
平成26年度 和図書卒業記念図書一覧

「居場所」の喪失、これからの「居場所」 : 成長・競争社会とその先へ　( 総合人間学 -- 9 ) 学文社 2015.6 361.5/イ1

「近代の超克」 : その戦前・戦中・戦後 作品社 2015.2 121.9/ス2

「先駆者」たちの挑戦　( 日本まんが / 荒俣宏編著 -- 第1巻 ) 東海大学出版部 2015.1 726.1/ニ/13

「保育」の戦後史 : 幼稚園・保育所の普及とその地域差 六花出版 2015.5 376.12/マ4

100円ショップでうきうき手づくりおもちゃ : 今日からきみもマイスター--図書館版 いかだ社 2015.3 J759/ヨ5

100円ショップでどきどきマジック いかだ社 2015.4 J779.3/フ6

100円ショップでわくわく科学実験 いかだ社 2015.4 J375.4/ア7

100語でわかるクラシック音楽　( 文庫クセジュ -- 998 ) 白水社 2015.2 760/シ8

20世紀を考える みすず書房 2015.6 230.7/シ9

３６５日の学級経営・授業づくり大事典 . 小学２年 明治図書出版 2015.3 374.1/サ/210

３６５日の学級経営・授業づくり大事典 . 小学３年 明治図書出版 2015.3 374.1/サ/311

365日の学級経営授業づくり大事典--小学1年 明治図書出版 2015.3 374.1/サ/112

365日の学級経営授業づくり大事典--小学4年 明治図書出版 2015.3 374.1/サ/413

365日の学級経営授業づくり大事典--小学5年 明治図書出版 2015.3 374.1/サ/514

365日の学級経営授業づくり大事典--小学6年 明治図書出版 2015.3 374.1/サ/615

3D-CGソフトの選び方　( I/O books ) 工学社 2015.5 549.928/ス16

３ＤＣＧ×３Ｄプリンタデジタル造形 : プロフェッショナルによるフィギュア制作事例が満載！
 . ２０１５

ワークスコーポレーション (発売) 2014 717/ス17

3D Printing Handbook : 自己表現のための新しいツールを使う・考える　( Make: Japan 
books )

オライリー・ジャパン 717/ヒ18

3D図解による建築構法 市ケ谷出版社 2014.3 524/ス19
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3Dプリンタ&3Dソフト : ガイドブック : Shade・Metasequoia・CLIP STUDIO MODELER・
Autodesk 123D Catch　( I/O books )

工学社 2014.2 717/ス20

3Dプリンタ[○が]わかる本　( I/O books ) 工学社 2014.1 717/オ21

3Dプリンタによるプロトタイピング オーム社 2014.9 507.6/ス22

3Dプリンター実用ガイド 日経BP社 717/ス23

3DCGソフト&3Dプリンタで作ろう!オリジナル・フィギュア ソーテック社 2014.4 717/オ24

50の名器とアイテムで知る図説楽器の歴史 原書房 2015.2 763.02/ウ25

An insight into the Japanese economy 三修社 2014.2 830.7/チ26

Androidアプリ開発入門者のための教本 : 人気講師のコースがそのまま1冊に! カットシステム 2015.1 694/ア27

ＢＡＴＩＣ国際会計検定過去問題集Ｓｕｂｊｅｃｔ　１ . ２０１３－２０１４年版 TAC出版 2014 335.96/ハ28

BATIC国際会計検定過去問題集--Subject2(2014年版) TAC出版 2014 335.96/ハ29

BATIC国際会計検定合格テキスト : 簿記のTACがつくったいちばんわかりやすい--
Subject 1--ver.2

TAC出版 2014.8 335.96/コ30

BATIC・U.S.CPAのための英文会計入門--第2版 同文舘出版 2009.6 335.96/ヤ31

Bluetooth low energyをはじめよう　( Make: projects ) オライリー・ジャパン 547.8/フ32

Essential解剖学 : テキスト&アトラス 南江堂 2015.5 491.1/エ33

EXCEL売上データ分析　( ビジテク ) 翔泳社 2013.12 335.91/エ34

Excelビジネス統計分析--第2版　( ビジテク ) 翔泳社 2014.1 335.91/ス35

HTML5/WebSocket/WebRTCによるTypeScriptネットワークプログラミング カットシステム 2015.1 547.8/マ36

IFRS国際会計の実務--下巻--Japan edition 5 レクシスネクシス・ジャパン 2015.4 679/ア/337

IFRS国際会計の実務--上巻--Japan edition 5 レクシスネクシス・ジャパン 2015.4 679/ア/138
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IFRS国際会計の実務--中巻--Japan edition 5 レクシスネクシス・ジャパン 2015.4 679/ア/239

Illustratorプロフェッショナルの教科書 : デザイン作成とパス・文字を正しく扱う技術 エムディエヌコーポレーション 549.928/タ40

Level-up trainer for the TOEIC test センゲージラーニング 2014.1 830.7/ヨ41

Little dancers : girls in sweet dreams パイインターナショナル (発売) 2015.1 766.6/リ42

リトル・ギターズ : ジュニア、スペシャル、スチューデント・モデルなど今--増補改訂版　( シ
ンコー・ミュージック・ムック )

シンコーミュージック・エンタテイメント 
2015.2

563.55/イ43

Logic Pro Xで始めるDTM&曲作り : ビギナーが中級者になるまで使える操作ガイド+楽曲
制作テクニック

リットーミュージック 2015.1 763.9/ヤ44

OJT完全マニュアル : 部下を成長させる指導術 ダイヤモンド社 2015.3 335.95/オ45

René Lalique : ルネ・ラリックの香水瓶 : アール・デコ--香りと装いの美-- マリアパブリケーションズ 751.5/イ46

ＵＩデザインの心理学 : わかりやすさ・使いやすさの法則 インプレス 2015.3 549.92/シ47

Web制作者のためのIllustrator (イラストレーター) &ベクターデータの教科書 : マルチデバ
イス時代に知っておくべき新・グラフィック作成術

インプレス 2015.5 549.928/ウ48

Yoshitomo Nara : self-selected works--Paintings 青幻舎 2015.3 723.1/ナ49

Yoshitomo Nara : self-selected works--Works on paper 青幻舎 2015.3 723.1/ナ50

アート・プロデュースの未来 論創社 2015.2 704/ア51

赤い鳥研究　( 近代童話作家資料選集 / 宮川健郎編・解説 -- 第7巻 . 赤い鳥、その他||
アカイ トリ、ソノタ )

