
令和3年度 和図書卒業記念図書一覧

"進化している発酵食品"学　（ 明治大学リバティブックス ） 丸善出版 (発売) 2022.3 588.51/シ1

「記録の神様」山内以九士と野球の青春 道和書院 2022.6 783.7/ム2

「これからはデザインの時代」 : 松下幸之助のデザイン観とデザイナー真野善一の苦悩 美学出版 2022.4 540.67/マ3

「障害」ある人の「きょうだい」としての私　（ 岩波ブックレット--No.1062 ） 岩波書店 2022.4 369.27/フ4

「戦争と社会」という問い　（ シリーズ戦争と社会 / 蘭信三 [ほか] 編集委員--1 ） 岩波書店 2021.12 393/シ/15

「そだちあい」のための社会的養護 ミネルヴァ書房 2022.3 369.4/ソ6

「知」の取扱説明書 作品社 2022.4 002/ナ7

「地域市民演劇」の現在 : 芸術と社会の新しい結びつき 森話社 2022.3 775.6/チ8

「つなぐ」「こえる」「動く」の方法論　（ 科学技術社会論の挑戦 / 藤垣裕子責任編集 ; 小林
傳司 [ほか] 協力編集--3 ）

東京大学出版会 2020.10 404/カ/39

「デジタル社会」とは何か 学習の友社 2022.5 401/ト10

「伝統医学」が創られるとき : ベトナム医療政策史　（ 地域研究叢書--45 ） 京都大学学術出版会 2022.3 498.02231/オ11

「ひきこもり当事者」の社会学 : 当事者研究×生きづらさ×当事者活動 晃洋書房 2022.3 369.4/イ12

「無理しない」観光 : 価値と多様性の再発見 ミネルヴァ書房 2022.2 688/フ13

2040年の未来予測 日経BPマーケティング (発売) 2021.1 304/ナ14

AIを金融ビジネスに実装する 中央経済グループパブリッシング (発
売) 2022.5

338/テ15

AIと社会・経済・ビジネスのデザイン　（ 都市経営研究叢書--3 ） 日本評論社 2022.9 401/エ16

AIのしくみ　（ 図解まるわかり ） 翔泳社 2022.3 401/ミ17

AR--拡張現実　（ マイコミ新書 ） 毎日コミュニケーションズ 2010.7 549.928/コ18

Book page : 本の年鑑--2022 1 日外アソシエーツ 2022.4 025.1/フ/2022-I19
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Book page : 本の年鑑--2022 2 日外アソシエーツ 2022.4 025.1/フ/2022-II20

Officeによるデータリテラシー : 大学生のデータサイエンス 共立出版 2022.3 549.92/オ21

OpenCVではじめようディープラーニングによる画像認識 技術評論社 2022.5 549.928/ヨ22

PythonによるOpenCV4 : 画像処理プログラミング+Webアプリ入門 カットシステム 2021.11 549.928/キ23

Pythonによるディープラーニング　（ Compass data science ） マイナビ出版 2022.3 401/シ24

PyTorchで作る! 深層学習モデル・AIアプリ開発入門　（ AI & Technology ） 翔泳社 2022.9 401/ア25

UIデザイン必携 : ユーザーインターフェースの設計と改善を成功させるために 翔泳社 2022.4 549.923/ハ26

UnityではじめるROS人工知能ロボットプログラミング実践入門 ボーンデジタル 2022.5 501.9/フ27

Unityの教科書 : はじめてでも安心! : Unity 2022完全対応版　（ Entertainment & IDEA ） SBクリエイティブ 2022.7 798/キ28

アートで魅せる数学の世界 技術評論社 2021.11 410/オ29

アイデア大全 : 創造力とブレイクスルーを生み出す42のツール フォレスト出版 2017.2 141.5/ト30

アイヌのビーズ : 美と祈りの二万年 平凡社 2022.3 383.3/ア31

アイヌ文化史辞典 吉川弘文館 2022.7 382.11/ア32

悪役レスラーは笑う : 「卑劣なジャップ」グレート東郷--増補版　（ 岩波現代文庫--社会 ; 
331 ）

岩波書店 2022.5 788.2/モ33

アジア経済論 文眞堂 2022.3 332.2/ア34

アスリートは歳を取るほど強くなる : パフォーマンスのピークに関する最新科学　（ 草思社
文庫--[べ1-1] ）

草思社 2022.4 781.9/ヘ35

新しい世界 : 世界の賢人16人が語る未来　（ 講談社現代新書--2601 ） 講談社 2021.1 304/ア36

新しい見どころ60編　（ 大学的奈良ガイド--続 ） 昭和堂 2022.4 291.65/タ/237

アニメツーリズム白書--2021 KADOKAWA (発売) 2021.4 688.4/ア/202138
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アフターコロナの公衆衛生 : ケアの権利が守られる地域社会をめざして 自治体研究社 2022.3 498.6/ア39

