
　　　　  著者名 書名 出版社 出版年月 配置場所 請求記号

新井 誠 (法), 岡 伸浩 編 民法講義録　改訂版 日本評論社 2019.3 中央書庫/開架 324/A62

井田 良 (法務), 鈴木 彰雄 (法),
髙橋 直哉 (法務), 只木 誠 (法),
曲田 統 (法), 安井 哲章 (法)

著 刑法ポケット判例集 弘文堂 2019.3 開架/市ヶ谷法務 326.098/I18

伊藤 伸介 (経) 著 小学生まあちゃんと学ぶ統計 中央経済社 2019.5 中央書庫/開架 350.1/I89

植野 妙実子 (名) 著 基本に学ぶ憲法 日本評論社 2019.4 中央書庫/開架 323.14/U45

遠藤 研一郎 (法) 著 はじめまして、法学 : 身近なのに知らなすぎる「これって法的にどうなの?」 ウェッジ 2019.4 中央書庫/開架 321/E59

中央大学人文科学研究所
大田 美和 (文), 長島 佐恵子 (法), 
森岡 実穂 (経) ほか

編

執筆
読むことのクィア 中央大学出版部 2019.3 中央書庫/開架 902.9/C66

岡嶋 裕史 (国情) 著 プログラミング教育はいらない : GAFAで求められる力とは (光文社新書 991) 光文社 2019.2 開架/国際情報 375/O39

岡嶋 裕史 (国情) 著 情報セキュリティスペシャリスト合格教本 平成28年度 春期 秋期 技術評論社 2016.1 国際情報 007.6/O39

岡嶋 裕史 (国情) 著 情報セキュリティマネジメントポケット攻略本 : 要点早わかり 技術評論社 2018.2 国際情報 007.6/O39

岡嶋 裕史 (国情) 著 要点早わかり情報セキュリティスペシャリストポケット攻略本 技術評論社 2013.3 国際情報 007.6/O39

岡嶋 裕史 (国情) 著 要点早わかり情報処理安全確保支援士ポケット攻略本 技術評論社 2017.2 国際情報 007.6/O39

岡嶋 裕史 (国情) 著 要点早わかりネットワークスペシャリストポケット攻略本 技術評論社 2015.4 国際情報 007.6/O39

奥田 安弘 (法務) 著 国際財産法 = Private international law in business 明石書店 2019.2 開架/市ヶ谷法務 329.82/O54

加藤 新太郎 (法務), 松本 明敏 ほか 編集 裁判官が説く民事裁判実務の重要論点 名誉毀損・プライバシー侵害編 第一法規 2019.2 中央書庫/
市ヶ谷法務 327.2/Ka86

加藤 新太郎 (法務)
前田 恵三 ほか

編
著 民事訴訟実務の基礎 記録篇・解説篇 弘文堂 2019.3 開架/市ヶ谷法務 327.2/Ma26

川喜田 敦子 (文) 著 東欧からのドイツ人の「追放」 : 二〇世紀の住民移動の歴史のなかで 白水社 2019.4 中央書庫/開架 234.075/Ka94

木立 真直 (商) 編 卸売市場の現在と未来を考える : 流通機能と公共性の観点から (筑波書房ブックレット : 暮ら
しのなかの食と農 61) 筑波書房 2019.2 中央書庫/開架 675.5/Ki12

日本農業市場学会
木立 真直 (商)  ほか

編
執筆 農産物・食品の市場と流通 筑波書房 2019.3 開架 611.4/N77

小畑 郁, 江島 晶子, 北村 泰三 (法務) ほか 編集 ヨーロッパ人権裁判所の判例 : Essential Cases of the European Court of Human 
Rights 2 信山社出版 2019.3 中央書庫/総合政策 329.21/To63

小杉 末吉 (法) 著 ロシア-タタルスターン権限区分条約論 (日本比較法研究所研究叢書 117) 中央大学出版部 2019.3 中央書庫/開架 329.15/Ko89