クレス出版 2015.4 909/キ/752

アゲインスト・リテラシー : グラフィティ文化論 LIXIL出版 2015.1 727/オ53

アジア物流と貿易の実務 = A practical guide of Asian trade and logistics　( B & Tブックス
 )

日刊工業新聞社 2013.1 678.22/ス54

新しい公共と市民活動・労働運動　( 講座現代の社会政策 -- 5 ) 明石書店 2011.9 364.08/コ/555

新しい「物流」の教科書 : 基礎知識から最新動向まで1冊でまるごとわかる! PHP研究所 2014.6 675/ユ56
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アライアンス・イノベーション : 大企業とベンチャー企業の提携 : 理論と実際 = Alliance 
innovation

白桃書房 2013.9 335.3/ナ57

アルファベットで引く6か国語音楽用語辞典 : イタリア語・英語・ドイツ語・フランス語・スペイ
ン語・ラテン語

音楽之友社 2015.4 760.3/ア58

アントレプレナーの戦略論 : 事業コンセプトの創造と展開 中央経済社 2015.4 335.91/シ59

アントレプレナーシップ入門 : ベンチャーの創造を学ぶ = Introduction to 
entrepreneurship : understanding new venture creation　( 有斐閣ストゥディア )

有斐閣 2013.12 335/ア60

アンリ・ルソー : 「自作を語る画文集」楽園の夢 八坂書房 2015.1 723.5/ル61

意識の神秘 : 生物学的自然主義からの挑戦 新曜社 2015.2 491.37/サ62

一目瞭然！目からウロコの楽典 : 図解入り解説＆問題集（解き方ヒント付き)--応用編--
改訂版

ヤマハミュージックメディア 2014.10 761.2/サ63

今すぐ使える2D CAD 3D CAD 3Dプリンタ : 設計技術者必携BOOK 電気書院 2015.4 501.8/イ64

イラストレイテッド生化学　( リッピンコットシリーズ ) 丸善出版 2015.4 491.4/イ65

イラストレーター デザインマニュアル : テクスチャ&テキストエフェクト 技術評論社 2015.1 549.928/シ66

いろいろな単位①　( 算数の探険 -- 2, 4 ) 日本図書センター 2011.6 J410/サ/267

インクルーシブシアターを目指して : 「障害者差別解消法」で劇場はどうかわるか ビレッジプレス 2015.2 770/ス68

インサイト実践トレーニング : 「思わず買ってしまう」心のスイッチを見つけるための : 
consumer insight

ダイヤモンド社 2008.10 675/オ69

印刷技術基本ポイント--組版・ページネーション編 印刷学会出版部 2010.6- 749.42/イ70

インストア・マーチャンダイジング : 製配販コラボレーションによる売場作り 日本経済新聞出版社 2008.7 673.7/イ71

インターネットの便利さ・怖さ--池上彰さんと学ぶみんなのメディアリテラシー　( 池上彰さ
んと学ぶみんなのメディアリテラシー : 知っていると便利知らなきゃ怖いメディアのルール
と落とし穴 / 池上彰監修 -- 2 )

学研教育出版 J361.5/イ/272

インターンシップで志望の業界・職種に内定する方法 東洋経済新報社 2009.6 377.9/オ73



平成26年度 和図書卒業記念図書一覧

ヴァイオリンマニュアル : 日本語版 = Violin manual ヤマハミュージックメディア 2015.3 763.42/コ74

ウォーレン有機化学--上--第2版 東京化学同人 2015.3 437/ウ/175

動きで見る民族衣装の描き方 : ヨーロッパ/アメリカ/アフリカ/中東/アジアのシーン別描き
分けのコツ248パターン　( 玄光社MOOK )

玄光社 2015.3 724.74/ウ76

海の極限生物 築地書館 2015.4 481.74/ハ77

売場づくりの知識--第2版　( 日経文庫 -- 1247 ) 日本経済新聞出版社 2011.8 673.38/ス78

映画とは何か : 映画学講義 文遊社 2015.2 778.253/カ79

映画美術から学ぶ「世界」のつくり方 : プロダクションデザインという仕事 フィルムアート社 2015.1 778.4/ハ80

英語で遊ぶおりがみ　( 対訳ニッポン ) IBCパブリッシング 2015.2 754.8/エ81

映像のアルケオロジー : 視覚理論・光学メディア・映像文化　( 視覚文化叢書 -- 4 ) 青弓社 2015.2 778.21/オ82

栄養・食糧学用語辞典--第2版 建帛社 2015.5 498.53/エ83

絵とき　構造力学 オーム社 2015.8 501.34/イ84

エリザベス朝史劇と国家表象 : 演劇はイングランドをどう描いたか 九州大学出版会 2015.2 772.33/サ85

エリック・ミード　クロースアップマジック 東京堂出版 2015.2 779.3/ミ86

円空さんと遊ぼう : 円空仏を紙・塩ビシート・消しゴム・石ころ・板でつく 日貿出版社 2015.2 702.098/キ87

円空と木喰 : 微笑みの仏たち = Enku and Mokujiki : Buddhist sculpture in smiles　( ToBi 
selection )

東京美術 2015.3 718.3/エ88

演習で学ぶ現代制御理論--新装版 森北出版 2014.10 501.9/モ89

鴎外の花暦 養賢堂 2008.9 910.28M/ア90

おうちで楽しむにほんの行事 技術評論社 2006.12 385.8/ヒ91

おうちで楽しむにほんのもてなし 技術評論社 2008.12 383/ヒ92
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掟破りの数学 : 手強い問題の解き方教えます 共立出版 2015.4 410/マ93

奥が深いんだ! : 伝統に育まれた道をきわめる　( 外国人が教えてくれた! 私が感動した
ニッポンの文化 : 子どもたちに伝えたい! 仕事に学んだ日本の心 / ロバート キャンベル監
修 -- 第1巻 )

日本図書センター 2014.10 J361.6/カ/194

男が燃えた!泣いた!笑った!　( 日本まんが / 荒俣宏編著 -- 第2巻 ) 東海大学出版部 2015.1 726.1/ニ/295

オブジェを持った無産者 : 赤瀬川原平の文章 河出書房新社 2015.1 704/ア96

織の海道 = Textiles across the seas--[001] : 八重山・宮古編 : hbk 「織の海道」実行委員会 2002.5- 753/オ/00197

