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  低温科学便覧   ………………………………………………………  35  
  社会思想史事典   ……………………………………………………  38  
  スクリブナー思想史大事典 全10巻   ………………………………  38  
  ジョン・ロックの道徳哲学   …………………………………………  38  
  科学・技術・倫理百科事典   …………………………………………  38  
  国際開発学事典   ……………………………………………………  38  
  世界宗教百科事典   …………………………………………………  40  
  発達心理学事典   ……………………………………………………  41  
  青年期発達百科事典   ………………………………………………  41  
  障害百科事典   ………………………………………………………  41  
  異郷のイギリス 南アフリカのブリティッシュ・アイデンティティ     47  
  民俗学事典   …………………………………………………………  49  
  人文地理学事典   ……………………………………………………  50  
  ギデンズ 社会学コンセプト事典   …………………………………  53  
  人口学事典   …………………………………………………………  53  
  環境経済・政策学事典  ………………………………………………  56  
  展示学事典   …………………………………………………………  64  
  世界民族百科事典   …………………………………………………  69  
  人の移動事典 日本からアジアへ・アジアから日本へ   ……………  69  
  フランス文化事典   …………………………………………………  69  
  スペイン文化事典   …………………………………………………  69  
  川の百科事典   ………………………………………………………  69  
  全世界の河川事典   …………………………………………………  69  
  土の百科事典   ………………………………………………………  70  
  かたち・機能のデザイン事典    ……………………………………  70  
  かたち創造の百科事典   ……………………………………………  70  
  交通の百科事典   ……………………………………………………  70  
  鉄道の百科事典   ……………………………………………………  70  
  飛行機の百科事典   …………………………………………………  70  
  カラダの百科事典   …………………………………………………  70  
  (普及版)カーク・オスマー 化学技術・環境ハンドブック　全2巻(分売可)     70  
  アンドリュー・マーのヒストリー・オブ・ザ・ワールド　日本語字幕・英語字幕版　DVD 全8巻　分売可     72  
  アンドリュー・マーのヒストリー・オブ・ザ・ワールド（高校版）日本語字幕・英語字幕版全8巻分売可     72  
  オバマ政権　8年の軌跡　バイリンガル版（日本語・英語）　全4巻　分売可     72  
  映像国語便覧全10巻　各篇分売可   ………………………………  72  
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専門書カタログブックフェア・出版社別索引専門書カタログブックフェア・出版社別索引
  映像国語便覧（小・中・高校価格版）全10巻　各巻分売可   …………  72  
  新・実験動物の取扱い　全5巻　分売可   …………………………  72  
  触法精神障害者の処遇と治療を考える　日本語字幕・英語字幕版  全2巻     72  
  新・高分子合成実験法 全5巻　分売可   ……………………………  72  
  神経内科学臨床検査シリーズ   全5巻　　分売可   ………………  72  
  生と死刑のはざまで　シリーズ2　　日本語・英語字幕版　全3巻　分売可     72  
  生活習慣病と食事指導 全10巻　分売可   …………………………  72  
  中国－超大国の光と影ー 日本語字幕・英語字幕版 全3巻　分売可     72  
  中国－超大国の光と影ー　（高校版）　　 日本語字幕・英語字幕版 全3巻　分売可     73  
  中国式教育の導入実験　英国での1か月の挑戦 　日本語字幕・英語字幕版　全3巻　分売可     73  
  東日本大震災　復興まちづくりの現在　2013年秋　全8巻　分売可     73  
  日本版SILS自立生活技能プログラム 全3巻　分売可   ……………  73  
  未知なる元素を求めて　7人の科学者物語　日本語字幕版   全3巻　分売可     73  
  未知なる元素を求めて　7人の科学者物語（高校版）　　日本語字幕版   全3巻　分売可     73  