今 まど子 (名), 小山 憲司 (文) 編著 図書館情報学基礎資料　第2版 樹村房 2019.3 開架/社会情報 M010.1/Ko71

酒井 克彦 (商) 編著 キャッチアップ仮想通貨の最新税務 : 30年分申告・31年度改正対応 ぎょうせい 2019.2 開架 336.9/Sa29 

椎橋 隆幸 (名) 著 刑事手続における犯罪被害者の法的地位 中央大学出版部 2019.3 中央書庫/開架 327.6/Sh32

守山 正
四方 光 (法) ほか

編著
執筆 ストーキングの現状と対策 成文堂 2019.3 中央書庫 326.24/Mo73

三友 仁志
実積 寿也 (総) ほか

編著
執筆 大災害と情報・メディア : レジリエンスの向上と地域社会の再興に向けて 勁草書房 2019.3 中央書庫/国際情報 369.3/Mi62 

清水 克洋 (商), 谷口 明丈 (商), 関口 定一 (商) 編 団塊の世代の仕事とキャリア : 日本の大企業における大卒エリートのオーラル・ヒストリー 
(中央大学企業研究所研究叢書 40) 中央大学出版部 2019.1 中央書庫/開架 335.2/Sh49

倉橋 洋子, 髙尾 直知 (文) ほか 編著 繋がりの詩学 : 近代アメリカの知的独立と「知のコミュニティ」の形成 = The poetics of 
association : the formation of intellectual communities in modern America 彩流社 2019.2 中央書庫/開架 930.29/Ku51

千葉 謙悟 (経), 熊 進
三省堂編修所

監修
編 ベーシッククラウン中日・日中辞典 三省堂 2019.3 参考 D823/Sa66

津野 義堂 (法) 著 法知の科学 2018 津野文庫 2018 中央書庫/開架 322/Ts81

新原 道信 (文) 編著 “臨場・臨床の智”の工房 : 国境島嶼と都市公営団地のコミュニティ研究 (中央大学社会科学
研究所研究叢書 38) 中央大学出版部 2019.3 中央書庫/開架 361.48/N72

ピエール=イヴ・モンジャル
西海 真樹 (法)

著
訳

欧州連合・基本権・日欧関係 : ピエール=イヴ・モンジャル教授講演集 (日本比較法研究所翻
訳叢書 83) 中央大学出版部 2019.3 中央書庫/開架 329.37/Mo33

西川 広平 (文) 研究
代表者 自然災害の記録化と伝承・信仰に関する研究 西川広平 2019.3 日本史 210.17/N83

本沢 巳代子, 新田 秀樹 (法) 編著 トピック社会保障法 2019　第13版 不磨書房 2019.4 中央書庫/開架 364/Mo93

橋本 基弘 (法) 著 日本国憲法を学ぶ　第2版 中央経済社 2019.3 中央書庫/開架 323.14/H38

八田 幸二 (経), 佐藤 拓也 (経), 武田 勝 (経) 著 攻略!!日本経済　改訂2版 学文社 2019.1 中央書庫/開架 332.106/H43

服部 龍二 (総)
タラ・キャノン

著
訳 Understanding history in Asia : what diplomatic documents reveal 出版文化産業

振興財団 2019 中央書庫/開架 327.52/H36 

星野 智 (法) 編著 グローバル・エコロジー (中央大学社会科学研究所研究叢書 37) 中央大学出版部 2019.3 中央書庫/開架 519.5/H92

細野 助博 (名) 編著 東京二都物語 : 郊外から都心の時代へ (中央大学政策文化総合研究所研究叢書 25) 中央大学出版部 2019.3 中央書庫/開架 302.1/C66

升田 純 (法務) 著 判例にみる損害賠償額算定の実務　第3版 民事法研究会 2019.3 中央書庫/
市ヶ谷法務 324.55/Ma66

水上 雅晴 (文), 石 立善 主編 日本漢學珎稀文獻集成 : 年號之部 上海社会科学院
出版社 2018.1 哲学 M081.7/Mi95

宮間 純一 (文) 研究
代表者 多摩川流域所在アーカイブズの情報集約・公開に関する調査・研究 : 地域持続のために 宮間純一 2019.3 日本史 517.21/Mi77

