
令和2年度 和図書卒業記念図書一覧

「ピーターと狼」の点と線 : プロコフィエフと20世紀 : ソ連、おとぎ話、ディズニー映画 音楽之友社 2021.7 764.31/キ1

「復興のエンジン」としての観光 : 「自然災害に強い観光地」とは 創成社 2021.1 688/フ2

2030年ジャック・アタリの未来予測 : 不確実な世の中をサバイブせよ! プレジデント社 2017.8 304/ア3

47都道府県・発酵文化百科 丸善出版 2021.6 383.8/キ4

Cubase 11 SERIES徹底操作ガイド : やりたい操作や知りたい機能からたどっていける便
利で詳細な究極の逆引きマニュアル : Windows/macOS/Pro/Artist/Elements/AI/LE　（ 
The best reference books extreme ）

リットーミュージック 2021.3 763.9/フ5

Essential細胞生物学 南江堂 2021.7 463/エ6

Illustratorデザインレシピ集 技術評論社 2021.4 549.928/オ7

Life 3.0 : 人工知能時代に人間であるということ 紀伊國屋書店 2020.1 401/テ8

MaaSが地方を変える : 地域交通を持続可能にする方法 学芸出版社 2021.9 681/モ9

MaaSが都市を変える : 移動×都市DXの最前線 学芸出版社 2021.3 681/マ10

MaaS入門 : まちづくりのためのスマートモビリティ戦略 学芸出版社 2019.8 681/モ11

MaaSモビリティ革命 : 60分でわかる! 技術評論社 2021.4 681/ク12

MNISTから始める深層学習PyTorch : 機械学習用データセットMNISTを自作アプリを動か
して体感!　（ インプレスR&D「next publishing」 ）

インプレス (発売) 2021.6 401/コ13

oneM2Mハンドブック : 水平連携型IoTシステムの標準規格と実装 森北出版 2021.1 547.8/ワ14

PyTorch自然言語処理プログラミング : word2vec/LSTM/seq2seq/BERTで日本語テキスト
解析!　（ Impress top gear ）

インプレス 2021.3 549.928/シ15

PyTorchとfastaiではじめるディープラーニング : エンジニアのためのAIアプリケーション開
発

オーム社 (発売) 2021.5 401/ハ16

Raspberry Piクックブック--第3版　（ Make: projects ） オーム社 (発売) 2021.3 549.92/モ17

SDGs時代の持続学のすすめ : あてになる人間への挑戦 コロナ社 2020.2 519.5/エ18
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SDGsの本質 : 企業家と金融によるサステナビリティの追求 中央経済グループパブリッシング (発
売) 2020.7

335.15/エ19

Unityゲームプログラミング・バイブル : ゲームの開発現場で即実践できるスキルが身につ
く--2nd generation

ボーンデジタル 2021.6 798/ユ20

新しい環境科学 : 環境問題の基礎知識をマスターする--新版 駿河台出版社 2021.3 519.5/ス21

アメリカ演劇、劇作家たちのポリティクス : 他者との遭遇とその行方 金星堂 2020.6 772.33/キ22

あるかしら書店 ポプラ社 2017.6 726.5/ヨ23

アントン・ブルックナー : 魂の山嶺--新装版 春秋社 2021.6 762.4/タ24

維新の衝撃 : 幕末〜明治前期　（ 近代日本宗教史--第1巻 ） 春秋社 2020.9 160.21/キ/125

イスラーム・ガラス 名古屋大学出版会 2020.9 751.5/シ26

イタリアのデザイン思考とデザインマネジメント 三恵社 2021.3 501.8/コ27

いちばん親切な音楽記号用語事典 新星出版社 2021.7 761.2/イ28

移動革命 : MaaS、CASEはいかに巨大市場を生み出すか　（ NHK出版新書--616 ） NHK出版 2020.5 681/イ29

異文化経営の世界 : その理論と実践 白桃書房 2010.3 335.2/イ30

異文化コラボレーターの仕事 : 合併はなぜうまくいかないのか 中央経済社 2004.4 335.2/ウ31

移民が導く日本の未来 : ポストコロナと人口激減時代の処方箋 明石書店 2020.8 334.41/メ32

インターナルブランディング : ブランド・コミュニティの構築 = Internal branding 中央経済社 675/ス33

エアライン・ビジネス入門--第2版 晃洋書房 2021.4 687/エ34

英国の人事管理・日本の人事管理 : 日英百貨店の仕事と雇用システム 東京大学出版会 2021.2 335.95/サ35

絵本がひらく心理臨床の世界 : こころをめぐる冒険へ 新曜社 2020.10 149/マ36
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エレクトロニクスの基礎物理 : 量子力学・統計力学入門　（ 新・電子システム工学--TKR-
2 ）