織の海道 = Textiles across the seas--002 : 沖縄本島・久米島編 : hbk 「織の海道」実行委員会 2002.5- 753/オ/00298

織の海道 = Textiles across the seas--003 : 奄美・鹿児島・久留米編 : pbk 「織の海道」実行委員会 2002.5- 753/オ/00399

織の海道 = Textiles across the seas--003 : 奄美・鹿児島・久留米編(用語解説) : pbk 「織の海道」実行委員会 2002.5- 753/オ/003100

音楽教育の原理 : 音楽学習過程の論理と思想 開成出版 2014.12 760.7/カ101

音声は何を伝えているか : 感情・パラ言語情報・個人性の音声科学　( 音響サイエンスシ
リーズ / 日本音響学会編 -- 12 )

コロナ社 2014.12 801.1/モ102

会計基準の読み方Q&A100 中央経済社 2014.2 335.96/ア103

会計法規集--新版, 第7版 中央経済社 2014.9 343.2/カ104

開発のプロが教えるSwift標準ガイドブック マイナビ 2014.12 549.926/S・カ105

科学・技術と社会倫理 : その統合的思考を探る 東京大学出版会 2015.1 404/カ106

科学じかけの貯金箱 いかだ社 2014.7 J507/タ107

楽典 : 楽譜の書き方 ヤマハミュージックメディア 2015.4 761.2/ケ108

確率・統計--第2版　( 工科の数学 / 田代嘉宏著 ) 森北出版 2015.7 417/タ109

かこさとしあそびの大事典--大宇宙編 農山漁村文化協会 2015.3 J384.5/カ110
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かすり : デザインの源流 : 沖縄・奄美・九州--[正]　( 織の海道 = Textiles across the 
seas -- v. 04 )

織の海道実行委員会 2007.3 753/オ/04-I111

かすり : デザインの源流 : 沖縄・奄美・九州--別冊　( 織の海道 = Textiles across the 
seas -- v. 04 )

織の海道実行委員会 2007.3 753/オ/04-II112

歌舞伎四〇〇年の言葉 : 学ぶ・演じる・育てる 芸術新聞社 2015.1 774/カ113

ガブリエル・オロスコ : 内なる複数のサイクル = Gabriel Orozco : innercycles フィルムアート社 2015.2 708/カ114

神なき宗教 : 「自由」と「平等」をいかに守るか 筑摩書房 2014.10 160.4/ト115

カラー生化学 西村書店 2015.3 464/カ116

革でつくるアクセサリーのレシピ : 好きな色と形で彩る。ちょっぴり贅沢で、個性的に。 マガジンランド 2015.1 755.5/コ117

かわいい仏像たのしい地獄絵 : 素朴の造形 パイインターナショナル 2015.1 718.3/ス118

幾何のおもしろさ--: 新装版　( 数学入門シリーズ ) 岩波書店 2015.3 414.12/コ119

機械設計ハンドブック : JIS対応 共立出版 2014.1 531.9/タ120

聴くだけ作曲入門 : 藤巻メソッド ヤマハミュージックメディア 2015.3 761.5/フ121

基礎解説力学 朝倉書店 2015.3 423/モ122

基礎からわかるTCP/IPネットワークコンピューティング入門--第3版 オーム社 2015.2 547.8/ム123

ギタリストが死ぬまで使えるペンタトニックの強化書 シンコーミュージック・エンタテイメント 
2015.3

763.55/ウ124

奇病時代 : 1955-1958　( 水俣病の民衆史 / 岡本達明著 -- 第2巻 ) 日本評論社 2015.4 519.5/ミ/2125

きみの脳はなぜ「愚かな選択」をしてしまうのか : 意思決定の進化論 講談社 2015.1 141.8/ケ126

牛乳パック&ペットボトル工作図鑑--図書館版 いかだ社 2014.7 507/タ127

教育人間学へのいざない 東京大学出版会 2015.4 371.1/ウ128
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共生社会を生きる 晃洋書房 2015.1 364/キ129

京都 : 比叡山・天橋立　( 最新修学旅行の本 ) 国土社 2014.10 J291.09/サ/4130

京都 : 琳派をめぐる旅　( 京都を愉しむ ) 淡交社 2015.5 702.15/キ131

恐怖と不安の社会学　( 現代社会学ライブラリー = Library of contemporary sociology -- 
16 )

弘文堂 2014.12 361/オ132

恐竜人間 パルコ出版 2015.2 748/タ133

曲線・曲面の微分幾何　( 共立講座 数学探検 -- 8 ) 共立出版 2015.7 410.8/ス/8134

巨大仏巡礼 扶桑社 2015.1 718/ク135

きらめく少女の瞳　( 日本まんが / 荒俣宏編著 -- 第3巻 ) 東海大学出版部 2015.1 726.1/ニ/3136

ギルバート発生生物学 メディカル・サイエンス・インターナショ
ナル 2015.3

463.8/キ137

近世から近代へ　( シリーズ遊廓社会 -- 2 ) 吉川弘文館 2014.1 384.9/シ/2138

近代インドにおける古典音楽の社会的世界とその変容 : "音楽すること"の人類学的研究 三元社 2015.2 762.9/タ139

筋肉の描き方 : すぐに役立つ! 一迅社 2015.2 725/セ140

クメール染織の美　( 織の海道 = Textiles across the seas -- vol. 05 . アジアへ、カンボジ
ア = To Asia, Cambodia||アジア エ、カン )

織の海道実行委員会 2013.8 753/オ/05141

クラシック音楽の毒と薬 文芸社 2015.3 760.4/ヨ142

グラフ理論による回路解析 森北出版 2014.8 541.1/ハ143

クリスマス正月のハッピーマジック : 子どもと楽しむ超もりあがり手品--図書館版 いかだ社 2014.11 779.3/フ144

グリッドで背景を描こう--2　( Comickersテクニックブック ) 美術出版社 2013.4 726.4/ク145

グローバリゼーションと福祉国家　( 講座現代の社会政策 -- 6 ) 明石書店 2012.7 364.08/コ/6146
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グローバリゼーションと惑星的想像力 : 恐怖と癒しの修辞学 みすず書房 2015.3 319/シ147

