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平成13年 7 月～ 9 月に寄贈を受けた本学教官の
著書を紹介いたします。
（敬称略, 寄贈者五十音順, 〔 〕内は配架場所と
配架番号です。）

秋根康之（臨床医学系）

・がん看護マニュアル 改訂版 / 岡崎伸生, 柿川
房子責任編集. 学習研究社, 2001（ナーシン
グ・マニュアル ; 第1巻）〔医学 492.9-N55〕

板井悠二（臨床医学系）

・Hepatobiliary diseases : pathophysiology and
imaging / edited by Kunio Okuda ...[et al.]
Blackwell Science, c2001〔医学 493.47-O54〕

臼山利信（現代語・現代文化学系）

・1997年度高等学校のロシア語科目設置校に関
する研究資料. 筑波大学現代語・現代文化学
系, 2001〔中央 375.893-U95〕
・日本の中等教育における英語以外の外国語教
育. 東京大学大学院人文社会系研究科米重文
樹研究室, 1999〔中央 375.89-U95〕

小野　基（哲学・思想学系）

・辞典編纂 No.8 / 東京外国語大学アジア・ア
フリカ言語文化研究所辞典編纂プロジェクト
[編]. 東京外国語大学アジア・アフリカ言語
文化研究所, 1996〔中央 181-To46〕
・Prajnakaraguptas Erklarung der Definition
gultiger Erkenntnis (Pramanavarttikalamkara
zu Pramanavarttika II 1-7) Teil 1. Verlag der
Osterreichischen Akademie der Wissenschaften,
2000 (Sitzungsberichte ; 678) (Beitrage zur
Kultur- und Geistesgeschichte Asiens ; Nr.
34)(Materialien zur Definition gultiger
Erkenntnis in der Tradition  Dharmakirtis ; 3)
〔中央 181-O67-1〕

五十殿利治（芸術学系）

・日本のアヴァンギャルド芸術 : ＜マヴォ＞と
その時代. 青土社, 2001〔中央,体芸702.16-O64〕

金子　守（教育学系）

・筑波大学附属学校教育研究史・資料目録 A～
J, CD-ROM. 筑波大学学校教育部, 2001〔中央
本学, 体芸参考 376-Ts66〕

川那部保明（現代語・現代文化学系）

・Ecritures France-Japon / etudes rassemblees
et presentees par Yasuaki Kawanabe, Jean-
Pierre Giusto, Edmond Nogacki. CAMELIA,
c1999 (Recherches Valenciennoises ; 1)〔中
央 704-Ka96〕

桜井茂男（心理学系）

・心理学ワールド入門. 福村出版, 2001〔中央
140-Sa47〕

清水一彦（教育学系）

・教育と人権. 紫峰図書, 2001〔中央 373.2-Sh49〕
・大学教育の再生をめざす : FD実践事例に学
ぶ．紫峰図書, 2001〔中央 377.15-Sh49〕

竹村牧男（哲学・思想学系）

・唯識のこころ : 『観心覚夢鈔』を読む. 春秋
社, 2001（新・興福寺仏教文化講座 ; 4）〔中
央 188.21-R96〕

・良寛さまと読む法華経. 大東出版社, 2001〔中
央 183.3-Ta63〕

田島　裕（社会科学系）

・英米法判例の法理論. 信山社, 2001（著作集 ;
8)〔大塚 320.933-Ta26〕

津田幸男（現代語・現代文化学系）

・英語支配の構造. 第三書館, 1990〔中央 830.4-
Ts34〕

・英語支配への異論 : 異文化コミュニケーショ
ンと言語問題. 第三書館, 1993〔中央 830.4-
Ts34〕

・英語下手のすすめ : 英語信仰はもう捨てよ
う．ベストセラーズ, 2000（ワニのNEW新
書; 023）〔中央 830.4-Ts34〕

・侵略する英語反撃する日本語 : 美しい文化を
どう守るか. PHP研究所, 1996〔中央 830.4-
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Ts34〕
・日本人と英語 : 英語化する日本の学際的研究.
国際日本文化研究センター, 1998 （日文研叢
書 ; 14）〔中央 830.4-Ts34〕

・パターン活用ビジネス英語スピーチ. 創元社,
1988〔中央 837.8-Ts34〕
・パターン活用やさしい英語スピーチ. 創元社,
1994〔中央 837.8-Ts34〕
・ Language inequality and distortion in
intercultural communication : a critical theory
approach. J. Benjamins Pub. Co., 1986
(Pragmatics & beyond : an interdisciplinary
series of language studies ;  VII:7)〔中央
801.2-P88-VII-7〕

森岡理右（名誉教授）

・白魚よ還れ. 霞ヶ浦水質浄化推進振興財団,
2001〔中央, 体芸, 医学 519.4-Mo62〕

山田重郎（歴史・人類学系）

・歴史学の現在古代オリエント / 前田徹[ほか]
共著. 山川出版社, 2000〔中央 228.1-Ma26〕
・The construction of the Assyrian empire : a
historical study of the inscriptions of
Shalmanesar III (859-824 B.C.) relating to his
campaigns to the West. Brill, 2000 (Culture
and history of the ancient Near East ; v. 3)
〔中央 288.1-Y19〕
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筑波大学附属図書館報

〔学外〕

平成13年度第 3 回国立大学図書館協議会理事会

10月25日（木）大阪大学附属図書館本館ホールに
おいて，大阪大学の当番で開催されました。
〔報告〕○事業計画の実施状況について○国立大
学図書館協議会賞受賞者選考委員会報告○国立大
学図書館協議会海外派遣者選考委員会報告○特別
委員会報告 ─ ①著作権特別委員会報告②国際情
報アクセス特別委員会報告③図書館高度情報化特
別委員会報告④電子ジャーナルタスクフォース報
告 ─ ○各地区協議会報告○国公私立大学図書館
協力委員会報告○日本図書館協会関連報告○その
他①国立七大学図書館協議会報告②文献画像電送
システムについて③第３回「法人格取得問題に関
する附属図書館懇談会」報告
〔協議〕○総会の運営について○第48回総会の理
事会付託事項について○グローバルILL/DDの実
施のための米国との協議について○SPARC(the
Scholarly Publishing and Academic Resources
Coalition)及び ISCF(International Scholarly

Communications Forum) への対応について○第
49回総会について

第34回関東地区国立大学附属図書館事務

（部・課）長会議

11月 9 日（金）茨城大学茨苑会館において，茨城
大学の当番で開催されました。
〔報告〕○平成13年度第 3 回国立大学図書館協議
会理事会について○第35回関東地区国立大学附属
図書館職員研修会について○国公私立大学図書館
協力委員会の活動について○ＳＤ－21サブコンソ
ーシアムについて○国大図協電子ジャーナル・タ
スクフォースの活動について
〔協議〕○電子ジャーナルの導入とコンソーシア
ムの形成について○附属図書館が関与する情報リ
テラシー教育のあり方について○国立大学の国立
大学法人（仮称）化における附属図書館の中期目
標・中期計画について○関東地区国立大学地区行
事当番の変更について○平成15年度第50回国立大
学図書館協議会総会当番館について


