベイ
リン，和田／森訳）46
アニメ・マシーン（ラマール，藤木監
訳，大﨑訳）27
アファーマティヴ・アクションの行方
（川島）106
アミロイドーシス（大橋編）112
アメリカ医療制度の政治史（山岸）
106
アメリカ合衆国と中国人移民（貴堂）
49
アメリカ教育の文化的構造（田浦編）
65
アメリカ巨大企業体制の成立と銀行
（須藤）79

アメリカ啓蒙の群像（田中）10
アメリカ研究大学の大学院（阿曽沼）
68
アメリカ市民権運動の歴史（川島）47
アメリカ新古典派経済学の成立（田
中）86
アメリカ先住民の現代史（内田）47
アメリカ帝国主義成立史の研究（高
橋）39
アメリカニズムと「人種」（川島編）
45
アメリカの経済思想（田中）82
アメリカ福音派の変容と政治（飯山）
105
アメリカを創る男たち（南）53
アメリカン・システムから大量生産へ
（ハウンシェル，和田／金井／藤原
訳）80
綾足と秋成と（佐藤）18
鮎川義介と経済的国際主義（井口）
105
アリオスト 狂えるオルランド（アリ
オスト，脇訳）21
アルツハイマー病の謎（ロック，坂川
訳）120
アレクサンドロス変相（山中）25
暗黒への旅立ち（荻野）16
アンチモダン（コンパニョン，松澤監
訳）26
イエズス会士と普遍の帝国（新居）56
医外な物語（青木）1
イ ギ リ ス 現 代 史 1900 2000（ ク ラ ー
ク，西沢／市橋／椿／長谷川他訳）
43
イギリス国民の誕生（コリー，川北監
訳）40
イギリス帝国からヨーロッパ統合へ
（小川）102
イギリス帝国とアジア国際秩序（秋
田）42
イギリス帝国とスエズ戦争（佐々木）
100
イギリス・ロマン主義に向けて（川崎
編）16
生きること・かかわること（村上監修，
池田／赤塚／細野／後藤編）63
移住民の秩序（山田）37
イスラーム主義と中東政治（末近）
106
イスラーム 書物の歴史（小杉／林編）
51
イスラーム世界研究マニュアル（小杉
／林／東長編）61

イスラームとスーフィズム（東長）11
イスラームの写本絵画（桝屋）28
イスラームのロシア（長縄）56
伊勢湾岸の大気環境（大和田）124
痛み学（ストロング他編，熊澤監訳）
119
イタリア 20 世紀史（コラリーツィ，
村上監訳，橋本訳）48
イタリアの中世大学（児玉）67
イタリア・ファシズム経済（トニオロ，
浅井／モルテーニ訳）76
一般社会学提要（パレート，
姫岡訳，
板
倉校訂）59
イデアと制度（多賀）9
遺伝子医療（齋藤／𠮷田編）116
胃袋の近代（湯澤）57
異文化への視線（佐々木編）19
異文化理解の倫理にむけて（稲賀編）
20
イブン・バットゥータと境域への旅
（家
島）55
移民受入の国際社会学（小井土編）62
イメージの地層（水野）26
医療の疫学（ワイス，
青木監訳，
浜島／
佐々木訳）112
イングランド銀行金融政策の形成（金
井）73
飲食朝鮮（林）58
〈インディアン〉と〈市民〉のはざま
で（水野）46
インドネシア 展開するイスラーム
（小
林）61
インドへの医療協力（加藤／石垣／林
／鈴木編）115
ヴィーコ入門（バーク，
岩倉／岩倉訳）
4
ウィルソンの国際社会政策構想（草
間）99
ウェーバー 近代への診断（ポイカー
ト，雀部／小野訳）5
ヴェーバーとナチズムの間（佐野）4
嘘と貪欲（大黒）45
宇宙機の熱設計（大西他編）130
宇宙史を物理学で読み解く
（福井監修，
飯嶋／杉山／平島／伊藤編）128
訴える人びと（中谷）54
海の近代中国（村上）49
海の富豪の資本主義（中西）89
漆紙文書と漆工房（古尾谷）51
映画観客とは何者か（藤木）30
栄花物語語句索引（松村／進藤／田島
編）15
英語化するアジア（吉野）62

134
17
英詩再入門（川崎）
15
英文学植物考（加藤）
液体および溶液の音波物性（野村／川
124
泉／香田）
エスニシティの政治社会学（関根）59
107
越境者の政治史（塩出）
ME 化の現状と雇用問題（水野／真継
／ダムス編）70
129
大沢流 手づくり統計力学（大沢）
沖縄問題の起源（エルドリッヂ）101
贈り物の心理学（成田）66
遅れてきた国民（プレスナー，土屋
訳）4
73
オーストリア経済思想史研究（八木）
104
オスマン帝国と立憲政（藤波）
男同士の絆（セジウィック，上原／亀
澤訳）20
23
踊る身体の詩学（山口）
御雇外国人ローレツと医学教育（田
中）65
35
尾張藩漫筆（林）
カ

行

46
海域から見た歴史（家島）
19
絵画の黄昏（稲賀）
20
絵画の東方（稲賀）
27
絵画の臨界（稲賀）
48
外交官の誕生（箱田）
106
海港の政治史（稲吉）
95
介護市場の経済学（角谷）
117
介助犬を知る（髙栁編）
〈概念工学〉宣言！（戸田山／唐沢編）
14
92
開発経済学と現代中国（中兼）
101
開発法学（安田）
顔の見えない定住化（梶田／丹野／樋
口）61
科学アカデミーと「有用な科学」
（隠
岐）10
科学技術をよく考える（伊勢田／戸田
11
山／調／村上編）
11
科学的実在論を擁護する（戸田山）
科学と証拠（ソーバー，松王訳）10
11
科学と表象（田中）
科学と文化（井口／藤澤／村上／飯
島）2
科学とモデル（ワイスバーグ，
松王訳）
13
1
学窓雑記Ⅰ（飯島）
1
学窓雑記Ⅱ（飯島）
108
核密約から沖縄問題へ（真崎）
125
核融合研究Ⅰ（池上他編）
125
核融合研究Ⅱ（池上他編）
河川感潮域（西條／奥田編）126
64
形の心理学（横瀬）
学校教育の心理学（梶田編）66
29
彼女たちの文学（飯田）
カミュ 歴史の裁きに抗して（千々岩）
28