数理工学社 429.1/ス37

エンジニアが学ぶ生産管理システムの「知識」と「技術」 翔泳社 2021.4 509.6/イ38

演習!本気の製造業「管理会計と原価計算」 : 経営改善のための工業簿記練習帳 日刊工業新聞社 2021.7 679.7/ヨ39

オークション理論とデザイン 東洋経済新報社 2007.11 331.19/ミ40

おべんとうバス　（ 大きな大きな絵本--25 ） チャイルド本社 2009.1 C10/チ41

おやさいどうぞ　（ しかけえほんシリーズ--. 大型えほん||オオガタ エホン ） コクヨ 2020.5 C10/コ42

オルガン奏法 : パイプでしゃべろう!パイプで歌おう! 道和書院 2020.1 763.35/ホ43

音楽用語・作曲家 : エッセンシャル・ディクショナリー ヤマハミュージックエンタテインメント
ホーディングス 2021.4

760.3/ハ44

音楽力を伸ばす「譜読み」の基本 : 楽譜攻略13のステップ ヤマハミュージックエンタテインメント
ホールディングス 2021.10

761.2/ヤ45

音響・音楽心理学　（ シリーズ心理学と仕事 / 太田信夫監修--19 ） 北大路書房 2021.3 140.8/シ/1946

会計・監査研究の展開 同文舘出版 2021.1 679.9/カ47

変える技術、考える技術 実業之日本社 2021.6 159/タ48

科学で読み解くクラシック音楽入門 技術評論社 2021.5 761/ヨ49

科学史事典 = Encyclopedia of the history of science 丸善出版 2021.5 402/カ50

楽譜から音楽へ : バロック音楽の演奏法 道和書院 2018.1 762.3/ク51

額縁の歴史 青幻舎 2021.5 724.9/ク52

家族支援・自立支援・地域支援と当事者参画　（ シリーズみんなで育てる家庭養護 : 里
親・ファミリーホーム・養子縁組 / 相澤仁編集代表--5 ）

明石書店 2021.4 369.4/カ53

家庭環境と行動発達　（ ふたご研究シリーズ--第3巻 ） 創元社 2021.5 141.9/カ54
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ガリヴァーとオリエント : 日英図像と作品にみる東方幻想 法政大学出版局 2018.3 930.28S/チ55

カリキュラム研究事典 ミネルヴァ書房 2021.7 375/カ56

環境政策論講義 : SDGs達成に向けて 東京大学出版会 2020.2 519.5/カ57

環境マネジメント・コントロール : 善行の内省と環境コスト・マネジメント 中央経済グループパブリッシング (発
売) 2020.2

519.5/ア58

観光を科学する : 観光学批判　（ 観光を見る眼--創刊号 ） 晃洋書房 2021.5 688/ヤ59

観光人類学のフィールドワーク : ツーリズム現場の質的調査入門 ミネルヴァ書房 2021.5 688/カ60

観光地誌学 : 観光から地域を読み解く 二宮書店 2021.3 688/イ61

観光地理学入門 : 美観の観光資源の活用 同文舘出版 2021.3 688.04/イ62

監査業務の法的考察 日本公認会計士協会出版局 2021.6 679.9/ヤ63

機械学習のための関数解析入門 : ヒルベルト空間とカーネル法 内田老鶴圃 2021.4 415.5/セ64

機械学習・深層学習による画像認識の基本と原理 : ゼロからわかる、全体像が見える ソシム 2021.8 401/カ65

基本から学ぶ地域探究論　（ Minerva text library--71 ） ミネルヴァ書房 2021.6 361.48/ア66

共感力を育む : デジタル時代の子育て ひとなる書房 2021.10 379.9/ホ67

教養と生命 : 大正期　（ 近代日本宗教史--第3巻 ） 春秋社 2020.11 160.21/キ/368

Google (グーグル) Colaboratory (コラボラトリー) で学ぶ!あたらしい人工知能技術の教科
書 : 機械学習・深層学習・強化学習で学ぶAIの基礎技術　（ AI & Technology ）

