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静脩　 VoL33，　No．

高橋由典（総人・助教授）

・感情と行為：社会的感情論の試み　ヲ96

武部啓（医・教授）

・創られた恐怖　発ガン性の検証　’96

・ポピュラー・サイエンス

　　チンパンジーのなかのヒト　790

　　21世紀のハイテク農業　’92

　　細胞培養から生命をさぐる　シ92

　　時間を知る生物　’96

　　ネコの毛並み　’96

　　分子人類学と日本人の起源　’96

　　新しい健康読本’96

　　東京近郊博物館で生物を学ぼう　’96

　　健康美をつくる乳製品　’96

　　視覚のメカニズム　’96

　　老人ボケは防げるか　’96

　　地球温暖化とその影響　’96

　　背に腹はかえられるか　’96

　　飲酒の生理学　’96

田中真介（総人・助手）

・Development　and　Education　in　Childhood
フ96

田中雅一（人文・助教授）

・Patrons，Devotees　and　Goddesses　’97

　　8．コンピュータで通信はこんなに変わる　’94

　　9．口ごもるコンピュータ　フ95

　　13．ウィルス退治　’96

　　14．人間に近づくコンピュータ　｝96

　　15．みえない「イメージ」を見る　ラ96

　　16．宇宙開拓とコンピュータ　’96

・コンピュータ・ドリーミング：オーストラリア・

アボリジニ世界への旅　yg5

・マルチメディア時代の起点：イメージからみるメ

ディア　’96

・文科系のための情報検索入門　796

・誰がどうやってコンピュータを創ったのか？’95

・パソコン英日翻訳ソフト活用法（付CD－ROM）シ94

・第五世代コンピュータ研究開発の終わりにあたっ

て　’95

・国際高等研究所シンポジウム　文化の翻訳可能
性　ラ93

・KANSAI夜景100選　’97

林　力丸（農・教授）

・High　Pressure　Bioscience　and　Biotechnology　96

・高圧科学と加圧食品　’91

・加圧食品一研究と開発一　ラ93

・生物と食品の高圧科学　’93

・食品への高圧利用　’94

・高圧バイオサイエンス　794

・High　Pressure　and　Biotechnology　’92

長尾　眞（工・教授）

・国定読本用語総覧　11　’96

・日本研究・京都会議　1～4　’96

・日刊スポーツ五十年史　’96

・大阪ガスこの10年　’96

・I　P　Sへの道　リコー60年技術史　フ96

・岩波書店八十年　’96

・プログラミングの壷

　　1．ソフトウェア設計編　’95

　　2．人間編　796

　　3．技術編　’96

・情報フロンティアシリーズ

　　5．巨大データの世界　ナ94

前川道郎（教養・名誉教授）

・前川道郎退官記念講演：著作・作品目録　’95

松下千吉（教養・名誉教授）

・ワーズワス考一人（間）・自然・唯一者一　’96

霊長類研究所

・サルとヒトの接点を求めて一自己点検・評価と外

部評価一　’96

渡辺弘之（農・教授）

・樹木がはぐくんだ食文化　ラ96

平成8年度学生希望購入図書一覧
　　　　　（l！）97で口月末現肴1）

　　　　　　、彗＝名（、清求、，己り一〉

赤いポスト臼書：阪神・淡路大震災（DK／321／ア1）

アスペクト・テンス体系とテクスト（KF／81／ア1）

アメリカ管理原価会計史（DH／551／ア1）

アメリカ・インディアン死闘の歴史（G／161／ア4〉

暗号理論の基礎（M／121／ア2）

医学歯学系大学院案内1996年度版（FD／4／イ2）
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医学の復権二医学体系の科学化へ向けて（SC／21／イ12）