暗渠でたどる東京案内 : 水のない川 山川出版社 2022.8 291.36/ホ40

イームズを読み解く : 図面からわかった、その発想とデザイン 誠文堂新光社 2022.7 758/テ41

いきもの六法 : 日本の自然を楽しみ、守るための法律 山と溪谷社 2022.4 480.79/イ42

イギリスが変えた世界の食卓 原書房 2022.5 383.8/ヒ43

イサム・ノグチの空間芸術 : 危機の時代のデザイン 淡交社 2021.5 712.3/マ44

一歩ずつ学ぶゲーム理論 : 数理で導く戦略的意思決定 裳華房 2021.11 331.19/ワ45

いのちの循環「森里海」の現場から : 未来世代へのメッセージ72　（ 森里海を結ぶ--4 ） 花乱社 2022.2 519.5/イ46

インセンティブ報酬の会計と税法 : 関連規制の動向を踏まえた提言 白桃書房 2022.7 335.43/イ47

インターネットで文献探索--2022年版　（ JLA図書館実践シリーズ--7 ） 日本図書館協会 2022.5 010/シ/7-202248

動かして学ぶAI・機械学習の基礎 : TensorFlowによるコンピュータビジョン、自然言語処
理、時系列データの予測とデプロイ

オーム社 (発売) 2022.6 401/モ49

英語の教養 : 英米の文化と背景がわかるビジュアル英語博物誌 ベレ出版 2021.2 830.1/オ50

栄養・代謝物シグナルと食品機能 : 転写、エピゲノムの制御から代謝性疾患の治療・予防
に向けて　（ 実験医学--増刊 ; vol.40-no.7, 2022 ）

羊土社 2022.5 498.53/エ51

越境を経験する : デンマーク公共図書館と移民サービス 松籟社 2022.3 015/ワ52

エモい古語辞典 朝日出版社 2022.7 814/ホ53

黄金比原論 : 美といのちの幾何学 丸善出版 2021.12 414/キ54

おくのほそ道大全 笠間書院 2009.7 915.5/オ55

押さえておきたい児童福祉・子ども子育て支援　（ シリーズ今日から福祉職 ） ぎょうせい 2022.4 369.4/オ56

小澤征爾、兄弟と語る : 音楽、人間、ほんとうのこと 岩波書店 2022.3 762.1/オ57
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思い出のとしまえん 文学通信 2022.5 688.21/コ58

折口信夫「まれびと」の発見 : おもてなしの日本文化はどこから来たのか? 幻冬舎 2022.4 910.28O/ウ59

音楽アナリーゼのための実践ガイド : 実習図説・音楽用語集図表 音楽之友社 2022.8 761/ハ60

カーボンニュートラル : 図で考えるSDGs時代の脱炭素化 技報堂出版 2022.7 519.5/ヤ61

会計全書--令和4年度 会計法規編 中央経済グループパブリッシング (発
売) 2022.7

679.036/カ/202262

会計全書--令和4年度 会社税務法規編 中央経済グループパブリッシング (発
売) 2022.7

679.036/カ/202263

会計全書--令和4年度 個人税務法規編 中央経済グループパブリッシング (発
売) 2022.7

679.036/カ/202264

科学技術社会論とは何か　（ 科学技術社会論の挑戦 / 藤垣裕子責任編集 ; 小林傳司 
[ほか] 協力編集--1 ）

東京大学出版会 2020.4 404/カ/165

科学技術と社会 : 具体的課題群　（ 科学技術社会論の挑戦 / 藤垣裕子責任編集 ; 小林
傳司 [ほか] 協力編集--2 ）

東京大学出版会 2020.7 404/カ/266

書き取りシステム1800・1900 インスクリプト 2021.4 940.2/キ67

学習指導と学校図書館　（ 放送大学教材--1291955-1-2211 ） 放送大学教育振興会 2022.6 017/カ68

家族イデオロギー　（ リーディングスアジアの家族と親密圏 / 落合恵美子, 森本一彦, 平
井晶子編--第1巻 ）

有斐閣 2022.3 361.4/リ/169

家族心理学 : 生涯発達から家族を問う ナカニシヤ出版 2022.8 367.3/カ70

家族と専門家に役立つASD(自閉スペクトラム症)子育てガイドブック : 太田ステージの愛と
科学に基づいて

ぶどう社 2022.4 378/ナ71

学校看護論 : 子どもの健康を守り育てる保健活動 現代図書 2022.4 374.94/サ72

学校全員が夢中になる漢字学習アイデア事典　（ 国語科授業サポートBOOKS ） 明治図書出版 2022.4 375.8/ク73

勝てるデザイン 幻冬舎 2021.3 674.92/マ74
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仮面をとった浦島太郎 : その正体をめぐる四七八年のミステリー　（ 朝日文庫--[た66-
1] ）