グローバル企業の経営倫理・CSR 白桃書房 2013.6 335.15/ク148

グローバル・マーケティングの新展開　( 日本流通学会設立25周年記念出版プロジェクト 
/ 日本流通学会監修 -- 5 )

白桃書房 2013.5 335.2/ク149

グローバル化と食品企業行動　( フードシステム学叢書 / 斎藤修監修 -- 第3巻 ) 農林統計出版 2014.8 588.09/ク150

経営と信用リスクのデータ科学　( Rで学ぶデータサイエンス / 金明哲編集 -- 19 ) 共立出版 2015.6 417/ト151

経営史--第2版　( 日経文庫 -- 1218 . 経営学入門シリーズ||ケイエイガク ニュウモン シ
リーズ )

日本経済新聞出版社 2010.3 335.02/ア152

経営史学の50年 日本経済評論社 2015.3 335.12/ケ153

啓蒙思想2.0 : 政治・経済・生活を正気に戻すために NTT出版 2014.10 104/ヒ154

結晶群　( 共立講座 数学探検 -- 7 ) 共立出版 2015.6 410.8/ス/7155

原色野菜の病害虫診断事典 農山漁村文化協会 2015.3 626.17/ケ156

花美術館アンソロジー 花美術館 702.8/ハ157

現代中小企業論--増補版 同友館 2011.2 335.3/ケ158

現代日本執筆者大事典 . 第５期--第一巻（あ～け） 日外アソシエーツ 281.03/ケ/1159

現代日本執筆者大事典 . 第５期--第三巻（に～わ） 日外アソシエーツ 281.03/ケ/3160

現代日本執筆者大事典 . 第５期--第二巻（こ～な） 日外アソシエーツ 281.03/ケ/2161

検定簿記講義 : 商業簿記--3級 平成27年度版 中央経済社 1960- 679.6/ケ162

検定簿記講義 : 商業簿記--3級 平成27年版 中央経済社 1960- 679.6/ケ163

憲法改正問題資料--下 旬報社 2015.4 323.1/ケ/2164

憲法改正問題資料--上 旬報社 2015.4 323.1/ケ/1165
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香と香道--第5版 雄山閣 2015.2 792/コ166

高精度化する個人認証技術 : 身体的、行動的認証からシステム開発、事例、国際標準化
まで

エヌ・ティー・エス 2014.11 491.3/コ167

酵素応用の技術と市場--2015 シーエムシー出版 2009.4- 464.5/コ/2015168

光琳art : 光琳と現代美術 KADOKAWA 2015.1 721.5/コ169

国際経営--第3版　( 有斐閣アルマ -- Specialized ) 有斐閣 2011.3 335.2/ヨ170

国際ビジネスの新機軸 : セミ・グローバリゼーションの現実の下で 同文舘出版 2015.3 335.2/コ171

心に響く「短調クラシック」入門 : センチメンタルな音楽があなたを癒す　( 廣済堂新書 -- 
053 )

廣済堂出版 2015.2 760.4/ツ172

古代インド仏教と現代脳科学における心の発見 : 複雑系理論に基づく先端的意識理論と
仏教教義の共通性

産業図書 2014.10 180.225/ア173

子どもと楽しむおり紙ワンダーランド いかだ社 2014.3 754.8/ヤ174

子どもと楽しむバルーンアート : 壁面・イベントに生かす いかだ社 2008.3 759/オ175

子ども熱中!中学社会「アクティブ・ラーニング」授業モデル 明治図書出版 2015.6 375.3/コ176

コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント--基本編 丸善出版 2014.4 675/コ177

コトラー8つの成長戦略 : 低成長時代に勝ち残る戦略的マーケティング　( SGビジネス双
書 )

碩学舎 675/コ178

コミュニケーションをデザインするための本--第2版 電通 674.92/キ179

コメの歴史　( 「食」の図書館 ) 原書房 2015.4 616.2/マ180

これが知りたかった! 音楽制作の秘密100 : 作曲/編曲/作詞からコンペ必勝法まで現役プ
ロが明かすQ&A形式ノウハウ集

リットーミュージック 2015.2 761.8/シ181

これでわかる!はじめての楽譜の読み方--: 新装版 ケイ・エム・ピー 2015.2 761.2/イ182

これだけ!構造力学 秀和システム 2015.3 524.1/マ183
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これだけ!電気回路 秀和システム 2015.4 541.1/ツ184

怖くて美しい世界の名画 . 天使と悪魔編 : いかにして見えざる世界は描かれたのか？　( 
綜合ムック )

綜合図書 2015.4 702.099/コ185

こんなに美しい・おいしいなんて!  : 高みをめざす職人の巧み　( 外国人が教えてくれた! 私
が感動したニッポンの文化 : 子どもたちに伝えたい! 仕事に学んだ日本の心 / ロバート 
キャンベル監修 -- 第2巻 )

日本図書センター 2015.1 J361.6/カ/2186

困難を乗り越える・人とつながる　( 3.11復興の取り組みから学ぶ未来を生き抜くチカラ / 
スマイルとうほくプロジェクト(福島民報社・河北新報社・岩手日報社)編集協力 -- 1 )

日本図書センター 2015.2 J369.31/サ/1187

コンピュータと表現 : 人間とコンピュータの接点　( グラフィック情報工学ライブラリ -- GIE-
10 )

数理工学社 549.92/ヒ188

ザ・タイガース研究論 : 昭和40年代日本のポピュラー音楽の社会・文化史的分析 近代映画社 2015.3 767.8/サ189

最新iOSプログラミング徹底解説 技術評論社 2015.1 694/ニ190

再生可能エネルギーの社会化 : 社会的受容性から問いなおす 有斐閣 2014.12 501.6/マ191

材料力学　( Professional engineer library ) 実教出版 2015.4 501.32/サ192

小波身上噺　( 近代童話作家資料選集 / 宮川健郎編・解説 -- 第1巻 . 巌谷小波||イワヤ 
サザナミ )

クレス出版 2015.4 909/キ/1193

挫折しないコード入門 : 理論がわかる！実践で弾ける！ 自由現代社（発売） 2015.3 761.5/サ194

サッカー・フットサル　( 絵とDVDでわかるスポーツルールとテクニック / 中村和彦総合監
修 -- 1 )