翔泳社 2021.9 401/ア69

くだものどうぞ　（ しかけえほんシリーズ--. 大型えほん||オオガタ エホン ） コクヨ 2020.5 C10/コ70

クラシック作曲家列伝 : バッハからラヴェルまで12人の天才たちの愉快な素顔 マール社 2021.7 762/ヤ71

比べて愉しい国語辞書ディープな読み方 : 国語辞書ほど面白い遊び道具はない! 河出書房新社 2021.4 813.1/ナ72

グリーンスローモビリティ : 小さな低速電動車が公共交通と地域を変える 学芸出版社 2021.5 685.5/ク73
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クリスマス : みんなであそべるかくれんぼ絵本　（ 大型絵本--. { I spy / ジーン・マルゾー
ロ文 ; ウォルター・ウィック写真 ; 糸井重里訳 } ;  ）

小学館 2015.12 C10/シ74

グローバル組織・人材マネジメント : 新興国進出のための 東洋経済新報社 2011.12 335.95/ク75

建築シンボリズム : 帝政ローマと中世における 中央公論美術出版 2002.2 523.03/ス76

公共交通が人とまちを元気にする : 数字で読みとく!富山市のコンパクトシティ戦略 学芸出版社 2021.6 681.8/コ77

公共部門の統合報告と管理会計の変容 : 旧制度派経済学と新制度派社会学　（ CIPFA 
Japan textbook--No.4 ）

関西学院大学出版会 2021.8 335.96/カ78

語源とイラストで覚える理系英単語BOOK ベレ出版 2021.4 407/シ79

国家と信仰 : 明治後期　（ 近代日本宗教史--第2巻 ） 春秋社 2021.1 160.21/キ/280

言葉を歌う : グレゴリオ聖歌セミオロジーとリズム解釈 教文館 2021.3 765.6/サ81

子どものこころがみえてくる保育実践事典 : 「遊び」から「園運営」まで保育のすべてがわ
かる--改訂版

鈴木出版 2018.7 376.1/コ82

子どものための認知行動療法ワークブック : 上手に考え、気分はスッキリ 金剛出版 2020.4 149.8/ス83

昆虫レファレンス事典--3 日外アソシエーツ 2021.6 486.033/コ/384

コンテンツツーリズム : メディアを横断するコンテンツと越境するファンダム 北海道大学出版会 2021.3 688.4/コ85

コンメンタール民事訴訟法--1--第3版 日本評論社 2021.5 327.2/キ86

最強の経験学習 : ハーバード大卒の教授が教える、コルブ式学びのプロセス 辰巳出版 2018.9 159/コ87

最強のブランディングデザイン　（ Seibundo mook--. デザインノート : 最新デザインの表現
と思考のプロセスを追う||デザイン ノート : サイシン  ）

誠文堂新光社 2021.8 674.92/サ88

最新図解で早わかりMaaSがまるごとわかる本 ソーテック社 2020.5 681/ク89

サステナブルファイナンス原論 金融財政事情研究会 338.14/シ90

産業保健マニュアル--改訂8版 南山堂 2021.6 498.8/サ91
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師としてのリスト : 弟子ゲレリヒが伝える素顔のマスタークラス 音楽之友社 2021.6 762.9/ケ92