朝日新聞出版 2022.4 388.1/タ75

環境経済学 : 『沈黙の春』から気候変動まで 白水社 2022.1 519.5/ス76

環境の科学 : 人間の活動は自然環境に何をもたらすか--新版 第2版 三共出版 2022.3 519.5/ナ77

環境のための数学・統計学ハンドブック 朝倉書店 2017.9 519.5/ス78

関東大震災描かれた朝鮮人虐殺を読み解く 新日本出版社 2022.8 210.69/ア79

機械学習エンジニアのためのTransformers : 最先端の自然言語処理ライブラリによるモデ
ル開発

オーム社 (発売) 2022.8 549.928/タ80

企業成長の仕込み方　（ 経営戦略の実戦 = Strategy in action--2 ） 東洋経済新報社 2022.6 335.91/ミ/281

起源　（ 白水iクラシックス--. ルソー・コレクション||ルソー・コレクション ） 白水社 2012.4 135.48/ル82

気候変動対策と原発・再エネ : CO[2]削減と電力安定供給をどう両立させるか? あけび書房 2022.6 501.6/キ83

基礎から学ぶ宗教と宗教文化 勁草書房 2022.5 160/キ84

基礎から学ぶ博物館法規 同成社 2022.2 069.1/ク85

基礎から学ぶマーケット・デザイン 有斐閣 2021.12 331.55/カ86

休養学基礎 : 疲労を防ぐ!健康指導に活かす : 正しい休養、評価、指導のすすめ方 メディカ出版 2021.7 498.3/キ87

教育問題の心理学何のための研究か?　（ 問いからはじまる心理学 / 都筑学監修--2 ） 福村出版 2022.8 371.4/キ88

競争戦略論の発展と競争優位の持続可能性 文眞堂 2022.8 335.91/ヨ89

教養として学んでおきたい古事記・日本書紀　（ マイナビ新書 ） マイナビ出版 2022.5 210.3/シ90

魚類--普及版　（ 世界大博物図鑑 / 荒俣宏著--2 ） 平凡社 2021.2 480.38/ア/291

近代の部落問題　（ 講座近現代日本の部落問題 / 朝治武, 黒川みどり, 内田龍史編--
1 ）

解放出版社 (発売) 2022.3 368.6/コ/192
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国を越えてアジアの芸術 彩流社 2022.3 772.2/ク93

クラシック音楽を10倍楽しむ魔境のオーケストラ入門 ベストセラーズ 2020.1 764.3/サ94

クラシック音楽家のためのセルフマネジメントハンドブック アルテスパブリッシング 2020.7 760.6/ケ95

敬語の文法と語用論 開拓社 2022.3 815.8/ケ96

結婚とケア　（ リーディングスアジアの家族と親密圏 / 落合恵美子, 森本一彦, 平井晶子
編--第2巻 ）

有斐閣 2022.3 361.4/リ/297

言説・表象の磁場　（ シリーズ戦争と社会 / 蘭信三 [ほか] 編集委員--4 ） 岩波書店 2022.2 393/シ/498

現代日本人の一生 弘文堂 2022.4 386/イ99

現代の部落問題　（ 講座近現代日本の部落問題 / 朝治武, 黒川みどり, 内田龍史編--
3 ）

解放出版社 (発売) 2022.3 368.6/コ/3100

剣道基本指導と実践への展開 体育とスポーツ出版社 2022.4 789.3/ヤ101

権利擁護と法　（ 福祉ライブラリ ） 建帛社 2022.5 369/ス102

高収益事業の創り方　（ 経営戦略の実戦 = Strategy in action--1 ） 東洋経済新報社 2015.7 335.91/ミ/1103

講談最前線 彩流社 2021.12 779.1/タ104

公立図書館の思想・実践・歴史　（ シリーズ「図書館・文化・社会」--6 ） 松籟社 2022.4 016.2/コ105

声の文学 : 出来事から人間の言葉へ 新曜社 2021.12 902.9/ニ106

コーチング心理学概論--第2版 ナカニシヤ出版 2022.9 361.5/コ107

コートサーフェス研究 : 砂入り人工芝ではトップテニスプレーヤーは育たない 東洋館出版社 2021.12 783.5/タ108

国語科の学びを深めるアクティブ・リーディング　（ 国語教育選書--. 「読みの方略」の獲得
と「物語の法則」の発見|| 「ヨミ ノ ホウリャク」ノ カクトク ト「モノガ ）

明治図書出版 2021.12 375.8/サ/2109

国際ソーシャルワークを知る : 世界で活躍するための理論と実践 中央法規出版 2022.4 369/コ110



令和3年度 和図書卒業記念図書一覧

國酒の地域経済学 : 伝統の現代化と地域の有意味化 文眞堂 2021.3 588.52/サ111

心にひびくデザイン 文芸社 2021.4 501.8/マ112

古代ワインの謎を追う : ワインの起源と幻の味をめぐるサイエンス・ツアー 原書房 2022.6 588.55/ヘ113

孤独　（ 白水iクラシックス--. ルソー・コレクション||ルソー・コレクション ） 白水社 2012.10 135.48/ル114

子どもと家庭を包み込む地域づくり : 教育と福祉のホリスティックな支援 晃洋書房 2022.3 369.4/コ115

子どもの非認知能力を育成する教師のためのソーシャル・スキル 誠信書房 2022.7 375/カ116

子どもの文化演習ブック　（ よくわかる!保育士エクササイズ--11 ） ミネルヴァ書房 2022.4 376.1/コ117

コレッジョの天井画 : 北イタリアにおけるルネサンス美術と宗教改革 三元社 2022.2 723.7/ユ118

最新自動車業界の動向としくみがよ～くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満
載--第4版　（ How-nual図解入門--. 業界研究||ギョウカイ ケンキュウ ）

秀和システム 2022.5 537.09/ク119

再生可能エネルギーの問題点 緑風出版 2022.6 501.6/カ120

財務会計論 白桃書房 2022.6 679/ウ121

私映画 : 小津安二郎の昭和 港の人 2021.12 778.21/ク122

シェイクスピアとロシアの作家・演劇人たち 八千代出版 2021.11 932/ホ123

市場競争のためのビジネス・エコノミクス 学文社 2022.3 331/ミ124

市場首位の目指し方　（ 経営戦略の実戦 = Strategy in action--3 ） 東洋経済新報社 2018.6 335.91/ミ/3125

次世代医薬とバイオ医療 東京化学同人 2022.3 499.3/シ126

持続可能性 : みんなが知っておくべきこと 勁草書房 2022.7 519.5/ト127

実践ゲームUIデザイン : コンセプト策定から実装のコツまで 翔泳社 2022.6 798/オ128

質的社会調査のジレンマ : ハーバート・ブルーマーとシカゴ社会学の伝統--下巻　（ 現代
プラグマティズム叢書--第6巻 ）

勁草書房 2022.3 361.23/ハ/2129
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質的社会調査のジレンマ : ハーバート・ブルーマーとシカゴ社会学の伝統--上巻　（ 現代
プラグマティズム叢書--第5巻 ）