学研教育出版 J780/エ/1195

サルトル伝 : 1905-1980--下 藤原書店 2015.4 135.9S/コ/2196

サルトル伝 : 1905-1980--上 藤原書店 2015.4 135.9S/コ/1197

山菜・野草の食いしん坊図鑑 : おすすめ103種の見分け方・食べ方 農山漁村文化協会 2014.4 657.8/サ198

三都と地方都市　( シリーズ遊廓社会 -- 1 ) 吉川弘文館 2013.8 384.9/シ/1199

三遊亭円朝と江戸落語　( 人をあるく ) 吉川弘文館 2015.3 779.1/ス200
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自工程完結 : 品質は工程で造りこむ　( JSQC選書 -- 24 ) 日本規格協会 2014.12 509.6/サ201

施設園芸・植物工場ハンドブック 農山漁村文化協会 2015.5 615/シ202

持続可能な社会を創る環境教育論 : 次世代リーダー育成に向けて 東海大学出版部 2015.7 519.5/シ203

実践Javaコーディング作法 : プロが知るべき、112の規約と21の心得 日経BP社 549.926J/モ204

実戦!問題解決法　( 小学館文庫 -- [お1-1] ) 小学館 2007.4 335.91/オ205

児童に対する認知行動的ストレスマネジメント 風間書房 2014.12 493.937/タ206

死別の社会学 青弓社 2015.5 361/シ207

ジャーナリズムは再生できるか : 激変する英国メディア　( 岩波現代全書 -- 050 ) 岩波書店 2014.12 070.233/モ208

弱点克服大学生の初等力学 東京図書 2015.4 423/イ209

写真と検査データでみる血液細胞の実践的読み方　( 血液細胞アトラス -- 2 ) 東海大学出版会 2002.11 491.371/ケ/2210

写真で見る体育・スポーツ百年史 日本図書センター 2015.1 780.2/カ211

ジャズギターエンディング虎の巻 : セッションで使用する完全網羅の１６５パターン 中央アート出版社 2015.1 763.55/イ212

ジャズギターイントロ虎の巻 : セッションで使用する完全網羅の１８６パターン--改訂版 中央アート出版社 2015.1 761.9/イ213

社長、そのデザインでは売れません! 日経BP社 335.04/カ214

宗教学大図鑑 [三省堂] [2015.6] 161/シ215

少数と分数　( 算数の探険 -- 3 ) 日本図書センター 2011.6 J410/サ/3216

少年宇宙人 : 平成ウルトラマン監督原田昌樹と映像の職人たち 二見書房 [2015.3] 778.8/キ217

情報活用の「眼」 : データ収集・分析, そしてプレゼンテーション 共立出版 2015.2 549.92/キ218

情報倫理 : ネット時代のソーシャル・リテラシー 技術評論社 2015.1 401/シ219
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食育早わかり図鑑 : 給食時間の5分間指導 : 旬の野菜 群羊社 2015.6 374.94/シ220

職業とキャリア　( キャリアデザイン選書 ) 法政大学出版局 2009.2 366.2/ヤ221

食生活の中の野菜 : 料理レシピと家計からみたその歴史と役割 養賢堂 2013.8 596.2/セ222

植調雑草大鑑 全国農村教育協会 2015.2 470.38/ア223

食品分野における微生物制御技術の最前線　( 食品シリーズ ) シーエムシー出版 2014.12 588/シ224

初心者のオカリナ基礎教本 : メロディをやさしく吹きながら実践で学べる入門書 自由現代社 2015.1 763.7/シ225

初心者のサックス基礎教本 自由現代社 2015.1 763.738/シ226

女性の表象学 : レオナルド・ダ・ヴィンチからカッリエーラへ　( イメージの探検学 -- 6 ) ありな書房 2015.2 723.7/シ227

初等整数論 : 数論幾何への誘い　( 共立講座 数学探検 -- 6 ) 共立出版 2015.5 410.8/ス/6228

事例から学ぶ情報セキュリティ : 基礎と対策と脅威のしくみ 技術評論社 2015.2 549.92/ナ229

事例で学ぶ数学活用法 朝倉書店 2015.2 410/シ230

人格主義生命倫理学総論 : 諸々の基礎と生物医学倫理学 知泉書館 2015.3 490.15/ス231

人工知能は人間を超えるか : ディープラーニングの先にあるもの　( 角川EPUB選書 -- 
021 )

KADOKAWA 2015.3 401/マ232

人材マネジメント入門　( 日経文庫 -- 1001 ; B76 ) 日本経済新聞社 2004.2 335.95/モ233

人事管理入門--第2版　( 日経文庫 -- 1190 ) 日本経済新聞出版社 2008.10 335.95/イ234

信じられない現実の大図鑑 東京書籍 2014.7 J031.4/シ235

身体活動・体力と健康 : 活動的生活スタイルの推進 朝倉書店 2014.12 781.9/シ236

人的資源管理入門 文眞堂 2014.3 335.95/ア237

人的資源管理の基本--新版第2版 文眞堂 2015.6 335.95/シ238
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新編家畜生理学 養賢堂 2015.4 649.2/シ239

人類と芸術の300万年 : デズモンド・モリスアートするサル 柊風舎 2015.1 702/モ240

吹奏楽部員のための楽典がわかる本 ヤマハミュージックメディア 2015.4 761.2/ヒ241

数学の自由研究 : 第２回作品コンクール優秀作品集 . 図形・統計・確率編 文研出版 2015.4 410.7/ス242

数学理性の音楽 : 自然と社会を貫く数学 東京大学出版会 2015.4 413.6/オ243

数式からわかる電磁気学 : 目からウロコの電磁気の数学 : 苦手な数式に真っ向勝負! 秀和システム 2014.12 427/ヤ244

スキー・スケート : スノーボード　( 絵とDVDでわかるスポーツルールとテクニック / 中村和
彦総合監修 -- 8 )

学研教育出版 J780/エ/8245

鈴木其一 : 琳派を超えた異才　( ToBi selection ) 東京美術 2015.2 721.5/ス246

図説教科書の歴史 日本図書センター 1996.5 375.9/ス247

図説日本の湖 朝倉書店 2015.3 452.93/モ248

スタンリー・キューブリック : ムービーマスターズ キネマ旬報社 2015.3 778.233/ス249

スパコンを知る : その基礎から最新の動向まで 東京大学出版会 2015.2 549.92/イ250

スマホ・SNSとの正しい付き合い方--池上彰さんと学ぶみんなのメディアリテラシー　( 池
上彰さんと学ぶみんなのメディアリテラシー : 知っていると便利知らなきゃ怖いメディアの
ルールと落とし穴 / 池上彰監修 -- 3 )