カラヴァッジョ（宮下）22
カルデロン演劇集（カルデロン，佐竹
訳）25
彼らの物語（飯田）19
川辺の環境民俗学（出口）60
感覚の近代（坪井）23
眼球運動の実験心理学（苧阪／中溝／
古賀編）65
環境と消費の社会心理学（広瀬）65
環境補助金の理論と実際（李）85
環境を考える（名古屋大学公開講座委
員会編）124
韓国近代大学の成立と展開（馬越）65
韓国仏像史（水野）29
看護師の熟練形成（下野／大津）119
環太平洋経済の発展と構造調整（木下
編）71
カント 第三の思考（石川）6
カント批判哲学の研究（黒積）4
観念の歴史（ラヴジョイ，鈴木／内田
／佐々木／秋吉訳）8
ガンはどれだけ避けられるか（ドル／
ピート，青木／大野訳）113
漢文脈の近代（齋藤）23
鑑別を主体とした細胞診断学（木村監
修，田嶋／柴田編）113
ガンマナイフ治療（小林編）115
寛容の文化（メノカル，足立訳）45
飢餓の革命（梶川）39
飢饉・疫病・植民地統治（脇村）41
企業会計論（齊藤編）73
企業家ネットワークの形成と展開（鈴
木／小早川／和田）88
企業結合と独禁法（服部）99
企業の成長と金融制度（今井／渡邉）
83
聞くこととしての歴史（大橋）8
疑似科学と科学の哲学（伊勢田）7
基礎からの睡眠医学（古池監修，野田
／中田／尾崎編）118
希土類の化学（川邊）131
記念碑の語るアメリカ（フット，和田
／森脇／久田／小澤／内田／森訳）
42
キャッチアップ型工業化論（末廣）82
急性死の症例 100（坂監修，佐竹編）
116
キュビスム芸術史（松井）30
教育近代化の諸相（江藤監修，篠田／
鈴木編）64
教育言説の歴史社会学（広田）66
教育哲学の諸問題（堀内編）63
教育と学びの原理（早川／伊藤編）68
教育と学びの心理学（速水編）67
教育の原理（田浦編）63
教育の心理（久世編）64
〈驚異〉の文化史（山中編）29
京都帝國大學の挑戦（潮木）63
教養市民層からナチズムへ（野田）35

共和主義の思想空間（田中／山脇編）
8
極北の迷宮（谷田）20
巨視的経済理論の軌跡（岡田）79
30
ギリシア悲劇と「美しい死」
（吉武）
記録と記憶のアメリカ（和田）53
記録と記憶の比較文化史（若尾／羽賀
編）44
岐路に立つ韓国企業経営（牧戸編）71
筋感覚（伊藤）111
筋感覚からみた運動制御（伊藤）111
筋感覚の科学（伊藤）111
近世仮名遣い論の研究（釘貫）33
近世米市場の形成と展開（高槻）91
近世東南アジア世界の変容（太田）51
近世名古屋商人の研究（林）37
近世俳諧史の基層（鈴木）18
近代アジア市場と朝鮮（石川）54
近代イタリア農業の史的展開（堺）72
近代科学のリロケーション（ラジ，水
谷／水井／大澤訳）54
近代革命とアジア（河野編）34
近代書史（石川）25
近代製糸技術とアジア（清川）88
近代世界システムⅠ（ウォーラーステ
イン，川北訳）93
近代世界システムⅡ（ウォーラーステ
イン，川北訳）93
近代世界システムⅢ（ウォーラーステ
イン，川北訳）93
近代世界システムⅣ（ウォーラーステ
イン，川北訳）93
近代世界の誕生［上］
（ベイリ，平田
／吉田／細川訳）57
近代世界の誕生［下］
（ベイリ，平田
／吉田／細川訳）57
近代中国と海関（岡本）39
近代中国の在外領事とアジア（青山）
51
近代ドイツ＝「資格社会」の制度と機
能（望田編）37
近代ドイツ＝資格社会の展開（望田
編）42
近代ドイツの結婚と家族（若尾）38
近代ドイツの辿った道（テイラー，井
口訳）36
近代日本の研究開発体制（沢井）49
近代日本の公民教育（松野）66
近代日本の国民国家と地方自治（山
田）99
近代日本の陶磁器業（宮地）88
金融と帝国（井上）78
空間構成・表現のための図学（東海図
学研究会編）126
空調システムの最適設計（中原編）
126
鯨と捕鯨の文化史（森田）18
国造りの歴史（土木学会中部支部編）
123
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クリティカル・モーメント（高田）26
グリルパルツァ自伝（グリルパルツ
ァ，佐藤訳）17
グリーンスパンの隠し絵［上］
（村井）
96
グリーンスパンの隠し絵［下］
（村井）
96
クローズアップ生理学（伊藤編）114
クローズアップ臨床栄養学（伊藤編）
115
グローバル経営史（橘川／黒澤／西村
編）95
グローバル冷戦史（ウェスタッド，佐
々木監訳，小川／益田／三須／三宅
／山本訳）103
景気循環の理論（吉田）84
78
経済学体系の創成（竹本）
経済・経営の構造変化と対応策（水野
／ダムス編）71
97
経済社会の歴史（中西編）
経済成長の世界史（ジョーンズ，天野
86
／重富／小瀬／北原訳）
96
経済成長の日本史（高島）
経済認識の歩み（ディーン，中矢／家
本／橋本訳）78
経済の原理 第 1・第 2 編（ステュアー
76
ト，小林監訳，竹本他訳）
経済の原理 第 3・第 4・第 5 編（ステュ
アート，小林監訳，竹本他訳）76
経済の国際化（大橋）84
経済発展と社会変動（菱田／園田）84
83
経済発展と体制移行（中兼）
6
啓蒙と改革（田中）
啓蒙の運命（富永編）10
22
『渓嵐拾葉集』の世界（田中）
ケインズ経済学の再生（デビッドソン，
永井訳）77
82
ケインズとカレツキ（鍋島）
結核の文化史（福田）18
結核病因論（コッホ，永坂訳）110
血糖コントロールの実践（日𠮷）120
ケネーからスラッファへ（菱山）74
35
権威と服従（村上）
127
研究はみずみずしく（野依）
顕示的消費の経済学（メイソン，鈴木
／高／橋本訳）82
24
源氏物語の詩学（高橋）
原子力発電をどうするか（橘川）90
現代アジア移民（重松編）34
現代アメリカ経済思想の起源（高）85
現代アメリカ選挙の変貌（渡辺）107
現代イスラーム金融論（長岡）90
現代イスラーム世界論（小杉）101
94
現代インド経済（柳澤）
107
現代インド政治（近藤）
現代貨幣信用論（西村／深町／小林／
坂本）75
現代企業と法（青竹／浜田／山本／黒
沼編）99