勁草書房 2022.3 361.23/ハ/1130

慈悲のポリティクス : モーツァルトのオペラにおいて、誰が誰を赦すのか　（ クリティーク社
会学 ）

岩波書店 2022.1 766.1/オ131

島村抱月の世界 : ヨーロッパ・文芸協会・芸術座 社会評論社 2021.11 775.2/シ132

社会を変える「よりそう支援」 : 地域福祉実践における省察的実践の構造分析 晃洋書房 2022.3 369/オ133

社会契約論　（ 白水Uブックス--1117 ） 白水社 2010.7 135.48/ル134

社会のなかの軍隊/軍隊という社会　（ シリーズ戦争と社会 / 蘭信三 [ほか] 編集委員--
2 ）

岩波書店 2022.1 393/シ/2135

社会福祉小六法--2022 ミネルヴァ書房 2022.4 369/シ/2022136

社会福祉法人会計基準関係資料集 : 社会福祉法人制度改革対応版 全国社会福祉協議会 2022.6 369/シ/2023137

社会福祉法人会計基準の実務 : 会計処理 : 社会福祉法人制度改革対応版--改訂 全国社会福祉協議会 2022.6 369/シ138

社会人のための現代アフリカ講義　（ 東大塾 ） 東京大学出版会 2017.9 302.4/シ139

シャッター通り再生計画 : 明日からはじめる活性化の極意 ミネルヴァ書房 2010.4 672.9/ア140

宗教の受容と交流　（ 日本宗教史 = History of Japanese religions--4 ） 吉川弘文館 2020.11 160.21/ニ/4141

柔術の遺恨 : 講道館に消された男田辺又右衛門口述筆記 敬文舎 2022.6 789.2/ホ142

終末期医療、安楽死・尊厳死に関する総合的研究 : 日本比較法研究所日独国際シンポジ
ウム　（ 日本比較法研究所研究叢書--123 ）

中央大学出版部 2021.3 490.15/シ143

終末期看護 : エンド・オブ・ライフ・ケア--第2版　（ 新体系看護学全書--. 経過別成人看護
学||ケイカベツ セイジン カンゴガク ; 4 ）

メヂカルフレンド社 2021.12 492.9/シ144

シュガーマンのマーケティング30の法則 : お客がモノを買ってしまう心理的トリガー「引き
金」とは

フォレスト出版 2006.3 675/シ145

小劇場演劇とは何か　（ 立教大学日文叢書--1 ） ひつじ書房 2022.3 775.2/シ146
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情報の歴史21 : 象形文字から仮想現実まで--第2版 編集工学研究所 2021.5 203.2/シ147

食品でひく機能性成分の事典 : からだにいいってホント? 女子栄養大学出版部 2022.7 498.5/ナ148

ジョン・レノンをたたえて : life as experiment 小鳥遊書房 2021.11 764.7/ホ149

知られざる温泉の秘密　（ Superサイエンス ） シーアンドアール研究所 2022.6 453.9/サ150

新わかりやすいJavaオブジェクト指向徹底解説--第2版 秀和システム 2022.2 549.926/J・カ151

新・保育と言葉 : 発達・子育て支援と実践をつなぐために 嵯峨野書院 2022.5 376.158/シ152

人工知能とこれからの仕事 : 法律業務AI開発記 カナリアコミュニケーションズ 2022.1 327.14/ヤ153

震災を問う生きるいのちのメッセージ : 演劇表現を通して 柘植書房新社 2021.8 374.9/マ154

新失敗学 : 正解をつくる技術 講談社 2022.5 335.9/ハ155

人生が輝くSDGs せせらぎ出版 2022.4 369/シ156

人生後期の階層構造　（ シリーズ少子高齢社会の階層構造 / 白波瀬佐和子監修--3 ） 東京大学出版会 2021.9 361.4/シ/3157

人生初期の階層構造　（ シリーズ少子高齢社会の階層構造 / 白波瀬佐和子監修--1 ） 東京大学出版会 2021.7 361.4/シ/1158

人生中期の階層構造　（ シリーズ少子高齢社会の階層構造 / 白波瀬佐和子監修--2 ） 東京大学出版会 2021.10 361.4/シ/2159

水生無脊椎動物--普及版　（ 世界大博物図鑑 / 荒俣宏著--別巻2 ） 平凡社 2021.2 480.38/ア/7160

数学教師のための問題集 共立出版 2021.7 375.4/シ161

数学者図鑑 かんき出版 2022.5 410.28/ホ162

数字でみる航空--2021 日本航空協会 2021.10 687.2/ス/2021163

図解でわかるカーボンニュートラル燃料 : 脱炭素を実現する新バイオ燃料技術　（ 未来エ
コ実践テクノロジー ）

技術評論社 2022.6 575.15/ス164

図解でわかるカーボンリサイクル : CO[2]を利用する循環エネルギーシステム　（ 未来エコ
実践テクノロジー ）

技術評論社 2020.9 501.6/ス165
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図説世界の気候事典 朝倉書店 2022.7 451.9/ス166

