
刊行中 UP plus

完結 現代の臨床心理学【全5巻】
下山　晴彦シリーズ 編者代表、金沢　吉展 シリーズ編者、沢

宮　容子 シリーズ編者

刊行中 シリーズ・グローバルヒストリー【全9巻】

刊行中 日本の開発協力史を問いなおす【全7巻】

刊行中 シリーズ　超高齢社会のデザイン

刊行中 大学数学の入門

刊行中 大学数学の世界

刊行中 基礎数学

刊行中 古語大鑑【全4巻】 築島　裕 編集委員会代表

完結 文化政策の現在【全3巻】 小林　真理 編

完結 人種神話を解体する【全3巻】 竹沢　泰子 編者代表

完結 シリーズ精神医学の哲学【全3巻】 石原　孝二 編者代表

完結 メガシティ【全6巻】 村松　伸 編

完結 保育学講座【全5巻】 日本保育学会 編

完結 デジタル・スタディーズ【全3巻】 石田　英敬 編、吉見　俊哉 編、マイク・フェザーストーン 編

完結 日韓関係史　1965-2015【全3巻】

完結 現代インド【全6巻】 田辺　明生 編者代表

完結 人文知【全3巻】
秋山　聰 編、唐沢　かおり 編、熊野　純彦 編、佐藤　健二

編、野崎　歓 編、林　徹 編

完結 知の生態学的転回【全3巻】
村田　純一 編、佐々木　正人 編、河野　哲也 編、染谷　昌義

編

完結 シリーズ図書館情報学【全3巻】 根本　彰 編

完結 シリーズ福祉社会学【全4巻】
武川　正吾 編、副田　義也 編、藤村　正之 編、庄司　洋子

編

完結 東アジア海域に漕ぎだす【全6巻】 小島　毅 監修

完結 ユーラシア世界【全5巻】
塩川　伸明 編集委員、小松　久男 編集委員、沼野　充義 編集

委員

完結 ワークショップと学び【全3巻】 苅宿　俊文 編、佐伯　胖 編、高木　光太郎 編

完結 発達科学入門【全3巻】
高橋　惠子 編、湯川　良三 編、安藤　寿康 編、秋山　弘子

編

完結 現代の階層社会【全3巻】
佐藤　嘉倫 編、尾嶋　史章 編、石田　浩 編、近藤　博之

編、中尾　啓子 編、斎藤　友里子 編、三隅　一人 編

完結 公共する人間【全5巻】

完結 現代日本の紛争処理と民事司法【全3巻】 村山　眞維 編集代表

完結 サステイナビリティ学【全5巻】
小宮山　浩 編、武内　和彦 編、住　明正 編、花木　啓祐

編、三村　信男 編

完結 伝統都市【全4巻】 吉田　伸之 編、伊藤　毅 編

完結 社会保障と経済【全3巻】 宮島　洋 編、西村　周三 編、京極　高宣 編

完結 シリーズ20世紀中国史【全4巻】 飯島　渉 編著、久保　亨 編著、村田　雄二郎 編著

完結 希望学【全4巻】 東大社研 編、玄田　有史 編、宇野　重規 編、中村　尚史 編

完結 死生学【全5巻】
島薗　進 編集代表、竹内　整一 編集代表、小佐野　重利 編集

代表

完結 日本の哺乳類学【全3巻】 大泰司　紀之 監修、三浦　慎悟 監修

完結 質的心理学講座【全3巻】
無藤　隆 編、麻生　武 編、やまだ　ようこ 編、サトウ　タツ

ヤ 編、南　博文 編

完結 シリーズ脳科学【全6巻】 甘利　俊一 編

完結 政治空間の変容と政策革新【全6巻】 高橋　進 編、大串　和雄 編、城山　英明 編

完結 日独関係史 1890-1945【全3巻】 工藤　章 編、田嶋　信雄 編

完結 近代日本の思想家【全11巻】

完結 シリーズ国際関係論【全5巻】 猪口　孝 編

完結 コレクション認知科学【全12巻】

戸田　正直 編集委員、東　洋 編集委員、波多野　誼余夫 編集

委員、長尾　真 編集委員、佐伯　胖 編集委員、大津　由紀雄

編集委員、辻井　潤一 編集委員

完結 法の再構築【全3巻】 渡辺　浩 編、江頭　憲治郎 編

完結 シリーズ物語り論【全3巻】 宮本　久雄 編、金　泰昌 編

完結 歴史の描き方【全3巻】 ひろた　まさき 監修、キャロル・グラック 監修



刊行中 UT Physics 青木　秀夫 編、風間　洋一 編、佐野　雅己 編、須藤　靖 編

完結 ゲーデルと20世紀の論理学【全4巻】 田中　一之 編