  丸善雄松堂  
  Leonardo da Vinci Rediscovered   …………………………………  73  
  The Encyclopedia of Greek Comedy   ……………………………  74  
  The Encyclopedia of British Literature 1660-1789   ………………  74  
  William Morris, Art and Socialist Movement   ………………………  74  
  Collected English Writings of Josiah Conder   ……………………  74  
  The XIth Olympic Games Berlin 1936 Official Report   ……………  74  
  A Modern History of Japan   ………………………………………  74  
  The Cambridge History of Modern European Thought   ……………  74  
  International Encyclopedia of Geography   …………………………  74  
  Handbook of Japanese Syntax   ……………………………………  74  
  Handbook of Japanese Contrastive Linguistics   …………………  74  
  Stylistics   ……………………………………………………………  74  
  A Dependency Grammar of English   ………………………………  74  
  The Blackwell Companion to Phonology   …………………………  74  
  The Handbook of the Neuroscience of Multilingualism   …………  74  
  The Cambridge Encyclopedia of the English Language   …………  74  
  The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching   ………  74  
  The SAGE Encyclopedia of Human Communication Sciences and Disorders     75  
  The SAGE Handbook of Developmental Psychology and Early Childhood Education     75  
  The Elgar Companion to John Maynard Keynes   …………………  76  
  Handbook of Behavioral Economics - Foundations and Applications 2     76  
  Handbook of the Economics of Marketing:   ………………………  76  
  Handbook of Regional Growth and Development Theories   ………  76  
  Bayesian Econometric Methods   …………………………………  76  
  Macroeconomics   …………………………………………………  76  
  Narrative Economics   ………………………………………………  76  
  Black's Law Dictionary   ……………………………………………  76  
  Jowitts Dictionary English Law   ……………………………………  76  
  Contemporary Japanese Sociology   ………………………………  76  
  The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies     76  
  The International Encyclopedia of Media Literacy   ………………  76  
  The International Encyclopedia of Journalism Studies   ……………  76  
  An Adventure in Statistics: The Reality Enigma   …………………  76  
  Introduction to Algebraic Geometry   ………………………………  77  
  Lectures on Field Theory and Topology   …………………………  77  
  Physical Mathematics   ……………………………………………  77  
  String Theory in a Nutshell   …………………………………………  77  
  Lectures of Sidney Coleman on Quantum Field Theory   …………  77  
  Fundamentals of Photonics   ………………………………………  77  
  Atkins' Physical Chemistry   …………………………………………  77  
  Catalysis from A to Z   ………………………………………………  77  
  Organic Chemistry   …………………………………………………  77  
  Handbook of Smart Materials in Analytical Chemistry   ……………  77  
  Introduction to Seismology   …………………………………………  77  
  Encyclopedia of Ocean Sciences   …………………………………  77  
  Deep Learning   ……………………………………………………  77  
  Reinforcement Learning   ……………………………………………  77  
  Handbook of Mechanics of Materials   ……………………………  77  
  Comprehensive Nanoscience and Nanotechnology   ………………  78  
  Handbook of Graphene   ……………………………………………  78  
  Biochemistry   ………………………………………………………  78  
  Molecular Biology of the Cell   ………………………………………  78  
  Essential Cell Biology   ………………………………………………  78  
  Molecular Cloning   …………………………………………………  78  
  Encyclopedia of Microbiology   ……………………………………  78  
  Handbook of Statistical Genomics   ………………………………  78  
  Manual of Clinical Microbiology   ……………………………………  78  
  Harrison's Principles of Internal Medicine   …………………………  78  
  Goldman-Cecil Medicine   …………………………………………  78  
  Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases     78  
  Brenner and Rector's The Kidney   …………………………………  78  
  Digestive System Tumours: 5th ed.(WHO Classification of Tumours, Vol. 1)   ……  78  
  Nelson Textbook of Pediatrics   ……………………………………  78  