次世代モビリティの経済学 : マーケットデザインによる制度設計 日経BPマーケティング (発売) 2021.6 685.5/タ93

実践OpenCV 4 for Python : 画像映像情報処理と機械学習 カットシステム 2021.1 549.928/ナ94

集合知の経営 : 日本企業の知識管理戦略 文眞堂 2009.10 335.91/ホ95

樹木土壌学の基礎知識 講談社 2021.7 652.3/ホ96

醸造の事典 = Encyclopedia of jozo 朝倉書店 2021.6 588.51/シ97

情報とインセンティブの経済学 = Economics of information and incentives　（ 有斐閣ストゥ
ディア ）

有斐閣 2020.7 331/イ98

植物育種学　（ 朝倉農学大系 / 大杉立, 堤伸浩監修--1 ） 朝倉書店 2021.8 615.3/シ99

神秘劇をオペラ座へ : バルトークとバラージュの共同作品としての「青ひげ公の城」 松籟社 2019.7 766.1/オ100

人文主義の系譜 : 方法の探究 法政大学出版局 2021.8 311.23/コ101

人類が滅ぼした動物の図鑑 丸善出版 2021.6 482/マ102

人類の悲しみと対峙するダークツーリズム入門ガイド いろは出版 2016.6 290.9/シ103

すごい植物最強図鑑 中央公論新社 2021.7 470/ス104

スタイルのあるブランディングデザイン : ターゲットの心を摑む = Branding with style : 
branding that captivates the hearts of consumers

パイインターナショナル 2021.4 674.92/ス105

スポーツ栄養学ハンドブック 東京大学出版会 2021.9 781.9/ヘ106

スポーツツーリズム・ハンドブック 学芸出版社 2015.8 688/ス107

西洋人物レファレンス事典--思想・哲学・歴史篇 日外アソシエーツ 283.03/セ108

世界を旅したマジョリカ陶器 : 鎖国期のアルバレルロと天正遣欧少年使節 清文堂出版 2020.3 751.3/マ109

世界の人権問題史事典 : トピックス1776-2020 日外アソシエーツ 2021.5 313.19/セ110
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世界観の作り方 : アイデア出しからデザインまでわかりやすいコンセプトアート入門 翔泳社 2021.5 726.5/ユ111

設計・開発・品質管理者のための基本機能ハンドブック : 品質工学・タグチメソッドで品質
問題撲滅

日本規格協会 2021.6 509.66/シ112

設計者が語る「楽器学のすすめ」　（ こうして管楽器はつくられる ） ヤマハミュージックエンタテインメント
ホールディングス出版部 2019.8

582.7/タ113

センサ工学の基礎--第3版 オーム社 2019.12 501.22/ヤ114

戦争孤児たちの戦後史 吉川弘文館 2020.8 369.14/セ/1115

戦争孤児たちの戦後史 吉川弘文館 2020.9 369.14/セ/2116

戦争孤児たちの戦後史 吉川弘文館 2021.3 369.14/セ/3117

戦争の時代 : 昭和初期～敗戦　（ 近代日本宗教史--第4巻 ） 春秋社 2021.5 160.21/キ/4118

戦略決定の本質 文眞堂 1998.4 335.91/シ119

ソーシャルメディア・スタディーズ 北樹出版 2021.5 401/ソ120

それしかないわけないでしょう 白泉社 2018.11 C10/ハ121

損益の区分シフト : 経常利益の調整実態と株価への影響 中央経済社 679.4/キ122

大学的オーストラリアガイド : こだわりの歩き方 昭和堂 2021.6 297.1/タ123

大学的やまぐちガイド : 「歴史と文化」の新視点 昭和堂 2011.3 217.7/タ124

大気環境の事典 朝倉書店 2019.9 519.55/タ125

大系租税法--第3版 中央経済社 345.1/ミ126

だいじょうぶ自分でできる怒りの消火法ワークブック　（ 子どもの認知行動療法 : イラスト
版--2 ）

明石書店 2009.9 J371.45/コ/2127

だいじょうぶ自分でできる後ろ向きな考えの飛びこえ方ワークブック　（ 子どもの認知行動
療法 : イラスト版--4 ）

明石書店 2009.12 J371.45/コ/4128
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だいじょうぶ自分でできるこだわり頭「強迫性障害」のほぐし方ワークブック　（ 子どもの認
知行動療法 : イラスト版--3 ）