現代技術を考える（飯島他）1
現代教育の原理（田浦／潮木／日比
編）64
現代協同組合論（野原）79
現代経済学史 1870 〜 1970（松嶋）79
現代経済学の生誕（根井）75
現代人の心の健康（田畑／蔭山／小嶋
編）64
現代制度派経済学宣言（ホジソン，八
木／橋本／家本／中矢訳）80
現代中国政治（毛里）105
現代中国の財政金融システム（梶谷）
90
現代中国の産業集積（伊藤）95
現代に生きる（北川他）1
現代日本語コース中級Ⅰ（名古屋大学
日本語教育研究グループ編）31
現代日本語コース中級Ⅱ（ 〃 ）31
現代日本語コース中級Ⅰ［聴解ワーク
シート］
（名古屋大学言語文化部日
本語学科編）32
現代日本語コース中級Ⅱ［聴解ワーク
シート］（ 〃 ）32
現代日本語コース中級Ⅰ［録音テープ］
（名古屋大学日本語教育研究グルー
プ編）32
現代日本語コース中級Ⅱ［録音テープ］
（ 〃 ）32
現代日本の少年院教育（広田／古賀／
伊藤編）67
現代の宇宙論（早川／佐藤／松本編）
123
現代のコミュニケーション（若林他）
1
現代の思想と人間（久保田／稲垣編）
5
現代の母性看護 概論（入山／春名／
大林編）120
現代ロシア経済（安達）95
原典 イタリア・ルネサンス人文主義
（池上監修）9
原典 中世ヨーロッパ東方記
（高田編訳）
58
原典 ヨーロッパ統合史（遠藤編）102
原典 ルネサンス自然学［上］（池上監
修）13
原典 ルネサンス自然学［下］（池上監
修）13
権力・知・日常（長谷川編）34
工業化・組織化・官僚制（コッカ，加
来編訳）36
公共善の彼方に（池上）50
豪商の明治（粕谷）83
江南デルタ市鎮研究（森編）36
公立大学の誕生（吉川）67
高齢者の痛みケア（ダーシィ，波多
野／熊谷監訳，山口訳）119
後漢時代の政治と社会（東）38
声の祝祭（坪井）19

誤解された大統領（井口）108
国語国文学論集（名古屋大学国語国文
学会編）15
国際移動の歴史社会学（重松）60
国際移民の時代
（カースルズ／ミラー，
関根／関根監訳）61
国際化と地域経済（真継／牧戸／奥野
編）74
国際技術協力の哲学を求めて（川喜田
編）74
国際金本位制と中央銀行政策（藤瀬／
吉岡編）72
国際経済における日独の役割（真継／
ダムス編）71
国際社会学（梶田編）59
国際政治経済学（田所）102
国際政治史（佐々木）104
国際取引と法（松井／木棚／加藤編）
99
国際比較・近代中等教育の構造と機能
（望田編）35
国際比較・国際関係の経営史（森川／
由井編）80
国際貿易（多和田／柳瀬）97
国際貿易と経済摩擦（小川／藤瀬／真
継／ダムス編）70
国土学への道（島津編）122
『国富論』を読む（竹本）85
国分寺瓦の研究（梶原）47
五山僧がつなぐ列島史（斎藤）56
ゴシックの視覚宇宙（木俣）27
瞽女と瞽女唄の研究（グローマー）24
子育ての変貌と次世代育成支援（原
田）66
古代ローマの自由と隷属（長谷川）41
古代ローマの政治と社会（長谷川）41
黒海地域の国際関係（六鹿編）107
国家学の再建（牧野）103
国家と移民（田中）60
古典古代とパトロネジ（長谷川編）36
個と宇宙（カッシーラー，薗田訳）3
子どもの絵の心理学（ワロン他，加藤
／日下訳）65
ゴルドーニ喜劇集（ゴルドーニ，齊藤
訳）24
これからの老年学（井口編）118
昆虫の生化学・分子生物学（大西／園
部／高橋編）125
今夜ヴァンパイアになる前に
（ポール，
奥田／薄井訳）13
サ