ステージ音響概論 星雲社 (発売) 2022.4 771.5/ヤ167

ズバリわかる!図書館利用者に喜ばれる「ビジネス支援サービス」 : 働き方から事業経営ま
で　（ DBJ Booklet--No.1 ）

DBジャパン 2022.2 015/ス168

スピーキング・ライティング攻略のためのIELTS必修フレーズ100 テイエス企画 2019.1 830.7/ハ169

スピーキング・ライティング攻略のためのIELTS必修フレーズ100 テイエス企画 2019.1 830.7/ハ170

スピーキング・ライティング攻略のためのIELTS必修フレーズ100 テイエス企画 2019.1 830.7/ハ171

すべての臨床医が知っておきたい腸内細菌叢 : 基本知識から疾患研究、治療まで 羊土社 2021.4 491.7/ナ172

スポーツで大学生を育てる : 東洋大学の指導者に学ぶコーチング・メソッド 晃洋書房 2022.3 780.7/ス173

スラスラわかるJava--第3版　（ Beginner's Best Guide to Programming ） 翔泳社 2022.9 549.926/J・ナ174

成功する商品開発 : 「買いたい」をつくる BMFT出版部 2012.5 674.1/コ175

生死　（ ジャック・デリダ講義録 ） 白水社 2022.8 135.9D/テ176

政治　（ 白水iクラシックス--. ルソー・コレクション||ルソー・コレクション ） 白水社 2012.9 135.48/ル177

世界で語る世界に語る : ヒューマン・スタディーズ 集広舎 2022.3 002/セ178

世界のSDGsスマートシティ : フォトリアルCGで見る 原書房 2022.4 519.8/ク179

世界の仮面文化事典 丸善出版 2022.5 385.7/セ180

世界のなかの日本宗教　（ 日本宗教史 = History of Japanese religions--2 ） 吉川弘文館 2021.3 160.21/ニ/2181

世界のワイン図鑑--第8版 ガイアブックス 2021.2 588.55/シ182

セクシュアリティとジェンダー　（ リーディングスアジアの家族と親密圏 / 落合恵美子, 森本
一彦, 平井晶子編--第3巻 ）

有斐閣 2022.3 361.4/リ/3183

ぜったいにおしちゃダメ?　（ Sanctuary books--. 大きな絵本||オオキナ エホン ） サンクチュアリ出版 2018.11 C10/サ184
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説明組み立て図鑑 : あてはめるだけで"すぐ"伝わる SBクリエイティブ 2021.11 809.4/イ185

絶滅したオオカミの物語 : イギリス・アイルランド・日本 三弥井書店 2022.3 489.56/シ186

絶滅・希少鳥類--普及版　（ 世界大博物図鑑 / 荒俣宏著--別巻1 ） 平凡社 2021.2 480.38/ア/6187

ゼロからわかる人工知能 : 完全版 : ついにはじまったAI時代社会や暮らしは急速に変化
する　（ ニュートン別冊 ）

ニュートンプレス 2022.2 401/セ188

戦後沖縄生活史事典 : 1945-1972 吉川弘文館 2022.9 219.9/セ189

戦時・戦後の部落問題　（ 講座近現代日本の部落問題 / 朝治武, 黒川みどり, 内田龍史
編--2 ）

解放出版社 (発売) 2022.3 368.6/コ/2190

戦争の文化 : パールハーバー・ヒロシマ・9.11・イラク--下 岩波書店 2021.12 392.53/タ/2191

戦争の文化 : パールハーバー・ヒロシマ・9.11・イラク--上 岩波書店 2021.12 392.53/タ/1192

造園大百科事典 朝倉書店 2022.7 629.036/ソ193

ソーシャル・ロジスティクス : 社会を、創り・育み・支える物流　（ 山縣記念財団ライブラリー
--3 ）

白桃書房 2022.3 675/ク194

組織衰退のメカニズム : 歴史活用がもたらす罠 白桃書房 2022.2 335/マ195

組織のメタファー 文眞堂 2022.3 335.94/ソ196

その問題、デジタル地図が解決します : はじめてのGIS ベレ出版 2021.3 448.9/ナ197

ダーク・エミュー : アボリジナル・オーストラリアの「真実」 : 先住民の土地管理と農耕の誕
生

明石書店 2022.6 271/ハ198

ダイオキシンと腸内細菌・「21世紀病」 : 共通の作用点からの考察 三省堂書店/創英社 (発行・発売) 
2021.8

519.5/カ199

大学的愛媛ガイド : こだわりの歩き方 昭和堂 2020.10 291.83/タ200

大学的大阪ガイド : こだわりの歩き方 昭和堂 2022.4 291.63/タ201

大学的香川ガイド : こだわりの歩き方 昭和堂 2022.3 291.82/タ202
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大学的富山ガイド : こだわりの歩き方 昭和堂 2020.10 291.42/タ203