刊行中 行政学叢書【全12巻】 西尾　勝 編

完結 公共哲学【第3期　全5巻】

完結 公共哲学【第2期　全5巻】

完結 公共哲学【第1期　全10巻】 佐々木　毅 編、金　泰昌 編

完結 がん研究のいま【全4巻】
鶴尾　隆 編集代表、谷口　維紹 編集代表、秋山　徹 編集幹

事、宮園　浩平 編集幹事

完結 非線形・非平衡現象の数理【全4巻】 三村　昌泰 監修

完結 史料で読む　アメリカ文化史【全5巻】 亀井　俊介 編集代表、鈴木　健次 編集代表

完結 融ける境　超える法【全5巻】 渡辺　浩 編集代表、江頭　憲治郎 編集代表

完結 シリーズ　都市・建築・歴史【全10巻】 鈴木　博之 編、石山　修武 編、伊東　毅 編、山岸　常人 編

完結 講座　日本美術史【全6巻】
佐藤　康宏 編、板倉　聖哲 編、長岡　龍作 編、玉蟲　敏子

編、木下　直之 編

完結 イスラーム地域研究叢書【後期4巻　全8巻】

佐藤　次高 編集委員、小松　久男 編集委員、私市　正年 編集

委員、三浦　徹 編集委員、酒井　啓子 編集委員、加藤　博 編

集委員、赤堀　雅幸 編集委員、林　佳世子 編集委員

完結 イスラーム地域研究叢書【前期4巻　全8巻】

佐藤　次高 編集委員、小松　久男 編集委員、私市　正年 編集

委員、三浦　徹 編集委員、酒井　啓子 編集委員、加藤　博 編

集委員、赤堀　雅幸 編集委員、林　佳世子 編集委員

刊行中 国際政治講座【全4巻】 藤原　帰一 編、李　鍾元 編、古城　佳子 編、石田　淳 編

完結 日本史講座【全10巻】 歴史学研究会 編、日本史研究会 編

完結 島の生活世界と開発【全4巻】
大塚　柳太郎 編集委員、篠原　徹 編集委員、松井　健 編集委

員

完結 コレクション数学史【第1期　全5巻】

完結 現代南アジア【全6巻】

完結 シリーズ　言語科学【全5巻】 『シリーズ言語科学』編集委員会 編

完結 国際社会【全7巻】 宮島　喬 編、小倉　充夫 編、加納　弘勝 編、梶田　孝道 編

完結 講座　臨床心理学【全6巻】 下山　晴彦 編、丹野　義彦 編

完結 シリーズ　言語態【全6巻】

完結 日本の地形【全7巻】

貝塚　爽平 編、太田　陽子 編、小疇　尚 編、小池　一之

編、鎮西　清高 編、野上　道男 編、町田　洋 編、松田　時彦

編、米倉　伸之 編

完結 日本経済史【全6巻】 石井　寛治 編、原　朗 編、武田　晴人 編

完結 越境する知【全6巻】 栗原　彬 編、小森　陽一 編、吉見　俊哉 編

完結 社会科学の理論とモデル【全12巻】 小林　良彰 編集代表

完結 日本の階層システム【全6巻】
盛山　和夫 編、原　純輔 編、今田　高俊 編、海野　道郎

編、高坂　健次 編、近藤　博之 編、白倉　幸男 編

完結 日英交流史1600-2000【全5巻】 細谷　千博 監修、イアン・ニッシュ 監修

完結 表象のディスクール【全6巻】 小林　康夫 編、松浦　寿輝 編

完結 現代中国の構造変動【全8巻】 毛里　和子 編者代表

完結 多様性の植物学【全3巻】 岩槻　邦男 編、加藤　雅啓 編

刊行中 言語と計算【全5巻】 辻井　潤一 編

完結 講座社会学【全16巻】 北川　隆吉 監修、塩原　勉 監修、蓮見　音彦 監修

完結 情報社会の文化【全4巻】
青木　保 編、内田　隆三 編、越智　貢 編、柏木　博 編、梶

原　景昭 編、島薗　進 編、嶋田　厚 編、吉見　俊哉 編

完結 先進諸国の社会保障【全7巻】

完結 20世紀システム【全6巻】 東京大学社会科学研究所 編

完結 丸山眞男講義録【全7冊】

完結 法の臨界【全3巻】 井上　達夫 編、嶋津　格 編、松浦　好治 編

完結 多体電子論【全3巻】 青木　秀夫 監修

完結 科学技術社会論の挑戦【全3巻】
藤垣　裕子 責任編集、小林　傳司 協力編集、塚原　修一 協力

編集、平田　光司 協力編集、中島　秀人 協力編集
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