いちばんやさしい憲法入門（A／211／イ1）

意味について（KE／87／イ7）

宇宙空間観測30年史（MB／21／ウ14）

英語文体論（KS／55／エ2）

エキスパートCプログラミング：知られざるCの深層
　（M／159／エ16）

演習憲法　新版（AZ／213／エ4）

応用数学の基礎（MA／21／オ6）

おもしろ哲学史（HD／1／オ1）

会計制度のダイナミズム（DH／512／カ27〉

科学と教育二科学の新しい分野・授業科学．．．（FC／87／

　カ2）

環境の経済評価テクニ・ック（EG／295／カ1）

観経四帖疏講義4－6巻（HM／162／カ1）

軌跡：宇宙空間観測30年記念随想集（MB／21／キ2）

基本権（AZ／213／ケ51）

近現代史の考え方（FC／75／キ3）

近世地方出版の研究（UE／17／キ1）

近代装飾事典（KC／521／キ1）

組版原論：タイポグラフィと活字・写植・DTP．．．
　（PE／61／ク1）

経営学エッセンシャルズ（DH／3／ケ57）

経済論文の作法：勉強の仕方・レポートの書き方（DA／
　3／ケ4）

刑事訴訟法：Iitai－houdai（AZ／791／ケ28）

刑法各論　第2版（AZ／716／ケ33）

刑法各論概要　第2版（AZ／716／ケ35）

刑法講義総論第4版補訂版（AZ／716／ケ34）

刑法総論（AZ／712／ケ37）

刑法総論　第2版（AZ／712／ケ35）

刑法総論講義ノート　第2版（AZ／712／ケ36）

刑法の重要問題　各論　補訂版（AZ／712／ケ34）

刑法の重要問題　総論　補訂版（AZ／712／ケ34）

ゲノムネットのデータベース利用法（RA／1！1／ケ4）

言語と認識のダイナミズム（KE／13／ケ13）

（岩波講座）現代数学への入門18（MA／21／イ2／18）

憲法（AZ／213／ケ52）

憲法学1（憲法総論）（AZ／213／ケ54）

憲法学2（人権総論）（AZ／213／ケ54）

憲法学教室2新版（AZ／213／ケ42）

憲法講義案1第2版（AZ／213／ケ49）

憲法講義案2（AZ／213／ケ50）

憲法と宗教制度（A／211／ケ15）

憲法の解釈1，2，3（AZ／213／ケ53）

憲法フィールドノート（A／211／ケ14）

航空の規制緩和（DK／216／コ1〉

高分子の物理学：スケーリングを中心にして（MC／191／

　コ2B）

国際法入門（A／151／コ26）

国産ロケットH－II宇宙への挑戦（NC／141／コ1）

戸籍解体講座（AZ／857／コ4）

コミュニケーションとしての身体（G／121／コ2〉

コンピュータの構成と設計上・下巻（M／154／コ29）

最新重要判例250刑法（CZ／2711／サ1）

財務会計概論（DH／512／サ7）

サッカー狂の社会学：ブラジルの社会とスポーッ（FS／
　35／サ4）

さようならファインマンさん（GK／410／サ5）

持続可能性の経済学：循環型社会をめざして（EG／281／

　シ6）

事典家族（E／2／シ10）

失語論：批判的研究（SC／367／シ8）

シベリアヘのまなざし：シベリア牧畜民の民族学的研
　究（G／131／シ2）

社会科学系大学院案内　1996年度版（FD／4／シ8）

商法総則・商行為法　第2版（AZ／862／シ20）

商法総則講義（A／861／シ2）

情報文化問題集（EC／235／シ8）

初歩の心理・教育統計法（MA／211／シ11）

人文科学系大学院案内　1996年度版（FD／4／シ7）

心理学：理論とその応用　第2版（SB／21／シ15）

スポーツの真実：迷走するスポーツ界の影と光（KD／
　961／ス1）

静的貸借対照表論の研究（DH／526／セ1）

制度の経済学二制度と経済行動　上・ド（DA／26／セ4）

ゼミナール現代会計入門（DH／511／セ1）

千のプラトー（HD／135／セ4）

叢書史層を掘る　1（GB／97／ホ2）

叢書史層を掘る

叢書史層を掘る

叢書史層を掘る

叢書史層を掘る

ソロモンの新有機化学

損益計算の構造（DH／526／ソ1）

多角形の現代幾何学（MA／91／タ1）

超市場化の時代：効率から公正へ（DD／1／チ2）

手形・小切手法（新法学ライブラリ15）（AZ／891／テ15）

ドイッ（DE／！5！／ト1）

特別講義民法：総則（AZ／812／ト2）

特別講義民法：物権法・担保物権法（AZ／812／ト2）

二十世紀の政治思想（A／21／二！）

ニッポン政治の解体学（A／12／二5）

日本ロケット物語：狼煙から宇宙観光まで（NC／141／二

　1）

日本中世の家と親族（GB／211／二12）

反対給付論の展開（A／821／ハ1）

ファインマンさん最後の冒険（GE／485／フ1）

不法行為法（AZ／839／フ4〉

フーリエの冒険（MA／121／フ5）

プログラマに捧げるGNU　Emacsガイトブ・ソク（M／

　159／フ32）

プログラミング言語C＋＋　第2版（M／159／フ33）

分子軌道法MOPACガイドブック　2訂版（PA／47／フ

2（KG／733／モ3）

3（GB／77／オ1）

4（GD／1／キ3）

5（GD／5／ヒ1）

　　　第4版上・下（PA／312／ソ4）
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文章の計量：文学研究のための計量文体学．．．（KE／21／