行

最初の近代経済（ド・フリース／ファ
ン・デァ・ワウデ，大西／杉浦訳）
88
最初の経済学体系（小林）78
最新 人工心肺（上田／碓氷編）120
最新 生殖医療（菅沼）118
最新 DNA 鑑定（勝又）120
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128
最新のカルベン化学（富岡）
最新 よくわかる股関節の病気
（長谷川）
120
再生医学の基礎（中辻編）117
財政＝軍事国家の衝撃（ブリュア，大
久保訳）42
財政再建と税制改革（水野）73
「在日企業」の産業経済史（韓）89
細胞診断学入門（社本／越川監修，長
坂／横井編）120
細胞診の基礎と応用（田嶋／社本／山
岸編）113
里山の生態学（広木編）127
サナギから蛾へ（石崎）128
8
サロンの思想史（赤木／赤木）
産業化する中国農業（宝剣）96
産業化と商家経営（石井／中西編）86
74
産業組織論の新展開（小西編）
三〇年代イギリス外交戦略（佐々木）
98
シェイクスピア時代の読者と観客（山
田）27
シェイクスピアの人類学（ベリー，岩
崎／山田／滝川訳）17
シェイクスピアの文化史（岩崎）21
ジェノサイド再考（鶴田）109
紫煙と帝国（和田）40
ジェントルマン資本主義の帝国Ⅰ（ケ
イン／ホプキンズ，竹内／秋田訳）
80
ジェントルマン資本主義の帝国Ⅱ（ケ
イン／ホプキンズ，木畑／旦訳）80
塩とインド（神田）55
視覚障害とその代行技術（市川／大頭
／鳥居／和気編）110
視覚代行リハビリテーション（髙栁／
愛知視覚障害者援護促進協議会編）
117
視覚と近代（大林／山中編）6
自我の源泉（テイラー，下川／桜井／
田中訳）10
資源国家と民主主義（岡田）107
自己犠牲とは何か（田村）14
自国史の行方（近藤）40
資産格差の経済分析（下野）75
磁性と超伝導の物理（佐藤／三宅）
130
史蹟論（羽賀）39
自然は方程式で語る 力学読本（大島）
130
7
思想の国際転位（水田）
士族の歴史社会学的研究（園田／濱名
59
／廣田）
132
自動車工学の基礎（近森編）
129
自動車の衝突安全（水野）
132
自動車の衝突安全 基礎論（水野）
資本主義世界経済Ⅰ（ウォーラーステ
72
イン，藤瀬／麻沼／金井訳）
資本主義世界経済Ⅱ（ウォーラーステ

イン，日南田監訳）72
資本主義は生きのびるか（シュンペー
ター，八木編訳）82
島々の発見（ポーコック，犬塚監訳）
50
社会科学の考え方（野村）62
社会経済学（八木）86
社会思想の歴史（坂本）11
社会資本と経済発展（奥野／焼田／八
木編）77
写真集 名古屋大学の歴史（名古屋大
学史編集委員会編）2
「就社」社会の誕生（菅山）90
修道院と農民（佐藤）38
自由主義経済思想の比較研究（田中
編）80
絨毯が結ぶ世界（鎌田）29
自由と秩序の経済思想史（高）83
18 世紀フランスの法と正義（石井）100
儒教文化圏の秩序と経済（金）70
主権免除の国際法（水島）105
出使日記の時代（岡本／箱田／青山）
51
詳解テキスト 医療放射線法令
（西澤編）
121
商業試論（カンティロン，アダム・ス
ミスの会監修，津田訳）75
小説の考古学へ（藤井）21
肖像画の時代（伊藤）26
小児科診療マニュアル（渡邊／森島／
小島監修，堀部／梶田編）116
情報処理教育センターハンドブック
（岡田／岩田／松本／池田，名古屋大
学情報処理教育センター教育広報専
門委員会監修）124
情報処理教育センター利用の手引
（名古屋大学情報処理教育センター
教育広報専門委員会編）123
昭和天皇と立憲君主制の崩壊（伊藤）
44
昭和ナショナリズムの諸相（橋川，筒
井編・解説）5
所得格差と貧困（佐藤）84
所有と経営の経済理論（松尾）72
ジョン・ダン全詩集（ダン，湯浅訳）
19
ジョン・ロックの自由主義政治哲学（下
川）100
ジョン・ロックの政治思想（友岡）98
進化倫理学入門（ジェイムズ，児玉
訳）13
心筋保護法
（Hearse/Braimbridge/Jynge，
阿部監訳）113
神経症者のいる文学（吉田）19
人工膵臓の基礎と臨床（近藤監修，伊
藤／七里編）111
新・国際社会学（梶田編）61
新資本主義論（馬場）79
新宗教と総力戦（永岡）12