明石書店 2009.12 J371.45/コ/3129

だいじょうぶ自分でできる嫉妬の操縦法ワークブック　（ 子どもの認知行動療法 : イラスト
版--7 ）

明石書店 2016.1 J371.45/コ/7130

だいじょうぶ自分でできる失敗の乗りこえ方ワークブック　（ 子どもの認知行動療法 : イラ
スト版--8 ）

明石書店 2016.1 J371.45/コ/8131

だいじょうぶ自分でできる心配の追いはらい方ワークブック　（ 子どもの認知行動療法 : イ
ラスト版--1 ）

明石書店 2009.9 J371.45/コ/1132

だいじょうぶ自分でできる眠れない夜とさよならする方法ワークブック　（ 子どもの認知行
動療法 : イラスト版--5 ）

明石書店 2010.2 J371.45/コ/5133

だいじょうぶ自分でできる悪いくせのカギのはずし方ワークブック　（ 子どもの認知行動療
法 : イラスト版--6 ）

明石書店 2010.2 J371.45/コ/6134

代替プロテインによる食品素材開発 : 植物肉・昆虫食・藻類利用食・培養肉が導く食のイノ
ベーション

エヌ・ティー・エス 2021.7 588/タ135

だるまちゃんとてんぐちゃん　（ こどものとも劇場 ） 福音館書店 2016.12 C10/フ136

ダンス解剖学--第2版　（ 新スポーツ解剖学シリーズ ） ベースボール・マガジン社 2021.4 766.9/ハ137

団体旅行の文化史 : 旅の大衆化とその系譜 創元社 2021.9 384.37/ヤ138

地域金融機関の収益力 : 経営再編と将来像 勁草書房 2021.5 338.62/ホ139

地域金融の経済学 : 人口減少下の地方活性化と銀行業の役割 慶應義塾大学出版会 2021.7 338.6/オ140

チェロの100年史 : 1740〜1840年の技法と演奏実践 道和書院 2020.5 763.44/ウ141

地球環境陸・海の生態系と人の将来 雄山閣 2019.7 519.5/チ142

地球環境学入門--第3版 講談社 2020.12 450/ヤ143

地図とデータで見るSDGsの世界ハンドブック 原書房 2020.7 333.8/ウ144

地図とデータで見る人口の世界ハンドブック 原書房 2021.9 334.3/ヒ145
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地図リテラシー入門 : 地図の正しい読み方・描き方がわかる ベレ出版 2021.8 448.9/ハ146

知性改善論 : 神、人間とそのさいわいについての短論文 みすず書房 2018.2 135.2/ス147

ちゅーちゅー　（ 大きな絵本 ） 鈴木出版 2010.1 C10/ス148

鳥獣戯画を読む 名古屋大学出版会 2021.2 721.2/イ149

ディテールから考える構造デザイン 学芸出版社 2021.4 524/カ150

データサイエンスのための確率統計　（ 探検データサイエンス ） 共立出版 2021.7 417/オ151

テーマ・ジャンルからさがす児童文学 DBジャパン 2021.4 019.5/テ152

デザインはどのように世界をつくるのか フィルムアート社 2021.3 757/ハ153

デジタル経営学入門--IT経営, eビジネス, マーケティング編 学文社 2021.4 335.91/オ154

手帳と手書き譜から辿るフランシスコ・タレガ伝 現代ギター社 2021.7 762.6/テ155

哲学の25年 : 体系的な再構成　（ 叢書・ウニベルシタス--1131 ） 法政大学出版局 2021.9 134.3/フ156

徹底的に数字で考える。 : 仕事の質とスピードが激変する思考習慣 フォレスト出版 2020.2 335.019/フ157

てぶくろ : ウクライナ民話　（ 傑作絵本劇場--. ロシアの絵本||ロシア ノ エホン ） 福音館書店 2020.1 C10/フ158

電気事業便覧--2020年版 経済産業調査会 2021.3 540.9/テ159

電気鉄道ハンドブック--改訂 コロナ社 2021.5 546.036/テ160

電波システム工学　（ 電子情報通信レクチャーシリーズ / 電子情報通信学会編--D-15 ） コロナ社 2020.9 548/カ161

ドイツ企業の統治と経営 = Corporate Governance und Management in deutschen 
Unternehmen

中央経済社 335.0234/ト162

陶芸家150人 : 2020年現代日本の精鋭たち　（ 別冊炎芸術 ） 阿部出版 2020.10 751.3/ト163

都市科学事典 春風社 2021.2 318.7/ト164
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どんぐりむらのどんぐりえん : 大型絵本 学研プラス 2020.9 C10/カ165