大学的新潟ガイド : こだわりの歩き方 昭和堂 2021.3 291.41/タ204

宝塚 : 変容を続ける「日本モダニズム」　（ 岩波現代文庫--学術 ; 442 ） 岩波書店 2022.2 766.7/カ205

武満徹のピアノ音楽　（ 叢書ビブリオムジカ = Bibliomúsica ） アルテスパブリッシング 2022.3 763.2/ハ206

正しい戦争と不正な戦争 風行社 2008.10 393/ウ207

多様化する構造デザイン : 未来へと繋ぐ平成時代の軌跡 建築技術 2022.5 524/タ208

地の理の学び方 : 地域のさまざまな見方・考え方 二宮書店 2021.3 290.1/チ209

地域卸売企業ダイカの展開 : ナショナル・ホールセラーへの歴史的所産　（ 明治大学社会
科学研究所叢書 ）

ミネルヴァ書房 2015.3 673.5/サ210

地域主義の実践 : 農産物の直接販売の行方 ナカニシヤ出版 2022.4 611.46/コ211

地図とデータで見るグローバリゼーションの世界ハンドブック 原書房 2022.6 319/カ212

中学校国語の板書づくりアイデアブック : ICT活用から思考ツールまで 明治図書出版 2021.12 375.8/コ213

中東世界の音楽文化 : うまれかわる伝統 スタイルノート 2016.9 762.2/チ214

蟲類--普及版　（ 世界大博物図鑑 / 荒俣宏著--1 ） 平凡社 2021.2 480.38/ア/1215

腸内細菌を正しく理解する--入門・基礎編 総合医学社 2022.3 491.7/チ216

鳥類--普及版　（ 世界大博物図鑑 / 荒俣宏著--4 ） 平凡社 2021.2 480.38/ア/4217

地理マニアが教える旅とまち歩きの楽しみ方 ベレ出版 2021.6 291/サ218

手を動かしてまなぶε-δ論法 裳華房 2021.12 413.13/フ219

手を動かしてまなぶ線形代数 裳華房 2021.11 411.3/フ220

データサイエンス技術--第2版　（ 山口大学データサイエンスライブラリ ） 学術図書出版社 2022.3 417.5/ア221
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デザイン3000 翔泳社 2021.10 674.92/テ222

デザイン思考に基づく新しいソフトウェア開発手法EPISODE : データ分析,人工知能を活用
した小規模アジャイル開発

コロナ社 2022.3 549.924/ニ223

デザインスプリント : 最短で最良の答えを導く実践フレームワーク　（ できるビジネス ） インプレス 2022.2 335.91/ウ224

デザイン保護法 勁草書房 2022.3 507.2/テ225

デザインマネジメント論のビジョン : デザインマネジメント論をより深く学びたい人のために 新曜社 2022.3 335.91/テ226

デジタル依存症の罠 : ネット社会にどう対応するか さくら舎 2022.5 401/カ227

デジタル・ゲノム革命時代の農業イノベーション 農林統計出版 2022.3 610.1/テ228

哲学は何のためにあるか--新装版 法藏館 2022.8 104/タ229

天書の証明 丸善出版 2022.1 410/ア230

動物のまなざしのもとで : 種と文化の境界を問い直す 勁草書房 2022.6 902.9/ト231

独習C#--第5版 翔泳社 2022.7 549.926/C・ヤ232

読書家の時間 : 自立した読み手を育てる教え方・学び方「実践編」--改訂版　（ シリーズ・
ワークショップで学ぶ ）

新評論 2022.6 375.8/ト233

図書館概論--第4版　（ ライブラリー図書館情報学 / 大串夏身, 金沢みどり監修--2 ） 学文社 2022.3 010.1/オ234

図書館情報技術論 : 図書館を駆動する情報装置--第2版　（ 講座・図書館情報学 / 山本
順一監修--4 ）

ミネルヴァ書房 2022.5 010.8/コ/4235

トナカイの大地、クジラの海の民族誌 : ツンドラに生きるロシアの先住民チュクチ 明石書店 2022.3 382.298/イ236

トヨタのリーダーシップレッスン クロスメディア・パブリッシング 335.94/ア237

ドラッカー研究 : 思索の展開と焦点　（ 文眞堂現代経営学選集--第II期第14巻 ） 文眞堂 2022.8 335/カ238

奴隷会計 : 支配とマネジメント みすず書房 2022.8 335.9/ロ239
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なぜあなたは国際誌に論文を掲載できないのか : 誰も教えてくれなかった本当に必要なこ
と

ナカニシヤ出版 2022.3 002.7/カ240

ニッポンの音楽批評150年◆100冊 立東舎 762.1/ク241

日本怪異妖怪事典--近畿 笠間書院 2022.6 388.16/ミ242

日本怪異妖怪事典--東北 笠間書院 2022.5 388.12/ニ243

日本航空の破綻と再生　（ 稲盛アカデミー叢書--1 ） ミネルヴァ書房 2019.5 687.067/ニ244

日本宗教の信仰世界　（ 日本宗教史 = History of Japanese religions--5 ） 吉川弘文館 2020.12 160.21/ニ/5245

日本宗教史を問い直す　（ 日本宗教史 = History of Japanese religions--1 ） 吉川弘文館 2020.9 160.21/ニ/1246

日本宗教史研究の軌跡　（ 日本宗教史 = History of Japanese religions--6 ） 吉川弘文館 2020.10 160.21/ニ/6247

日本の淡水魚図鑑 : フィールドガイド : 魚の生息環境と見分けるポイントがわかる 誠文堂新光社 2021.9 487.5/タ248

日本のまじなひ : 古代・中世の心根にふれる 高志書院 2022.4 210.3/ミ249

日本百ひな泉 : これからの温泉の新基準!　（ ビジュアルガイドシリーズ ） 星雲社 (発売) 2021.5 291.09/ニ250

日本水引 : 結ぶ、祈る、贈る、日本のかたち 誠文堂新光社 2022.6 387/ナ251

日本語文末詞の研究 : 文構成要素としての機能を中心に 凡人社 2009.3 815.7/ニ252

入門Webデザイン--第4版 画像情報教育振興協会 2022.3 547.8/ニ253

入門憲法講義 : 考える憲法 晃洋書房 2022.7 323.4/ヌ254

入門ディープラーニング : NumPyとKerasを使ったAIプログラミング オーム社 2022.6 401/フ255

女人禁制　（ 講談社学術文庫--[2713] ） 講談社 2022.4 385.1/ス256

ネイティブが教える日本人研究者のための国際学会プレゼン戦略 講談社 2022.5 407/ウ257

ねじ曲げられた桜 : 美意識と軍国主義--下　（ 岩波現代文庫--学術 ; 446 ） 岩波書店 2022.3 210.6/オ/2258
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ねじ曲げられた桜 : 美意識と軍国主義--上　（ 岩波現代文庫--学術 ; 445 ） 岩波書店 2022.3 210.6/オ/1259