人種主義 その批判的考察（ベネディ
クト，筒井／寺岡／筒井訳）60
人種戦争という寓話（廣部）54
新生児 ECMO（長屋）118
新制大学の誕生［上］
（天野）68
新制大学の誕生［下］
（天野）68
清代の市場構造と経済政策（山本）42
清帝国とチベット問題（平野）43
新版 あなたが歴史と出会うとき（堺）
88
新版 基礎からの臨床医学（島本編）
119
新版 経済思想史（大田／鈴木／高／
八木編）86
新版 子どもの教育の歴史（江藤監修，
篠田／鈴木／加藤／吉川編）67
新版 市場経済（山口編）85
新版 社会経済システムの制度分析（植
村／磯谷／海老塚）87
新版 テキスト母性看護Ⅰ（後藤／森
田／鈴木／大村編）117
新版 テキスト母性看護Ⅱ（後藤／森
田／久納／濱松編）117
新版 乳腺病理学（市原）119
新版 変動社会の教師教育（今津）68
新版 臨床医学概論（玉木／林／林）
116
人民解放軍と中国政治（林）106
心理学の窓から（内山）64
心理テストの確率モデル（ラッシュ，
内田監訳）63
水洗トイレの産業史（前田）87
図学（峯村）122
スコットランド啓蒙思想史研究（田
3
中）
スコットランド法史（ステアー・ソサ
エティ編，戒能／平松／角田編訳）
99
スタンダール 近代ロマネスクの生成
（栗須）24
捨児たちのルネッサンス（高橋）40
ストレスと筋疼痛障害（ヨアンソン他
編，間野監訳，岩瀬／中田訳）118
スペイン黄金世紀演劇集（牛島編訳）
22
スペイン古典文学史（牛島）19
スポーツとルールの社会学（守能）59
性が語る（坪井）26
世紀のはざまにて（加藤）2
整形外科医のノウハウ・ポイント（岩
田／見松／佐藤／長谷川編）114
政治学講義（田口）99
政治教育の模索（近藤）69
政治的ロマン主義の運命（有田）22
聖者の推参（阿部）21
星条旗 1777 〜 1924（グインター，和田
／山澄／久田／小野沢訳）39
精神医学の科学哲学（クーパー，伊勢
田／村井監訳）12
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書名索引   
21
生成論の探究（松澤）
生態系サービスという挑戦（デイリー
／エリソン，藤岡／谷口／宗宮訳）
129
115
井底蛙談（浅井）
88
製鉄工業都市の誕生（安元）
17
生と死の文化史（川崎／木谷編）
税と正義（マーフィー／ネーゲル，伊
藤訳）86
西洋近現代史研究入門（望田／野村／
藤本／川北／若尾／阿河編）46
西洋中世史研究入門（佐藤／池上／高
山編）45
性を装う（オーゲル，岩崎／橋本訳）
20
世界経済の歴史（金井／中西／福澤
編）89
世界史のなかの産業革命（アレン，眞
97
嶋／中野／安元／湯沢訳）
77
世界大不況と国際連盟（藤瀬編）
世界の複数性について（ルイス，出口
12
監訳，佐金／小山／海田／山口訳）
絶海の碩学（池内）55
接触造形論（稲賀）29
接続された歴史（スブラフマニヤム，
47
三田／太田訳）
セレブの誕生（リルティ，松村／井上
58
／齋藤訳）
尖閣問題の起源（エルドリッヂ，吉田
107
／中島訳）
94
戦後 IMF 史（伊藤／浅井編）
戦後アメリカ通貨金融政策の形成（須
藤）87
戦後日本の資源ビジネス（田中）91
戦後日本の対外金融（伊藤）88
戦後ヒロシマの記録と記憶［上］
（若
尾／小倉編）57
戦後ヒロシマの記録と記憶［下］
（若
尾／小倉編）57
全身振動の生体反応（デュピィ／ツェ
レット，松本／岡田他訳）113
106
戦争違法化運動の時代（三牧）
戦争国家イギリス（エジャトン，坂出
監訳，松浦他訳）55
51
宗主権の世界史（岡本編）
24
増殖するペルソナ（藤木）
漱石漢詩研究資料集（高木）16
25
漱石先生の暗示（佐々木）
組織された資本主義（ヴィンクラー編，
保住／近藤／丸山／後藤／河野訳）
74
属国と自主のあいだ（岡本）44
ソフィストと哲学者の間（納富）7
62
祖父母であること（安藤）
124
素粒子から宇宙へ（早川）
タ

行

対華二十一ヵ条要求とは何だったのか
52
（奈良岡）

大気水圏科学からみた地球温暖化（半
田編）125
大恐慌下の中国（城山）90
大君外交と「武威」（池内）45
第三角法による図学演習リーフレット
（東海図学研究会編）125
第三世界の地域開発（長峯）72
第三帝国の音楽（リーヴィー，望田監
訳，田野／中岡訳）40
大清帝国の形成と八旗制（杉山）52
体制移行の政治経済学（中兼）89
対中借款の政治経済史（久保田）54
ダイチン・グルンとその時代（承）47
「大東亜共栄圏」経済史研究（山本）
91
「大東亜戦争」はなぜ起きたのか（松
浦）103
大動脈解離（阿部編）114
第二次世界大戦の勃発（栗原）37
代表の概念（ピトキン，早川訳）108
大分岐（ポメランツ，川北監訳）52
太陽地球系物理学（國分）129
108
大陸関与と離脱の狭間で（大久保）
台湾外交の形成（清水）109
ダーウィン前夜の進化論争（松永）8
ダーウィンの時代（松永）6
竹島問題とは何か（池内）49
多国籍企業の租税戦略（皆川）76
ターヘル・アナトミアと解体新書（小
川監訳，酒井訳編）112
多変量解析による臨床研究（浜島）
116
多民族国家プロイセンの夢（今野）
103
ダム湖・ダム河川の生態系と管理（谷
田／村上編）128
誰が科学技術について考えるのか（小
林）60
地域の発展（加藤）84
地形現象のモデリング（遠藤／小西／
西森／水口／柳田編）131
知識という環境（森際編）5
知の歴史社会学（リンガー，筒井他
訳）5
チベットの仏教美術とマンダラ（森）
26
地方からの産業革命（中村）89
チャネル間競争の経済分析（成生）94
中華帝国の構造と世界経済（黒田）77
中国近世の罪と罰（太田）53
中国近世の福建人（中砂）49
中国近代外交の形成（川島）43
中国経済学入門（加藤）95
中国経済史（岡本編）93
中国芸術というユートピア（範）30
中国出版文化史（井上）41
中国の経済改革と企業管理（任）70
中国の経済発展と市場化（加藤）79
中国の誕生（岡本）55