中央大学人文科学研究所
宮丸 裕二 (法), 福西 由実子 (商), 秋山 嘉 (法) ほか

編
執筆 英文学と映画 中央大学出版部 2019.3 中央書庫/開架 930.4/C66

中央大学保健体育研究所
村井 剛 (法), 加納 樹里 (文), 
宮崎 伸一 (法) ほか 編

健康スポーツ50講 中央大学出版部 2019.3 中央書庫/開架 780.1/C66

山口 真美 (文), 金沢 創 著 赤ちゃんの視覚と心の発達　補訂版 東京大学出版会 2019.4 中央書庫/開架 376.11/Y24

山﨑 朗 (経)
戸田 順一郎 ほか

編著
著 地域産業のイノベーションシステム : 集積と連携が生む都市の経済 学芸出版社 2019.2 中央書庫/開架 601.1/Y43

山田 省三 (名), 新田 秀樹 (法), 米津 孝司 (法務), 
川田 智子 (法)ほか 編集 現代雇用社会における自由と平等 : 24のアンソロジー : 山田省三先生古稀記念 信山社 2019.3 中央書庫/開架 366.04/N88

横山 彰 (総) 編著 日本社会の持続可能性と総合政策 (中央大学政策文化総合研究所研究叢書 24) 中央大学出版部 2019.3 中央書庫/開架 302.1/C66

吉狄 馬加
渡辺 新一 (名)

著
訳 アイデンティティ 思潮社 2018.1 中央書庫/開架 921.7/Ki11

曽和 俊文, 山田 洋, 亘理 格 (法) 著 現代行政法入門　第4版 有斐閣 2019.3 中央書庫/開架 323.9/So93
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学生企画:文学部横山ゼミ

2019年12月2日(月)ー12月7日(土)
中央図書館2階展示コーナー

絵本を手でみるってなんだろう？

手でみて楽しむ絵本展
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　　　　  著者名 書名 出版社 出版年月 配置場所 請求記号

新井 誠 (法), 岡 伸浩 編 民法講義録　改訂版 日本評論社 2019.3 中央書庫/開架 324/A62

井田 良 (法務), 鈴木 彰雄 (法),
髙橋 直哉 (法務), 只木 誠 (法),
曲田 統 (法), 安井 哲章 (法)

著 刑法ポケット判例集 弘文堂 2019.3 開架/市ヶ谷法務 326.098/I18

伊藤 伸介 (経) 著 小学生まあちゃんと学ぶ統計 中央経済社 2019.5 中央書庫/開架 350.1/I89

植野 妙実子 (名) 著 基本に学ぶ憲法 日本評論社 2019.4 中央書庫/開架 323.14/U45

遠藤 研一郎 (法) 著 はじめまして、法学 : 身近なのに知らなすぎる「これって法的にどうなの?」 ウェッジ 2019.4 中央書庫/開架 321/E59

中央大学人文科学研究所
大田 美和 (文), 長島 佐恵子 (法), 
森岡 実穂 (経) ほか

編

執筆
読むことのクィア 中央大学出版部 2019.3 中央書庫/開架 902.9/C66

岡嶋 裕史 (国情) 著 プログラミング教育はいらない : GAFAで求められる力とは (光文社新書 991) 光文社 2019.2 開架/国際情報 375/O39

岡嶋 裕史 (国情) 著 情報セキュリティスペシャリスト合格教本 平成28年度 春期 秋期 技術評論社 2016.1 国際情報 007.6/O39

岡嶋 裕史 (国情) 著 情報セキュリティマネジメントポケット攻略本 : 要点早わかり 技術評論社 2018.2 国際情報 007.6/O39

岡嶋 裕史 (国情) 著 要点早わかり情報セキュリティスペシャリストポケット攻略本 技術評論社 2013.3 国際情報 007.6/O39

岡嶋 裕史 (国情) 著 要点早わかり情報処理安全確保支援士ポケット攻略本 技術評論社 2017.2 国際情報 007.6/O39

岡嶋 裕史 (国情) 著 要点早わかりネットワークスペシャリストポケット攻略本 技術評論社 2015.4 国際情報 007.6/O39

奥田 安弘 (法務) 著 国際財産法 = Private international law in business 明石書店 2019.2 開架/市ヶ谷法務 329.82/O54