学研教育出版 J361.5/イ/3251

生と死を考える : 宗教学から見た死生学　( 北大文学研究科ライブラリ -- 8 ) 北海道大学出版会 2015.3 161.3/セ252

生活保障と支援の社会政策　( 講座現代の社会政策 -- 2 ) 明石書店 2011.11 364.08/コ/2253

正義はどう論じられてきたか : 相互性の歴史的展開 みすず書房 2015.1 311.23/シ254

星景写真撮影術 : 美しい風景とともに星々を撮影　( アスキームック / アスキー書籍編集
部編 -- . AstroArtsの撮影術シリーズ||AstroArts ノ サツエイジュツ シリーズ )

アストロアーツ 747.4/ナ255

製品開発の「見える化」99 日本能率協会マネジメントセンター 
2014.10

507.6/キ256
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生物活性分子のケミカルバイオロジー : 標的同定と作用機構　( CSJ Current Review -- 
19 )

化学同人 2015.4 464/セ257

声優論 : アニメを彩る女神たち : 島本須美から雨宮天まで 河出書房新社 2015.2 778.7/セ258

西洋政治思想史講義 : 精神史的考察 岩波書店 2015.2 311.23/オ259

世界を読み解く一冊の本 慶應義塾大学出版会 2014.10 020.2/セ260

世界大地図帳--7訂版 平凡社 2015.3 290.38/セ261

世界で一番美しい劇場 エクスナレッジ 2015.1 771.5/セ262

世界のオリガミ・マスターズBUGS : 「昆虫戦争」は折り紙をここまで変えた! 駒草出版 2015.2 754.8/セ263

世界の古代帝国歴史図鑑 : 大国の覇権と人々の暮らし 柊風舎 2011.10 209.3/セ264

世界一わかりやすいIllustrator & Photoshop操作とデザインの教科書 技術評論社 2015.4 549.928/セ265

絶対音楽の美学と分裂する「ドイツ」 : 十九世紀　( 「音楽の国ドイツ」の系譜学 -- 3 ) 青弓社 2015.1 762.4/ヨ/3266

絶対!うまくなるフルート100のコツ ヤマハミュージックメディア 2015.3 763.72/ホ267

線形回帰分析　( 統計ライブラリー ) 朝倉書店 2015.3 417/ミ268

線型代数--改訂版 日本評論社 2015.3 411.3/ハ269

戦後社会政策論　( 講座現代の社会政策 -- 1 ) 明石書店 2011.11 364.08/コ/1270

戦略的マーケティング　( Do books -- . マーケティング・ベーシック・セレクション・シリーズ 
= Marketing basic sele )

同文舘出版 2012.10 675/タ271

戦略的マーケティングの構図 : マーケティング研究における現代的諸問題 同文舘出版 2014.10 675/セ272

ソーシャル・エンタープライズ : 社会貢献をビジネスにする 丸善 2008.12 335.7/ソ273

ソーシャル・エンタープライズ : 社会的企業の台頭 中央経済社 2006.2 335.7/ソ274
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卒業論文の作り方 : 複合領域分野における経営学研究の進め方　( 静岡学術出版教養
新書 -- 070004 )

ITSC静岡学術出版事業部 2008.2 335/キ275

外へとびだせ!アウトドアたんけんガイド　( 自然体験学習に役立つアウトドアガイド / 下城
民夫監修 -- 1 )

教育画劇 2015.4 J786/シ/1276

ソロモンの新有機化学--1--第11版 廣川書店 2015 437/ソ/1277

ソロモンの新有機化学--2--第11版 廣川書店 2015 437/ソ/2278

ソロモンの新有機化学--3--第11版 廣川書店 2015 437/ソ/3279

大学生のための教室英語表現300　( 英語で授業シリーズ -- 2 ) アルク 2009.4 837.8/タ280

体操競技 (器械運動)・体つくり運動　( 絵とDVDでわかるスポーツルールとテクニック / 中
村和彦総合監修 -- 3 )

学研教育出版 J780/エ/3281

たす　ひく　かける　わる　( 算数の探険 -- 1 ) 日本図書センター 2011.6 J410/サ/1282

棚田の歴史 : 通潤橋と白糸台地から 農山漁村文化協会 2014.2 612.194/ヨ283

ダンス : 創作ダンス・フォークダンス・現代的なリズムのダンス　( 絵とDVDでわかるスポー
ツルールとテクニック / 中村和彦総合監修 -- 9 )

学研教育出版 J780/エ/9284

ダンス解剖学　( スポーツ解剖学シリーズ ) ベースボール・マガジン社 2015.1 766.9/ハ285

地域を愛する・自然と共に生きる　( 3.11復興の取り組みから学ぶ未来を生き抜くチカラ / 
スマイルとうほくプロジェクト(福島民報社・河北新報社・岩手日報社)編集協力 -- 2 )

日本図書センター 2015.2 J369.31/サ/2286

畜産総合事典--普及版 朝倉書店 2009.7 640.3/チ287

地図と写真で見る東京オリンピック1964 実業之日本社 2015.2 780.6/チ288

茶の湯武者小路千家 春の茶事を楽しむ　( NHKテレビテキスト -- . 趣味Do楽||シュミ doラ
ク )

NHK出版 2015.3 791.7/チ289

中国語圏映画、この10年 : 娯楽映画からドキュメンタリーまで、熱烈ウォッチャーが観て感
じた100本　( TH series advanced )

アトリエサード 778.222/コ290

鳥獣戯画の謎 : 国宝に隠された「6つのミステリー」　( 別冊宝島 -- 2302 ) 宝島社 2015.3 721.2/チ291
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超伝導入門--下　( 物理学叢書 / 小谷正雄 [ほか] 編 -- 96, 103 ) 吉岡書店 2004.2-2006.12 427.4/テ/2292