中国返還後の香港（倉田）103
中国歴史研究入門（礪波／岸本／杉山
編）45
中世後期フィレンツェ毛織物工業史
（星野，齊藤訳）78
中世日本の宗教テクスト体系（阿部）
27
中世日本の世界像（阿部）30
中世の夢（ルゴフ，池上訳）36
中東鉄道経営史（麻田）49
超高齢社会と向き合う（田尾／西村／
藤田編）84
朝鮮燕行使と朝鮮通信使（夫馬）52
朝鮮外交の近代（森）56
朝鮮史研究入門（朝鮮史研究会編）48
超低温物理（益田）123
定期市の研究（石原）34
帝国から開発援助へ（秋田）55
帝国からヨーロッパへ（オーウェン，
和田監訳）85
帝国後のインド（小川）58
帝国主義と国際通貨体制（吉岡）81
帝国主義日本の対外戦略（石井）92
帝国日本と財閥商社（春日）89
帝国日本の植民地法制（浅野）102
帝国の銀幕（ハーイ）18
帝国の研究（山本編）43
帝国のはざまで（シュミット，糟谷／
並木／月脚／林訳）46
帝国・身分・学校（橋本）67
帝政ロシア司法制度史研究（高橋）
101
ティッシュ・エンジニアリング（上田
編）116
テキスト医学生物学（太田編）115
デジタル時代の日本映画（ワダ・マル
シアーノ）26
デューイの探究教育哲学（早川）65
デリバティブの基礎理論（塚田）82
テレビ成長期の日本映画（北浦）30
「テロとの闘い」
と日本（宮崎）108
電磁気学読本［上］
（大島）131
電磁気学読本［下］
（大島）131
天正大地震誌（飯田）34
天津の近代（吉澤）41
伝統中国商業秩序の崩壊（本野）43
天ハ自ラ助クルモノヲ助ク（平川）23
ドイツ家政学・生活経営学（今井）77
ドイツ現代史と国際教科書改善（近
藤）37
ドイツ国民とナショナリズム（ダン，
末川／姫岡／高橋訳）39
ドイツ社会文化史（フライターク，井
口訳）38
ドイツ社会保険史（福澤）91
東海地方の情報と社会（近藤／林編）
2
道教経典の形成と仏教（神塚）13
陶芸のジャポニスム（今井）29
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33
統語意味論（上山）
統合ヨーロッパの市民性教育（近藤
編）67
東西ウイグルと中央ユーラシア（森
安）52
94
投資社会の勃興（坂本）
道徳の社会学（バイエ，久保田訳）59
糖尿病（堀田監修，糖尿病と血管障害
117
に関する研究会編）
9
動物からの倫理学入門（伊勢田）
124
動物集団の遺伝学（野澤）
東北アジアの歴史と社会（畑中／原山
編）36
101
徳川後期の学問と政治（眞壁）
読書人の没落（リンガー，西村訳）4
土壌圏と地球温暖化（木村／波多野
編）127
126
土壌圏と地球環境問題（木村編）
38
土地と権力（田中）
8
トマス・リード（長尾）
83
豊田喜一郎伝（和田／由井）
81
豊田喜一郎文書集成（和田編）
ナ
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51
ナイル世界のヘレニズム（周藤）
名古屋大学五十年史［通史一・二］（名
2
古屋大学史編集委員会編）
名古屋大学五十年史［部局史一・二］
2
（名古屋大学史編集委員会編）
ナチズムと歴史家たち（シェットラー
41
編，木谷／小野／芝訳）
35
ナチ党の思想と運動（中村）
21
涙の詩学（クリステワ）
南米キリスト教美術とコロニアリズム
（岡田／齋藤）24
ニクソン訪中機密会談録（毛里／毛里
訳）107
「二重国籍」詩人 野口米次郎（堀）27
20 世紀アメリカ国民秩序の形成（中
野）52
20 世紀環境史（マクニール，海津／溝
48
口監訳）
二〇世紀国際政治史（福田／義井／草
間）100
20 世紀資本主義の歴史Ⅰ（藤瀬）92
20 世紀物理学史［上］（カーオ，岡本
監訳，有賀／稲葉他訳）130
20 世紀物理学史［下］（カーオ，岡本
監訳，有賀／稲葉他訳）131
20 世紀ヨーロッパ社会経済史（アム
ブロジウス／ハバード，肥前／金子
／馬場訳）75
日米関係経営史（塩見／堀編）81
日米企業のグローバル競争戦略（塩見
／橘川編）87
日米同盟の制度化（吉田）105
日韓交流の民族考古学（渡辺）38
日清戦争における日本外交（古結）54
104
日中国交正常化の政治史（井上）

ニッポン・モダン（ワダ・マルシアー
ノ）25
日本型排外主義（樋口）61
日本企業の国際化（小川／木下／岸田
編）70
日本近世・近代の畑作地域史研究（溝
口）42
日本経済 観測と分析（馬場）73
日本経済の長い近代化（中林編）92
日本経済の歴史（中西編）92
日本語活字印刷史（鈴木）33
日本語研究と日本語教育（カッケン
ブッシュ／尾崎／鹿島／藤原／籾山
編）32
日本湖沼誌（田中）123
日本湖沼誌Ⅱ（田中）127
日本古代奴婢の研究（神野）37
日本植民地経済史研究（山本）75
日本植民地建築論（西澤）47
日本書史（石川）21
日本石油産業の競争力構築（橘川）91
日本淡水産動植物プランクトン図鑑
（田中）127
日本中世市場論（安野）58
日本中世社会の形成と王権（上島）48
日本帝国と委任統治（等松）104
日本的自治の探求（石川）100
日本電力業の発展と松永安左ヱ門（橘
川）78
日本電力業発展のダイナミズム（橘
川）85
日本における在来的経済発展と織物業
（谷本）80
日本のエネルギー革命（小堀）90
日本の技術進歩と産業組織（西田）72
日本の技能形成（沢井）96
日本の経済学（池尾）86
日本の産業教育（三好）68
日本の石油化学産業（平野）95
日本の対外金融と金融政策（伊藤）74
日本の地方政治（曽我／待鳥）102
日本の電子部品産業（中島）97
日本の都市化と社会変動（春田）125
日本不動産業史（橘川／粕谷編）87
乳幼児の心身発達と環境（服部／原
田）64
ニュートン主義とスコットランド啓蒙
（長尾）7
庭のイングランド（川崎）15
人間進化の科学哲学（中尾）12
人間性の医学（飯島／加藤監修，堀田
／太田編）115
人間の探究（久保田／稲垣編）3
人間本性考（ラヴジョイ，鈴木／市岡
／佐々木訳）6
認識論を社会化する（伊勢田）8
ネイションとエスニシティ（スミス，
巣山／高城他訳）60
熱帯土壌学（久馬編）126