日本人物レファレンス事典--武術・体育・スポーツ篇 日外アソシエーツ 2021.6 281.03/ニ166

日本人の情報行動 = Information behavior 2020 in Japan--2020 東京大学出版会 2021.8 401/ニ/2020167

日本人の情報行動--2010 東京大学出版会 1997.4- 401/ニ/2010168

日本人の情報行動--2015 東京大学出版会 1997.4- 401/ニ/2015169

日本村 : 1960-2020--新版 平凡社 2020.11 748/ヤ170

入門講義倫理学の視座　（ Sekaishiso seminar ） 世界思想社 2000.10 150/ニ171

認知行動療法「ベーシック」 : コミュニケーションのあり方と効果的なカウンセリングスキル 金子書房 2021.9 149.8/タ172

認知能力と学習　（ ふたご研究シリーズ--第1巻 ） 創元社 2021.2 143/ニ173

敗戦から高度成長へ : 敗戦〜昭和中期　（ 近代日本宗教史--第5巻 ） 春秋社 2021.3 160.21/キ/5174

PyTorch (パイトーチ) ではじめるAI開発 シーアンドアール研究所 2021.7 401/サ175

はじめてのデザイン思考 : 基本BOOK&実践CARDs 東京書籍 2021.9 335.91/イ176

バムとケロのおかいもの　（ 大型絵本 ） 文溪堂 2010.2 C10/フ177

バレエ基礎技法の解明 : 身体の虚構化 文藝春秋企画出版部 766.6/モ178

美と音楽の饗宴 : ベートーヴェン生誕250周年 = Fest der Kunst und Musik : 250. 
Geburtstag Beethovens

クオリアート 708/ヒ179

比較制度分析のフロンティア　（ 叢書「制度を考える」 ） NTT出版 2016.9 331.04/ヒ180

東アジアのなかの満鉄 : 鉄道帝国のフロンティア 名古屋大学出版会 2021.1 335.49/イ181

悲劇の世界遺産 : ダークツーリズムから見た世界　（ 文春新書--1313 ） 文藝春秋 2021.5 290.9/イ182

ビジネスエコノミクス : ミクロ経済学・経営科学の応用　（ 日本経営数学会叢書 ） 専修大学出版局 2021.4 331/ウ183
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ビジュアルデザイン論 : グーテンベルクからSNSまで インプレス (発売) 2021.5 757/フ184

ヒトの耳機械の耳 : 聴覚のモデル化から機械学習まで 東京電機大学出版局 2021.1 401/ラ185

人はなぜ観光するの? : 観光についてくわしく知ろう　（ 観光を考える / 小林寛則著--1 ） ミネルヴァ書房 2020.2 J688/コ186

非認知能力を育てる「しつけない」しつけのレシピ : 0歳〜5歳児の生活習慣が身につく　（ 
こころライブラリー ）

講談社 2021.8 379.9/オ187

ひろがる観光のフィールド 晃洋書房 2020.2 688/ヒ188

品質管理--2021　（ JISハンドブック / 日本規格協会編--57 ） 日本規格協会 2021.7 509.13/シ/57189

深掘り観光のススメ : 読書と旅のはざまで ナカニシヤ出版 2021.4 688/イ190

フッサールの他者論から倫理学へ = Von Husserls Phänomenologie der Intersubjektivität 
zur Ethik

勁草書房 2021.2 134.942/ス191

プロダクトデザイン : 商品開発のための必須知識105--改訂版 ビー・エヌ・エヌ 2021.4 501.8/フ192

プロ野球「熱狂」の経営科学 : ファン心理とスポーツビジネス 東京大学出版会 2016.8 783.7/フ193

プロ野球「熱狂」のメカニズム : ファン行動とマネジメントの計算社会科学 東京大学出版会 2021.8 783.7/フ194

文学と言語コーパスのマイニング　（ テキストアナリティクス--7 ） 岩波書店 2021.6 801.6/フ195

ベーシックインカムへの道 : 正義・自由・安全の社会インフラを実現させるには プレジデント社 2018.2 364.3/ス196

ベルクソン読本--: 新装版 法政大学出版局 2013.5 135.7/ヘ197

保育学用語辞典 中央法規出版 2019.12 376.1/ホ198

ぼくを探しに--[正] : 新装版 講談社 (販売) 1979.4 726.5/シ199

北欧学派のマーケティング研究 : 市場を超えたサービス関係によるアプローチ = den 
Nordiska skolan

白桃書房 2021.2 675/ホ200

ホロヴィッツ全録音をCDで聴く アルファベータブックス 2019.11 763.2/フ201
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街場の芸術論 青幻舎 2021.5 704/ウ202