超伝導入門--上　( 物理学叢書 / 小谷正雄 [ほか] 編 -- 96, 103 ) 吉岡書店 2004.2-2006.12 427.4/テ/1293

帳簿の世界史 文藝春秋 2015.4 679.02/ソ294

ちょっとロープワーク　( 山登りABC ) 山と溪谷社 2015.2 786/ハ295

創られた都市空間　( 交響する空間と場所 / 吉原直樹, 堀田泉編 -- 2 ) 法政大学出版局 2015.1 361.48/コ/2296

つくろう!おいしいアウトドアごはん　( 自然体験学習に役立つアウトドアガイド / 下城民夫
監修 -- 3 )

教育画劇 2015.4 J786/シ/3297

手足でポン!スタンプペインティングBOOK : 絵描き歌もあるよ いかだ社 2008.12 376.157/ト298

データ分析プロセス　( シリーズUseful R / 金明哲編 -- 2 ) 共立出版 2015.6 417/フ299

デジタル一眼交換レンズfor beginners　( 100%ムックシリーズ ) 晋遊舎 2015.3 742.6/テ300

デジタルイラストの「背景」描き方事典 : Photoshopで描く!シーンを彩る風景・アイテム46 SBクリエイティブ 2015.2 725.2/イ301

手づくりおもちゃを100倍楽しむ本 : 5分間もかからない--図書館版 いかだ社 2015.2 376.14/テ302

哲学への権利--1 みすず書房 2014.12 135.9D/テ/1303

鉄道写真バイブル : 11人のプロに教わる撮影術　( 玄光社MOOK ) 玄光社 2015.3 686/テ304

デリダ伝 白水社 2014.12 135.9D/ヘ305

電気電子情報のための線形代数 朝倉書店 2015.3 411.3/オ306

電磁波の物理 : その発生・伝播・吸収・増幅・共振を電磁気学で理解する 森北出版 2014.12 427.8/エ307

伝送理論の基礎と光ファイバ通信への応用 = Fundamentals of transmission theory and 
its application to optical fiber communications

電子情報通信学会 547.11/リ308

織の海道 = Textiles across the seas--003 : 奄美・鹿児島・久留米編[別冊] 「織の海道」実行委員会 2005.11 753/キ309

東京 : 東京ディズニーランド　( 最新修学旅行の本 ) 国土社 2014.9 J291.09/サ/2310
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東京のちいさな美術館めぐり G.B. 2015.4 706.9/ウ311

統計学の図鑑　( まなびのずかん ) 技術評論社 2015.6 417/ワ312

闘争時代--下: 1968-1973　( 水俣病の民衆史 / 岡本達明著 -- 第3-4巻 ) 日本評論社 2015 519.5/ミ/4313

闘争時代--上: 1957-1969　( 水俣病の民衆史 / 岡本達明著 -- 第3-4巻 ) 日本評論社 2015 519.5/ミ/3314

塔本シスコ : 絵の手帖　( コロナ・ブックス -- 199 ) 平凡社 2015.2 723.1/ト315

東洋人物レファレンス事典--美術・音楽・芸能篇 日外アソシエーツ 703.5/ト316

童話雑感及小品　( 近代童話作家資料選集 / 宮川健郎編・解説 -- 第3巻 . 小川未明||オ
ガワ ミメイ ; 2 )

クレス出版 2015.4 909/キ/3317

童話のおじさん : 小川未明物語　( 近代童話作家資料選集 / 宮川健郎編・解説 -- 第4巻
 . 小川未明||オガワ ミメイ ; 3 )

クレス出版 2015.4 909/キ/4318

レトロ未来派 : 21世紀の歯車世代　( トーキングヘッズ叢書 -- No.54 ) アトリエサード 704/ト319

徳倫理学について 知泉書館 2014.10 150/ハ320

トコトンやさしいセンサの本--第2版　( B & Tブックス -- . 今日からモノ知りシリーズ||キョ
ウ カラ モノシリ シリーズ )

日刊工業新聞社 2014.12 501.22/ヤ321

トコトンやさしいユニバーサルデザインの本--2版　( B & Tブックス -- . 今日からモノ知り
シリーズ||キョウ カラ モノシリ シリーズ )

日刊工業新聞社 2014.12 501.8/ミ322

ところで、きょう指揮したのは? : 秋山和慶回想録 アルテスパブリッシング 2015.2 762.1/ア323

図書館情報学教育の戦後史 : 資料が語る専門職養成制度の展開 ミネルヴァ書房 2015.3 010.7/ト324

トスティ歌曲集 : 合本 . １・２・３　( イタリアオペラ歌曲文法解説シリーズ -- 44 ) アウラ・マーニャ/イタリアオペラ出版 
2015.3

766.1/ト325

トマト大事典 農山漁村文化協会 2015.2 626.27/ト326

どんな数にも物語がある : 驚きと発見の数学 SBクリエイティブ 2015.4 410.4/ヘ327

なぜローカル経済から日本は甦るのか : GとLの経済成長戦略　( PHP新書 -- 932 ) PHP研究所 2014.6 332.1/ト328
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奈良 : 吉野山・熊野古道　( 最新修学旅行の本 ) 国土社 2014.11 J291.09/サ/5329

成田亨の特撮美術 羽鳥書店 2015.1 778.46/ナ330

南山堂医学大辞典--第20版 南山堂 2015.4 490.33/ナ331

新美南吉詩集 : 墓碑銘　( 近代童話作家資料選集 / 宮川健郎編・解説 -- 第6巻 . 新美
南吉||ニイミ ナンキチ )

クレス出版 2015.4 909/キ/6332

西部邁と佐高信の思想的映画論 七つ森書館 2015.1 778.04/ニ333

二重螺旋--完全版 新潮社 2015.5 464.27/ワ334

日光 : 足尾銅山・富岡製糸場　( 最新修学旅行の本 ) 国土社 2014.9 J291.09/サ/1335

日本地理学人物事典--近世編 原書房 2011.5- 290.35/オ336

日本地理学人物事典--近代編1 原書房 2011.5- 290.35/オ337

日本地理学人物事典--近代編2 原書房 2011.5- 290.35/オ338

日本地理学人物事典--現代編1 原書房 2011.5- 290.35/オ339

日本の20世紀芸術 = The 20th century art in Japan 平凡社 2014.11 702.16/ニ340

日本の植物園 : 日本植物園協会50周年記念誌 八坂書房 2015.6 470.76/ニ341

日本めん食文化の一三〇〇年--増補版 農山漁村文化協会 2014.12 383.8/オ342

日本語教育における日中対照研究・漢字教育研究 駿河台出版社 2015.4 810.7/ニ343

日本産セミ科図鑑 : 詳細解説、形態・生態写真、鳴き声分析図--改訂版 誠文堂新光社 2015.4 486.5/ニ344

日本産土壌動物 : 分類のための図解検索--[1]--第2版 東海大学出版部 2015.2 481.76/ニ/1345

日本産土壌動物 : 分類のための図解検索--[2]--第2版 東海大学出版部 2015.2 481.76/ニ/2346

日本人は日本をどうみてきたか : 江戸から見る自意識の変遷 笠間書院 2015.2 361.6/ニ347
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乳児観察と調査・研究 : 日常場面のこころのプロセス 創元社 2015.5 371.44/ニ348