パーフェクト攻略IELTSスピーキング--: 新装版 テイエス企画 2020.3 830.7/ハ260

パーフェクト攻略IELTSスピーキング--: 新装版 テイエス企画 2020.3 830.7/ハ261

パーフェクト攻略IELTSスピーキング--: 新装版 テイエス企画 2020.3 830.7/ハ262

パーフェクト攻略IELTSライティング--: 新装版 テイエス企画 2020.3 830.7/ハ263

パーフェクト攻略IELTSライティング--: 新装版 テイエス企画 2020.3 830.7/ハ264

パーフェクト攻略IELTSライティング--: 新装版 テイエス企画 2020.3 830.7/ハ265

廃村の研究 : 山地集落消滅の機構と要因 海青社 2022.5 611.91/サ266

博物館学・美術館学・文化遺産学基礎概念事典 東京堂出版 2022.6 069.036/ハ267

初めて書籍を作った男 : アルド・マヌーツィオの生涯 柏書房 2022.7 289.3M/マ268

芭蕉、蕪村、一茶の世界 : 近世俳諧、俳画の美 : カラー版 美術出版社 2007.5 911.302/ハ269

はっこう (発酵) : 地球は微生物でいっぱい あすなろ書房 2022.4 J588.51/オ270

バレエ音楽がわかる本 : 音楽は踊りの原動力!　（ Ontomo mook ） 音楽之友社 2022.4 766.6/ハ271

ビジネス法務の基礎--改訂版　（ First Stageシリーズ--商業・経済 ） 実教出版 2022.4 335/ヒ272

美術教育ハンドブック 三元社 2018.3 707.7/ヒ273

美術作品の修復保存入門 : 古美術から現代アートまで 青幻舎 2022.5 709.2/ミ274

美術科教育の理論と指導法 日本文教出版 2021.9 375.7/ヒ275

微生物の生き様に迫り課題解決へ--普及版　（ CMCテクニカルライブラリー--780 . バイ
オテクノロジーシリーズ||バイオ テクノロジー シリーズ . 難培養微生物研究の最新 ）

シーエムシー出版 2022.4 465/ヒ276

人から人への交易 : 堀田正彦・民衆交易への挑戦 亜紀書房 2022.6 678.5/ホ277
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人にやさしいモノづくりの技術 : 人間生活工学の考え方と方法 丸善出版 2022.3 509.6/コ278