祭りと芸能--初版　（ 角川文庫--18880, [J-110-1] . 日本の民俗||ニホン ノ ミンゾク ） KADOKAWA 2014.11 385.2/ハ203

みずみずしい叙情の日本語 : 七十二候で四季を生きる 河出書房新社 2021.4 814/サ204

魅せる日本舞踊 : 美しい所作と表現を磨く　（ コツがわかる本 ） メイツユニバーサルコンテンツ 
2020.12

766.91/ミ205

未来を拓く理数教育への挑戦 : 奈良女子大学附属中等教育学校 文理閣 2010.7 375.4/ミ206

ミレニアル+Z世代の心に響くデザイン = Designs for millennials"1981-1995"& generation 
Z"1996-2010"

パイインターナショナル 2021.7 674.92/ミ207

メタモルフォシス : リック・ベイカー全作品--1 河出書房新社 [2021.6] 778.47/リ/1208

メタモルフォシス : リック・ベイカー全作品--2 河出書房新社 2021.6 778.47/リ/2209

免疫は発酵食品でぐんぐんあがる : コロナ、インフルに負けない自己免疫力のつけ方 プレジデント社 2021.3 498.5/キ210

模索する現代 : 昭和後期～平成期　（ 近代日本宗教史--第6巻 ） 春秋社 2021.7 160.21/キ/6211

問題解決力を高める「推論」の技術 : ビジネスの未来を読み解くための3つのシンプル思
考

フォレスト出版 2020.1 335.9/ハ212

豊かな語彙力を育てる : 「言葉の感度を高める教育」へのヒント ココ出版 2018.6 814/イ213

ようこそドラマチックジャーニーへ　（ わたしの旅ブックス--022 ） 産業編集センター 2020.8 290.9/ナ214

よくわかる最新発酵の基本と仕組み : 昔ながらの発酵から現代の発酵までを知る　（ 
How-nual図解入門 ）

秀和システム 2021.6 588.51/サ215

理系研究者がハッピーな研究生活を送るには : 科学とは?研究室とは?そしてラボメンタル
コーチングの必要性

恒星社厚生閣 2021.4 407/コ216

リモートワーク時代を乗り切る思いやりオンラインコミュニケーション 風間書房 2021.3 369.27/ナ217

量子力学の数学的基礎--: 新装版 みすず書房 2021.5 429.1/ノ218
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りんごがドスーン　（ 文研ジョイフルえほん傑作集 / 啓林館編集--. 大型絵本||オオガタ エ
ホン ）

文研出版 2019.12 C10/フ219

りんごかもしれない ブロンズ新社 2013.4 C10/フ220

隷属なき道 : AIとの競争に勝つベーシックインカムと一日三時間労働 文藝春秋 2017.5 364.3/フ221

レイテ戦記--1　（ 中公文庫--[お-2-13]-[お-2-16] ） 中央公論新社 2018.4-2018.7 913.6/オ/1222

レイテ戦記--2　（ 中公文庫--[お-2-13]-[お-2-16] ） 中央公論新社 2018.4-2018.7 913.6/オ/2223

レイテ戦記--3　（ 中公文庫--[お-2-13]-[お-2-16] ） 中央公論新社 2018.4-2018.7 913.6/オ/3224

レイテ戦記--4　（ 中公文庫--[お-2-13]-[お-2-16] ） 中央公論新社 2018.4-2018.7 913.6/オ/4225

若者と地域観光 : 大都市のオルタナティブな観光的魅力を探る ナカニシヤ出版 2021.4 688.213/ワ226

1on1 (ワンオンワン) マネジメント : どこでも通用するマネジャーになるためのピープルマネ
ジメント講座

ファーストプレス 2018.5 335.95/マ227

227和図書 件
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Chief value officer : accountants can save the planet　（ A Greenleaf Publishing book ） Routledge 2017 335.15/K1

Researching higher education in Asia : history, development and future--: softcover　（ 
Higher education in Asia : quality, excellence and governance ）

Springer c2018 377.22/R2

The Routledge handbook of language, gender, and sexuality--: hbk　（ Routledge 
handbooks in applied linguistics ）

Routledge 2021 801.03/R3

3洋図書 件

230 件合計