  ミネルヴァ書房  
  1歩前からはじめる　「統計」の読み方・考え方［第2版］   …………   4  
  ＜自閉症学＞のすすめ   ……………………………………………  38  
  完本・一日一書   ……………………………………………………  38  
  書とはどういう芸術か　書論   ……………………………………  38  
  書の宇宙　書史論   …………………………………………………  38  
  書の風景 作品論   ……………………………………………………  38  
  中國書史   ……………………………………………………………  38  
  二重言語国家・日本　国家論   ………………………………………  38  
  日本の文字　文字論   ………………………………………………  38  
  日本語とはどういう言語か　言語論   ……………………………  38  
  遠望の地平　未収録論考   …………………………………………  39  
  漢字がつくった東アジア　東アジア論   …………………………  39  
  見失った手　状況論   ………………………………………………  39  
  自由の条件   …………………………………………………………  39  
  筆蝕の構造 書字論   …………………………………………………  39  
  2 グローバル化の世界史   …………………………………………  47  
  15 ホモ・サピエンスの15万年   ……………………………………  47  
  人々がつなぐ世界史   ………………………………………………  47  
  ＜日中戦争＞とは何だったのか   …………………………………  47  
  小さな大世界史   ……………………………………………………  47  
  情報がつなぐ世界史   ………………………………………………  47  
  地域史と世界史   ……………………………………………………  47  
  総論　「世界史」の世界史   …………………………………………  48  
  ＜オトコの育児＞の社会学   ………………………………………  53  
  排外主義の国際比較   ………………………………………………  53  
  時間の経済学   ………………………………………………………  58  
  「所得増税」の経済分析   ……………………………………………  58  

  三善  
  EVERGREEN 定番NONFICTIONセット（全50巻）   ………………  73  
  DK科学図鑑セット KNOWLEDGE ENCYCLOPEDIA（全5巻）   …  73  
  ETS公認ガイド TOEFL iBT 第5版   ………………………………  73  
  WHO WAS? 偉人の伝記セット（全24巻）  …………………………  73  
  英語で読む日本文学 現代作家編（全18巻）   ………………………  73  
  英語で読む世界の文学全集 Aセット（全30巻）   ……………………  73  

  森北出版  
  Pythonで体験するベイズ推論   ……………………………………   4  
  MATHEMATICIANS   ………………………………………………   7  
  逆数学　定理から公理を「証明」する   ……………………………   7  
  原理と直観で読み解く　量子系の物理（第2版）   …………………   9  
  新版 固体の電子論   …………………………………………………   9  
  天体物理学   …………………………………………………………   9  
  ブラックホールと時空の方程式   …………………………………   9  
  進化で読み解く　バイオインフォマティクス入門   ………………  19  
  量子計算理論 ̶ 量子コンピュータの原理   ………………………  28  
  Kerasによるディープラーニング   …………………………………  30  
  機械学習教本   ………………………………………………………  30  
  形式的モデル化   ……………………………………………………  30  
  計算論的神経科学   …………………………………………………  30  
  Rによるデータサイエンス(第2版)   ………………………………  31  
  Rによるテキストマイニング入門(第2版)   …………………………  31  
  計算モデルとプログラミング   ……………………………………  35  

  や  

  山川出版社  
  日本思想史辞典    ……………………………………………………  39  
  山川　世界史小辞典 【改訂新版】   …………………………………  48  
  山川 日本史小辞典　改訂新版    ……………………………………  48  
  日本史広辞典    ………………………………………………………  48  
  世界史大年表　増補版   ……………………………………………  48  
  世界の国旗・国章歴史大図鑑   ………………………………………  70  