加藤 新太郎 (法務), 松本 明敏 ほか 編集 裁判官が説く民事裁判実務の重要論点 名誉毀損・プライバシー侵害編 第一法規 2019.2 中央書庫/
市ヶ谷法務 327.2/Ka86

加藤 新太郎 (法務)
前田 恵三 ほか

編
著 民事訴訟実務の基礎 記録篇・解説篇 弘文堂 2019.3 開架/市ヶ谷法務 327.2/Ma26

川喜田 敦子 (文) 著 東欧からのドイツ人の「追放」 : 二〇世紀の住民移動の歴史のなかで 白水社 2019.4 中央書庫/開架 234.075/Ka94

木立 真直 (商) 編 卸売市場の現在と未来を考える : 流通機能と公共性の観点から (筑波書房ブックレット : 暮ら
しのなかの食と農 61) 筑波書房 2019.2 中央書庫/開架 675.5/Ki12

日本農業市場学会
木立 真直 (商)  ほか

編
執筆 農産物・食品の市場と流通 筑波書房 2019.3 開架 611.4/N77

小畑 郁, 江島 晶子, 北村 泰三 (法務) ほか 編集 ヨーロッパ人権裁判所の判例 : Essential Cases of the European Court of Human 
Rights 2 信山社出版 2019.3 中央書庫/総合政策 329.21/To63

小杉 末吉 (法) 著 ロシア-タタルスターン権限区分条約論 (日本比較法研究所研究叢書 117) 中央大学出版部 2019.3 中央書庫/開架 329.15/Ko89

今 まど子 (名), 小山 憲司 (文) 編著 図書館情報学基礎資料　第2版 樹村房 2019.3 開架/社会情報 M010.1/Ko71

酒井 克彦 (商) 編著 キャッチアップ仮想通貨の最新税務 : 30年分申告・31年度改正対応 ぎょうせい 2019.2 開架 336.9/Sa29 

椎橋 隆幸 (名) 著 刑事手続における犯罪被害者の法的地位 中央大学出版部 2019.3 中央書庫/開架 327.6/Sh32

守山 正
四方 光 (法) ほか

編著
執筆 ストーキングの現状と対策 成文堂 2019.3 中央書庫 326.24/Mo73

三友 仁志
実積 寿也 (総) ほか

編著
執筆 大災害と情報・メディア : レジリエンスの向上と地域社会の再興に向けて 勁草書房 2019.3 中央書庫/国際情報 369.3/Mi62 

清水 克洋 (商), 谷口 明丈 (商), 関口 定一 (商) 編 団塊の世代の仕事とキャリア : 日本の大企業における大卒エリートのオーラル・ヒストリー 
(中央大学企業研究所研究叢書 40) 中央大学出版部 2019.1 中央書庫/開架 335.2/Sh49

倉橋 洋子, 髙尾 直知 (文) ほか 編著 繋がりの詩学 : 近代アメリカの知的独立と「知のコミュニティ」の形成 = The poetics of 
association : the formation of intellectual communities in modern America 彩流社 2019.2 中央書庫/開架 930.29/Ku51

千葉 謙悟 (経), 熊 進
三省堂編修所

監修
編 ベーシッククラウン中日・日中辞典 三省堂 2019.3 参考 D823/Sa66

津野 義堂 (法) 著 法知の科学 2018 津野文庫 2018 中央書庫/開架 322/Ts81

新原 道信 (文) 編著 “臨場・臨床の智”の工房 : 国境島嶼と都市公営団地のコミュニティ研究 (中央大学社会科学
研究所研究叢書 38) 中央大学出版部 2019.3 中央書庫/開架 361.48/N72

ピエール=イヴ・モンジャル
西海 真樹 (法)