農の科学史（並松）54
濃尾平野の地盤沈下と地下水（東海三
県地盤沈下調査会編）122
農民国家の課題（厳）83
農民と労働者の民主主義（中田）104
ハ
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ハイエク，ハイエクを語る（クレスゲ
／ウェナー編，嶋津訳）81
バイオテクノロジーと食料革命（松尾
／鵜高編）122
敗戦とハリウッド（北村）28
ハイデガーとナチズム（ファリアス，
山本訳）3
ハイデッガー＝ヤスパース往復書簡
（ビーメル／ザーナー編，渡邊訳）4
博士号のとり方
（フィリップ／ピュー，
角谷訳）69
バシュラールの世界（松岡）3
パスカル 直観から断定まで（小柳）4
バタイユ 聖なるものから現在へ（吉
11
田）
パチンコ産業史（韓）97
「腹の虫」の研究（長谷川／辻本／ク
ネヒト／美濃部）27
薔薇をして語らしめよ（川崎）17
繁殖干渉（高倉／西田編）132
阪神・淡路大震災と子どもの心身（服
部／山田編）66
東アジア国際政治史（川島／服部編）
101
東アジアの社会大変動
（末廣／大泉編）
62
東アジアモンスーン域の湖沼と流域
（坂本／熊谷編）128
ピグー 富と厚生（ピグー，八木監訳，
本郷訳）91
ピグーの思想と経済学（本郷）87
ビジネス ･ インフラの明治（前田）94
美食家の誕生（橋本）28
「非正規労働」を考える（小池）95
肥満の疫学（フー，小林／八谷／小林
監訳）119
ヒューム 道徳・政治・文学論集［完
訳版］
（ヒューム，田中訳）10
病原菌と国家（小川）53
病態生理と看護学（堀場／澤田／田嶋
編）114
平生釟三郎自伝（平生，安西校訂）2
ファミリービジネス論（末廣）87
フィクションとは何か（ウォルトン，
田村訳）12
フィルム・アート（ボードウェル／ト
ンプソン，
藤木監訳，
飯岡／板倉／北
野／北村／笹川訳）24
FORTRAN 入 門（ 名 古 屋 大 学 情 報 処
理教育センター教育広報専門委員会
編）122
Fortran 77 入門（岩田／岡田／松本／
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池田）125
福澤諭吉 国家理性と文明の道徳（西
村）9
福沢諭吉と西欧思想（安西）5
62
福祉のアジア（上村）
11
複数世界の思想史（長尾）
藤田嗣治 作品をひらく（林）25
131
物性論ノート（佐藤）
物理学ミニマ（杉山監修，野尻／伊藤
130
／藤／門田）
物理仮想実験室（土井／滝本編）127
56
普遍史の変貌（大塚）
プラズマ加熱基礎論（高村）122
プラズマ診断の基礎（プラズマ・核融
123
合学会編）
プラトンと法律（松坂）98
ブラメルド教育哲学の研究（甲斐）63
フラーレンとナノチューブの科学（篠
129
原／齋藤）
フランス革命と公共性（安藤編）42
フランス啓蒙思想の展開（安藤）3
フランス自由主義の成立（安藤）9
25
プルースト 芸術と土地（小黒）
28
プルーストと創造の時間（中野）
ブレイク全著作（ブレイク，梅津訳）
16
29
文学熱の時代（木村）
文化と経済発展（水野／飯田／藤瀬
編）70
22
文化と精読（富山）
文化ナショナリズムの社会学（吉野）
60
20
平安時代彫刻史の研究（伊東）
18
平家物語の成立（山下）
ベッカリーアとイタリア啓蒙（堀田）
6
ペトラルカ 凱旋（ペトラルカ，池田
訳）22
ペトラルカ カンツォニエーレ（ペト
17
ラルカ，池田訳）
変動為替相場制の理論（奥村）73
放射線安全取扱の基礎（西澤／飯田
編）130
放射線と安全につきあう（西澤／柴田
編）131
104
法整備支援とは何か（鮎京）
法曹の倫理（森際編）104
法と刑罰の歴史的考察（平松義郎博士
98
追悼論文集編集委員会編）
法と力（西）108
81
保険と年金の経済学（西村）
保護主義か自由貿易か（真継／ダムス
編）71
誇り高い技術者になろう（黒田／戸田
山／伊勢田編）129
43
保守革命とナチズム（小野）
ポスト・ケインズ派経済学（鍋島）96
126
北極圏の大気科学（岩坂編）
ホッブズ 政治と宗教（梅田）101

不如歸の時代（藤井）17
「 ボ ラ ン テ ィ ア 」 の 誕 生 と 終 焉（ 仁
平）61
ポーランド「脱社会主義」への道（家
本）77
香港「帝国の時代」のゲートウェイ
（久末）92
ポンドの苦闘（金井）85
ポンドの譲位（金井）94
マ
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マキァヴェリアン・モーメント（ポー
コック，田中／奥田／森岡訳）9
マクロ経済政策の研究（稲毛）75
マザーマシンの夢（沢井）93
マーシャルからケインズへ（根井）74
幻の同盟［上］（小野沢）53
幻の同盟［下］（小野沢）53
マルコ・ポーロ／ルスティケッロ・ダ・
ピーサ 世界の記（高田訳）50
「満洲国」から新中国へ（松本）40
「満洲国」経済史研究（山本）84
「満洲」の成立（安冨／深尾編）47
見えない産業（沢井）96
ミジンコ（花里）126
水の環境学（清水／檜山／河村編）
129
三つの新体制（シヴェルブシュ，小野
／原田訳）52
三つの世界の狭間で（黛）49
魅惑する帝国（田野）46
民衆バロックと郷土（クレッツェン
バッハー，河野訳）35
民主化の韓国政治（木村）102
民法解釈の基本問題（松坂）98
無意識という物語（一柳）28
無菌空間（宮川）110
メキシコの子どもの体力と生活環境
（小林）111
メソコスム 湖沼生態系の解析（西條
／坂本編）124
メラノサイト病変（原／大橋）115
免疫実験法ハンドブック（中島編）
118
もう一つの軌跡（石塚）112
もう一つの金融システム（田中）97
〈モータウン〉のデザイン（堀田）132
モナドロジーの美学（米山）6
物語文芸の表現史（高橋）16
ものづくり日本経営史（粕谷）92
ものづくりの寓話（和田）89
ものづくりを超えて（和田）93
モムゼン ローマの歴史Ⅰ（モムゼン，
長谷川訳）44
モムゼン ローマの歴史Ⅱ（モムゼン，
長谷川訳）44
モムゼン ローマの歴史Ⅲ（モムゼン，
長谷川訳）44
モムゼン ローマの歴史Ⅳ（モムゼン，