  ゆまに書房  
  世界の歴史を変えたスゴイ物理学50   ……………………………   9  
  英語教育史重要文献集成　第Ⅲ期・全5巻   ………………………  43  
  英語教育史重要文献集成 第Ⅰ期・全5巻   …………………………  43  
  英語教育史重要文献集成 第Ⅱ期・全5巻   …………………………  43  
  ビジュアル日本の服装の歴史・全3巻   ……………………………  48  
  北海道立文書館所蔵　戦後千島関係資料・全4巻   …………………  48  
  大正天皇実録 補訂版　既刊4巻（第一～第四）   ……………………  48  
  シリーズ百貨店宣伝資料 第Ⅰ期：白木屋 第一回配本・全4巻『家庭の志る遍』     53  
  こんなに恐ろしい核兵器・全2巻   …………………………………  56  
  映画科学研究・全5巻   ………………………………………………  64  

  会館芸術 第Ⅲ期・戦後篇　第一回配本・全9巻   ……………………  64  
  会館芸術 第Ⅲ期・戦後篇　第二回配本・全8巻   ……………………  64  
  日本戦前映画論集 －映画理論の再発見－   ………………………  64  
  スポーツ大図鑑   ……………………………………………………  70  

  羊土社  
  患者由来がんモデルを用いたがん研究実践ガイド   ………………  21  
  決定版　オルガノイド実験スタンダード   ………………………  21  
  決定版　阻害剤・活性化剤ハンドブック   …………………………  21  
  脂質解析ハンドブック   ……………………………………………  21  

  吉川弘文館  
  幕末以降 帝国軍艦写真と史実　（新装版）   ………………………  25  
  日本の梵鐘　（新装版）   ……………………………………………  40  
  日本近代の歴史　全6巻  ……………………………………………  48  
  新訂　徳川家康文書の研究（新装版）全4巻   ………………………  48  
  明治時代史大辞典　全4巻   …………………………………………  48  
  明治天皇紀　全13巻   ………………………………………………  48  
  アジア・太平洋戦争辞典   ……………………………………………  48  
  奄美諸島編年史料　古琉球期編　下   ……………………………  48  
  奄美諸島編年史料　古琉球期編　上   ……………………………  48  
  日本生活史辞典   ……………………………………………………  49  
  日本メディア史年表   ………………………………………………  54  
  平安時代記録語集成　上・下（全2巻）   ……………………………  60  
  天皇の美術史　全6巻   ……………………………………………  64  
  日本史総合年表　第三版   …………………………………………  70  
  日本歴史災害事典   …………………………………………………  70  
  日本近世人名辞典   …………………………………………………  70  
  日本近現代人名辞典   ………………………………………………  70  

  わ  

  早稲田大学出版部  
  日本占領下の中国ムスリム：華北および蒙疆における民族政策と女子教育      48  
  犬神考：迷信に対する人々の意識の変容    …………………………  49  
  リーダーシップの探求   ……………………………………………  54  
  環境政策のクロニクル：水俣病問題からパリ協定まで   …………  56  
  SDGs時代の経営管理と心根  ………………………………………  58  
  産業組織研究：日本経済再生の指針   ………………………………  58  
  早稲田ラグビー百年史   ……………………………………………  65  
  ロマンス言語学概論   ………………………………………………  67  
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「専門書カタログブックフェア」注文書

お名前 お電話

ご住所またはご連絡先

●「専門書カタログブックフェア」の対象商品は、本カタログ掲載商品に限ります。
●書名、ご注文数などを記入の上、生協書籍カウンターにお持ち下さい。

（期間：2019年12月2日～2020年2月29日）

書　　　　名商品NO. 巻　　数 出　版　社 税込価格 税込組価 ご注文数

店舗のご担当者様へ この用紙は取次・出版社への注文には使用しないで下さい。

（お名前、ご住所などの個人情報は、お客様へのご連絡以外の用途には使用いたしません）

店名

お支払い区分

□にチェックし、必要事項をご記入下さい
　□私費
　□公費：□見積書̶̶̶通　□納品書̶̶̶通　□請求書̶̶̶通
　　　　　書類の宛名：̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
　　　　　日付：□有り（̶̶̶年̶̶̶月̶̶̶日）　□無し
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