人に優しいロボットのデザイン : 「なんもしない」の心の科学 福村出版 2022.9 501.9/タ279

人は入れ墨を見て顔を見る 風媒社 2022.4 383.7/サ280

百歳の哲学者が語る人生のこと 河出書房新社 2022.6 135.9M/モ281

ファンシー・ピクチャーのゆくえ : 英国における「かわいい」美術の誕生と展開 中央公論美術出版 2022.3 723.3/サ282

舞台の面影 : 演劇写真と役者・写真師 森話社 2022.5 774.2/ム283

不当労働行為に関する救済命令等と裁判例 : 労働委員会は、何をするところか? プログレス 2022.5 366.1/ミ284

フランス柔道とは何か : 教育・学校・スポーツ 青弓社 2022.6 789.2/コ285

ブランド戦略から学ぶマーケティング : 消費者の視点から企業戦略を知る ミネルヴァ書房 2013.3 675/エ286

フリーズの数学スケッチ帖 : 数と幾何のきらめき 共立出版 2022.7 410/ニ287

プロ並みに飾る文字デザイン : Illustrator+Photoshop　（ デザインのネタ帳 ） エムディエヌコーポレーション 727/フ288

噴火災害に備えて : 火山工学の視点から避難等の対応を分かりやすく解説 丸善出版 (発売) 2022.2 453.8/フ289

ふんどしニッポン : 下着をめぐる魂の風俗史　（ 朝日新書--864 ） 朝日新聞出版 2022.5 383.1/イ290

文明　（ 白水iクラシックス--. ルソー・コレクション||ルソー・コレクション ） 白水社 2012.6 135.48/ル291

ベートーヴェン研究 : 合本 未来社 2021.12 762.4/ヤ292

ベートーヴェン症候群 : 音楽を自伝として聴く 春秋社 2022.4 761.17/ホ293

別役実の風景 論創社 2022.1 912.6/ヘ294

ヘムタンパク質の科学 : 生理機能の理解とその展開に向けて エヌ・ティー・エス 2022.5 464.2/ヘ295

編集者ディドロ : 仲間と歩く『百科全書』の森 平凡社 2022.4 035/ス296



令和3年度 和図書卒業記念図書一覧

編集者の著作権基礎知識--新版　（ ユニ知的所有権ブックス--no. 24 ） 太田出版 2022.4 021.2/ト297

ヘンテコ関数雑記帳 : 解析学へ誘う隠れた名優たち 共立出版 2021.6 413.5/サ298

変容する記憶と追悼　（ シリーズ戦争と社会 / 蘭信三 [ほか] 編集委員--5 ） 岩波書店 2022.4 393/シ/5299

保育・幼児教育のフロンティア--新版 晃洋書房 2022.5 376.1/ホ300

法情報の調べ方入門 : 法の森のみちしるべ--第2版　（ JLA図書館実践シリーズ--28 ） 日本図書館協会 2022.3 010/シ/28301

放送作家ほぼ全史 : 誰が日本のテレビを創ったのか　（ 星海社新書--220 ） 講談社 (発売) 2022.5 699.6/オ302

僕とデザイン アルテスパブリッシング 2022.1 727.021/ナ303

北欧型サービス志向のマネジメント : 競争を生き抜くマーケティングの新潮流 ミネルヴァ書房 2013.6 673/ク304

ポスター芸術論 : 十九～二〇世紀フランスの広告、絵画、ポピュラー・イメージ 三元社 2022.2 727/ヨ305

ホテル管理会計論 三恵社 2022.3 689/ヨ306

哺乳類--普及版　（ 世界大博物図鑑 / 荒俣宏著--5 ） 平凡社 2021.2 480.38/ア/5307

幕の開く前に : 僕の演劇雑記帳--増補改訂版 カモミール社 2022.4 770.4/カ308

マス・アート : 真理, 美, そして方程式 ニュートンプレス 2021.2 410.4/オ309

松尾芭蕉と曲亭馬琴 : 奥の細道南総里見八犬伝世間胸算用国性爺合戦ほか　（ 人物で
探る!日本の古典文学 ）

国土社 2019.3 J911.32/マ310

宮本常一 : 人間の生涯は発見の歴史であるべし　（ ミネルヴァ日本評伝選 ） ミネルヴァ書房 2022.5 289.1M/ス311

観るまえに読む大修館スポーツルール--2022 大修館書店 2022.4 780.36/ミ/2022312

みんなで考える脱炭素社会 : ビジュアル解説 : the roads to carbon neutrality 日経BP日本経済新聞出版本部 519.5/マ313

無線工学 : 第二級陸上特殊無線技士--6版　（ 無線従事者養成課程用標準教科書 ） 情報通信振興会 2021.11 548.07/ム314

メタバース進化論 : 仮想現実の荒野に芽吹く「解放」と「創造」の新世界 技術評論社 2022.4 547.8/ハ315
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もったいないばあさん　（ 講談社の創作絵本--. 大型絵本||オオガタ エホン ） 講談社 2008.2 C10/コ316

薬用植物・生薬の最前線 : 国内栽培技術から品質評価,製品開発まで--普及版　（ CMC
テクニカルライブラリー--763 . ファインケミカルシリーズ||ファイン ケミカル シリーズ ）

シーエムシー出版 2021.7 499.87/ヤ317

やさしく強い経済学 : 逆転の成長戦略 新日本出版社 2022.5 332.1/タ318

有機光反応の化学 : 光が誘起する電子移動・触媒系・有機合成　（ CSJ Current 
Review--43 ）

化学同人 2022.3 437.01/ユ319

揺れる子どもの最善の利益 : 東アジアの共同養育 晃洋書房 2022.4 324.92/ユ320

世にも珍奇な植物図鑑 : 絶滅危惧種40の奇跡 河出書房新社 2022.4 472/ア321

妖怪文化研究の新時代　（ 妖怪文化叢書 ） せりか書房 2022.3 388.1/ヨ322

よくわかる観光コミュニケーション論　（ やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ ） ミネルヴァ書房 2022.3 688/ヨ323

よくわかる!グラフ理論入門 共立出版 2021.5 415.6/コ324

琉球Okinawa : 小松健一写真集 本の泉社 2022.5 219.9/コ325

両生・爬虫類--普及版　（ 世界大博物図鑑 / 荒俣宏著--3 ） 平凡社 2021.2 480.38/ア/3326

旅行者と地域が創造する「ものがたり観光」 : 宇治・伏見観光のいまとこれから　（ 京都文
教大学地域協働研究シリーズ--3 ）

ミネルヴァ書房 2021.3 688.2162/リ327

歴史学の擁護　（ ちくま学芸文庫--[エ18-1] ） 筑摩書房 2022.5 201/エ328

レジリエンス人類史　（ 地球研学術叢書 ） 京都大学学術出版会 2022.3 389.04/レ329

ロック・ギターで学ぶクラシック音楽の様式美 自由現代社 (発売) 2019.6 761.7/ロ330

和英 : 日本の文化・観光・歴史辞典--3訂版 三修社 2022.5 291.033/ワ331

わかる構造力学--改訂版　（ I/O books ） 工学社 2022.4 524.1/ハ332

わたしのウエストサイド物語 双葉社 2021.12 778.233/チ333
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Evaluating second language vocabulary and grammar instruction : a synthesis of the 
research on teaching words, phrases, and patterns--: pbk

Routledge 2021 807/B1

It's okay to be different　（ Todd Parr picture books ） Spotlight 2020, c2001 C53/S2

Language teachers studying abroad : identities, emotions and disruptions--: pbk　（ 
Psychology of language learning and teaching / series editors, Sarah Mercer and 
Stephen Ryan--17 ）

Multilingual Matters c2022 807/L3

Linguistic landscapes beyond the language classroom--: pb　（ Advances in 
sociolinguistics ）

Bloomsbury Academic 2022, c2021 807/L4

Our subway baby Dial Books for Young Readers c2020 367.3/M5

Playing and playgoing in early modern England : actor, audience and performance--: hbk. Cambridge University Press 2022 772.33/P6

Sake : national sake that attracts the world : Tokyo University of Agriculture, guide to 
sake breweries and famous sake　（ Nou no Kura Bunko ）

世音社 2022 588.52/S7

Teach like a champion 3.0 : 63 techniques that put students on the path to college Jossey-Bass c2021 375/L8

The Routledge handbook of English language teacher education　（ Routledge handbooks 
in applied linguistics ）

Routledge 2022, c2019 830.7/R9

9洋図書 件

342 件合計