長谷川訳）44
モラル・サイエンスの形成（神野）5
モンゴル時代の出版文化（宮）45
モンゴル時代の「知」の東西［上］
（宮）
56
モンゴル時代の「知」の東西［下］
（宮）
56
モンゴル覇権下の高麗（森平）50
文書行政の漢帝国（冨谷）48
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やさしい肩こり・腰痛・シビレの話（見
松／河村）118
やさしい有機光化学（伊澤）127
柳田國男 経世済民の学（藤井）78
野蛮から秩序へ（松森）103
山下清と昭和の美術（服部／藤原）28
唯美主義とジャパニズム（谷田）22
湯屋の皇后（阿部）20
ユーラシアの交通・交易と唐帝国（荒
川）48
赦すことと罰すること（福田）106
養護教諭の社会学（すぎむら）68
よくわかる医療面接と模擬患者（鈴木
／阿部編）119
よくわかる膝関節の病気・ケガ（岩田
監修，長谷川／横江）116
吉野作造と上杉愼吉（今野）108
ヨーロッパ（長谷川編）34
ヨーロッパ家族社会史（ミッテラウ
アー／ジーダー，若尾／若尾訳）37
ヨーロッパ政治思想の誕生（将基面）
105
ヨーロッパ中世の宗教運動（池上）46
ヨーロッパ統合史（遠藤編）102
ヨーロッパの奇跡（ジョーンズ，安元
／脇村訳）40
ラ
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雷放電現象（竹内）123
ラテンアメリカ経済史（バルマー =
トーマス，田中／榎股／鶴田訳）82
ラテン文學史（田中）16
リヴァイアサンと空気ポンプ（シェイ
ピン／シャッファー，吉本監訳，柴
田／坂本訳）12
力学の誕生（有賀）14
流通の経済理論（成生）77
量子論に基づく無機化学（高木）132
良心論（石川）7
臨床環境学（渡邊／中塚／王編）130
臨床細胞学（田嶋／松田／社本／山岸
編）114
臨床随想（祖父江）110
臨床の視点（祖父江）114
ルイ 14 世（バーク，石井訳）43
ルソーとジュネーヴ共和国（川合）9
ルソーの啓蒙哲学（川合）7
レオパルディ カンティ
（レオパルディ，

140
23
脇／柱本訳）
歴史家たち（トムスン／デイヴィス／
ギンズブルグ他，近藤／野村編訳）
35
57
歴史人名学序説（芝）
歴史は現代文学である
（ジャブロンカ，
57
真野訳）
23
恋愛結婚の成立（前野）
90
労働時間の政治経済学（清水）
労働市場の地殻変動（丸川）83
10
老年と正義（瀬口）
ロシア革命論Ⅰ（ウェーバー，雀部／
100
小島訳）
ロシア革命論Ⅱ（ウェーバー，肥前／
100
鈴木／小島／佐藤訳）
ロシア原初年代記（國本／山口／中条
他訳）16
ロシア語読本（丹辺／狩野／中条／木
32
村／林田）
ロシア語読本［録音テープ］（ 〃 ）
33
41
ロシア史を読む（ラエフ，石井訳）
33
ロシア中世文法史（山口）
ロボットからの倫理学入門（久木田／
13
神崎／佐々木）
ロボットに倫理を教える（ウォラック
14
／アレン，岡本／久木田訳）
ローマ政治家伝Ⅰ（ゲルツァー，長谷
川訳）50
ローマ政治家伝Ⅱ（ゲルツァー，長谷

川訳）50
ローマ政治家伝Ⅲ（ゲルツァー，長谷
川訳）50
ロマネスク世界論（池上）39
論理学をつくる（戸田山）7
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ワイマル共和国（ポイカート，小野／
田村／原田訳）36
若き教養市民層とナチズム（田村）38
私にはいなかった祖父母の歴史（ジャ
ブロンカ，田所訳）55
ワルラスの経済思想（御崎）81
A─Z

The American Neighborhood Novel
（Mayer）15
Buergerʼs Disease（塩野谷）113
Cancer Mortality Statistics in the World
（栗原／青木／富永編）111
Cancer Mortality Statistics in the World
1950 1985（栗原／青木／久道編）
111
Cancer Prevention in Developing Countries（青木／富永／平山／広田編）
110
A Course in Modern Japanese［Revised
ed.］Vol. 1（名古屋大学日本語教育
研究グループ編）31
A Course in Modern Japanese［Revised

ed.］Vol. 2（ 〃 ）31
A Course in Modern Japanese［Revised
ed.］Vol. 1《CD》（ 〃 ）31
A Course in Modern Japanese［Revised
ed.］Vol. 2《CD》（ 〃 ）31
Current Status of Cancer Research in
Asia, the Middle East and Other
Countrie（和田／青木／谷内編）
112
History of Japanese Medicine in the Edo
Era（長与）113
LʼImage de lʼAllemagne dans le roman
français de 1945 à nos jours（MoritaClément）15
Industrialisation, Urbanisation and
Demographic Change in England（安
元）76
An Introduction to Japanese Kanbun（駒
井／ローリック）32
Neonatal Brain and Behavior（ 藪 内 ／
渡辺／岡田編）112
Problems of Small-Scale and Cottage
Industries in Bangladesh（Kamal）71
Proceedings of the First International
Symposium on Pediatric Neurooncology（景山編）111
Supreme Soviet Organs（皆川）98
The UICC Smoking Control Workshop
（富永／青木編）110