　フ1）

べ一シック判例刑法：刑法の基礎と重要判例整理（AZ／

　711／へ1）

防災と環境保全のための応用地理学（GB／51／ホ1）

北欧社会の基層と構造1－3（GG／611／ホ3）

北方諸文化に関する比較研究（G／121／ホ2）

ミサイル事典（PS／112／ミ1）

民法1（総則・物権総論）（AZ／811／ミ34）

民法3（債権総論・担保物権）（AZ／811／ミ34）

民法講要2（物権）　第2版（AZ／811／ミ32）

民法講要3（債権総論）策2版（AZ／811／ミ32）

民法総則　第2版補訂版（AZ／811／ミ35）

免疫生物学：免疫系の正常と病理（SC／151／メ28〉

唯物弁証法の成立と歪曲（US／21／ミ1）

誘惑論二言語と（しての）主体（KE／12／ユ1）

ユリ（RB／194／ユ1）

ラスウェルと丸山政治学（A／12／ラ1）

リーディングズ現代の憲法（AZ／225／リ1〉

恋愛のディスクール・断章（KE／185／レ1）

早稲田大学と私（GK／30／ワ18）

Cによる科学技術計算　改訂版（M／159／シ48）

Motifプログラミングニプログラミングリファレンス
　（M／159／モ4）

Turbo　C　初級プログラミング：改訂　Ver．2．0版（M／

　159／タ6）

UNIXXウィンドウプログラミング（Xlib）（M／159／ユ

　17）

Asian　NIESs　and　the　global　economy．．．（DC／144／A1）

Bodies　that　matter：on　the　discursive，．．（EF／91／Bl）

Growth，trade　and　endogenous　technology（DL／313／

　01〉

Lecture　critique　d’Alexis　de　Tocqueville（A／27／L2）

Making　seIlse　of　a　chal／ghlg　ecollomy．・．（DC／23／N1）

Minimalism　alld　linguistic　theory（KE／81／M1）

Molecular　quantum　mechanics．3rd　ed．（PA／47／A2）

Profile　of　the　worldwide　semiconductor、。．（DL／471／

　P1）

Technological　collaboration＿（DA／83／T1）

Technological　evolution，variety＿（DA／83／Sl）

The　restless　mind：Alexis　de．．．（A／27／L3）

図書館　日　誌
　平成8年9月一平成9年2月

月

3日　図書館業務用電子計算機システム

　　　仕様策定委員会（第1回）
13日　附属図書館商議会（第2同〉

　　　選書分担商議員会議

1田1

　3日
　7日

14日

15日

16日

22日

23日

28日

1Pl

　6日

NACSIS－IR地域講習会（一4日）

中級オリエンテーションニ1
「文献収集講座」（一8日）

セミナー「文字コードとデータベースの展望」

中級オリエンテーション：2
「文献収集講座」（一16日）

図書館業務用電子計算機システム仕様策定委

員会（第2回）

国立大学図書館協議会秋季理事会

目録システム地域講習会二1　（一24日）

留学生オリエンテーション

目録システム地域講習会：2（一30日）

国公私立大学図書館協力委員会

図書館業務用電子計算機システム

資料提供招請のための官報公告

　　国立七大学図書館事務部課長会議（東京大学）

8日　秋季展示会記者公開

！1日　秋季展示会開催（17日）

　　大学図書館職員講習会（！4日）

15H　秋季展示会記念講演会
　　　「今昔物語集の〈構造＞と歴史学」

18日　図書館業務用電子計算機システム

　　導入説明会
19口　I　LLシステム地域講習会（一20日）

27日　国立大学図書館協議会シンポジウム（名古屋大

　　学）（一28日）

　
日

」
3

5日

10日

日
日

り
乙
Q
Jl
l25H

次期システムワーキンググルーブ
全f本会言義　（第4巨1D

京者15レd書食官大会

次期システムワーキンググループ

電子図書館グループ会議

次期システム全学検討会議（第3回）

図書館業務用電子計算機システム

仕様策定委員会（第3回）

平成9年度概算要求
「電子図書館システム」予算内示
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