著
訳

欧州連合・基本権・日欧関係 : ピエール=イヴ・モンジャル教授講演集 (日本比較法研究所翻
訳叢書 83) 中央大学出版部 2019.3 中央書庫/開架 329.37/Mo33

西川 広平 (文) 研究
代表者 自然災害の記録化と伝承・信仰に関する研究 西川広平 2019.3 日本史 210.17/N83

本沢 巳代子, 新田 秀樹 (法) 編著 トピック社会保障法 2019　第13版 不磨書房 2019.4 中央書庫/開架 364/Mo93

橋本 基弘 (法) 著 日本国憲法を学ぶ　第2版 中央経済社 2019.3 中央書庫/開架 323.14/H38

八田 幸二 (経), 佐藤 拓也 (経), 武田 勝 (経) 著 攻略!!日本経済　改訂2版 学文社 2019.1 中央書庫/開架 332.106/H43

服部 龍二 (総)
タラ・キャノン

著
訳 Understanding history in Asia : what diplomatic documents reveal 出版文化産業

振興財団 2019 中央書庫/開架 327.52/H36 

星野 智 (法) 編著 グローバル・エコロジー (中央大学社会科学研究所研究叢書 37) 中央大学出版部 2019.3 中央書庫/開架 519.5/H92

細野 助博 (名) 編著 東京二都物語 : 郊外から都心の時代へ (中央大学政策文化総合研究所研究叢書 25) 中央大学出版部 2019.3 中央書庫/開架 302.1/C66

升田 純 (法務) 著 判例にみる損害賠償額算定の実務　第3版 民事法研究会 2019.3 中央書庫/
市ヶ谷法務 324.55/Ma66

水上 雅晴 (文), 石 立善 主編 日本漢學珎稀文獻集成 : 年號之部 上海社会科学院
出版社 2018.1 哲学 M081.7/Mi95

宮間 純一 (文) 研究
代表者 多摩川流域所在アーカイブズの情報集約・公開に関する調査・研究 : 地域持続のために 宮間純一 2019.3 日本史 517.21/Mi77

中央大学人文科学研究所
宮丸 裕二 (法), 福西 由実子 (商), 秋山 嘉 (法) ほか

編
執筆 英文学と映画 中央大学出版部 2019.3 中央書庫/開架 930.4/C66

中央大学保健体育研究所
村井 剛 (法), 加納 樹里 (文), 
宮崎 伸一 (法) ほか 編

健康スポーツ50講 中央大学出版部 2019.3 中央書庫/開架 780.1/C66

山口 真美 (文), 金沢 創 著 赤ちゃんの視覚と心の発達　補訂版 東京大学出版会 2019.4 中央書庫/開架 376.11/Y24

山﨑 朗 (経)
戸田 順一郎 ほか

編著
著 地域産業のイノベーションシステム : 集積と連携が生む都市の経済 学芸出版社 2019.2 中央書庫/開架 601.1/Y43

山田 省三 (名), 新田 秀樹 (法), 米津 孝司 (法務), 
川田 智子 (法)ほか 編集 現代雇用社会における自由と平等 : 24のアンソロジー : 山田省三先生古稀記念 信山社 2019.3 中央書庫/開架 366.04/N88

横山 彰 (総) 編著 日本社会の持続可能性と総合政策 (中央大学政策文化総合研究所研究叢書 24) 中央大学出版部 2019.3 中央書庫/開架 302.1/C66

吉狄 馬加
渡辺 新一 (名)

著
訳 アイデンティティ 思潮社 2018.1 中央書庫/開架 921.7/Ki11

曽和 俊文, 山田 洋, 亘理 格 (法) 著 現代行政法入門　第4版 有斐閣 2019.3 中央書庫/開架 323.9/So93

＊ (法)：法学部、 (経)：経済学部、 (商)：商学部、 (理)：理工学部、 (文)：文学部、 (総)：総合政策学部、 (国経)：国際経営学部、 (国情)：国際情報学部、 (法務)：法務研究科、 (戦略)：戦略経営研究科、  (研)：研究開発機構教授、 (名)：名誉教授
＊ スペースの都合上、配置場所は２ヶ所まで表記している。
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