ニュース英語パワーボキャビル4000語--: セット 語研 1998.8 824/コ349

入門機械学習による異常検知 : Rによる実践ガイド コロナ社 2015.3 401/イ350

入門経済学のための微分・積分 : 高校数学から経済数学へ 東洋経済新報社 2015.4 331.19/コ351

人間の尊厳と人格の自律 : 生命科学と民主主義的価値　( 叢書・ウニベルシタス -- 
1024 )

法政大学出版局 2015.3 490.15/ク352

ネット時代の動画活用講座 : 仕事にも趣味にも役に立つ! 玄光社 2015.3 549.928/オ353

ネットワーク符号化の基礎 : 初歩から学ぶネットワークコーディング 森北出版 2015.5 547.01/セ354

年譜でたどる琳派400年 淡交社 2015.1 721.5/ネ355

脳がつくる３Ｄ世界 : 立体視のなぞとしくみ　( DOJIN選書 -- 64 ) 化学同人 2015.2 491.374/フ356

脳科学を活かした授業をつくる : 子どもが生き生きと学ぶために : マルティプルインテリ
ジェンス

C.S.L.学習評価研究所 375/ホ357

農山漁村生活史調査資料集--第1巻 日本図書センター 2006.2 611.98/ノ/1358

農山漁村生活史調査資料集--第2巻 日本図書センター 2006.2 611.98/ノ/2359

農山漁村生活史調査資料集--第3巻 日本図書センター 2006.2 611.98/ノ/3360

農山漁村生活史調査資料集--第4巻 日本図書センター 2006.2 611.98/ノ/4361

農山漁村生活史調査資料集--第5巻 日本図書センター 2006.2 611.98/ノ/5362

農山漁村生活史調査資料集--第6巻 日本図書センター 2006.2 611.98/ノ/6363

HDR (ハイダイナミックレンジ合成) &ハイキー/ローキー撮影・作成テクニック　( 玄光社
MOOK )

玄光社 2015.3 744.2/エ364

箱根・鎌倉　富士山　( 最新修学旅行の本 ) 国土社 2014.12 J291.09/サ/3365
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はじめての「123D Design」　( I/O books ) 工学社 2014.9 501.8/ネ366

初めてのアンコール遺跡　( 写真で読む ) 草土文化 2015.3 223.5/サ367

バスケットボール・ハンドボール : タグラグビー　( 絵とDVDでわかるスポーツルールとテク
ニック / 中村和彦総合監修 -- 5 )

学研教育出版 J780/エ/5368

バスケットボール・ハンドボール : タグラグビー　( 絵とDVDでわかるスポーツルールとテク
ニック / 中村和彦総合監修 -- 5 )

学研教育出版 J780/エ/6369

発酵・醸造食品の最前線　( 食品シリーズ ) シーエムシー出版 2015.2 588.51/ハ370

発表会文化論 : アマチュアの表現活動を問う　( 青弓社ライブラリー -- 84 ) 青弓社 2015.2 760.6/ハ371

花寄之式 仙遊之式--初版　( 裏千家茶道点前教則 / 千宗室著 -- 31 . 七事式||シチジシ
キ ; 6 )

淡交社 2015.2 791.7/セ/31372

パラリンピックスポーツ : 車いす競技・ゴールボールなど　( 絵とDVDでわかるスポーツ
ルールとテクニック / 中村和彦総合監修 -- 10 )

学研教育出版 J780/エ/10373

バランスシートで読みとく世界経済史 : ヴェニスの商人はいかにして資本主義を発明した
のか?

日経BP社 679.12/ホ374

稽古場で学ぶ水屋しごと . ３ : 春野にあそぶしつらえ　炉・風炉を扱う　( 淡交テキスト -- 
通巻519号 . 稽古場で学ぶ水屋しごと||ケイコバ デ マナブ ミズヤ シゴト ; 3 )

淡交社 2015.3 791/ケ/3375

バレエの世界へようこそ! : あこがれのバレエ・ガイド 河出書房新社 2015.3 766.6/マ376

バレエ・キャラクター事典--: 新装版　( クララの本 ) 新書館 2015.3 766.6/ト377

バレーボール・ソフトテニス : 卓球・バドミントン　( 絵とDVDでわかるスポーツルールとテク
ニック / 中村和彦総合監修 -- 4 )

学研教育出版 J780/エ/4378

判断力批判 作品社 2015.6 134.2/カ379

ヒートアイランドの事典 : 仕組みを知り、対策を図る 朝倉書店 2015.6 451.35/ヒ380

光エレクトロニクス入門 = Introduction to optoelectronics 森北出版 2014.2 549/サ381

ビジネスモデルの教科書 : 経営戦略を見る目と考える力を養う 東洋経済新報社 2014.4 335.91/イ382
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人と人とをつなぐ「人」! : ニッポン社会で大活躍　( 外国人が教えてくれた! 私が感動した
ニッポンの文化 : 子どもたちに伝えたい! 仕事に学んだ日本の心 / ロバート キャンベル監
修 -- 第3巻 )

日本図書センター 2015.2 J361.6/カ/3383

人の心は読めるか? 早川書房 2015.1 361.5/エ384

人の発達段階を考慮したものづくり教育の体系化 風間書房 2015.2 507.7/オ385

ヒトはなぜ笑うのか : ユーモアが存在する理由 勁草書房 2015.2 141.6/ハ386

ヒトラーと哲学者 : 哲学はナチズムとどう関わったか 白水社 2015.1 134/シ387

日々、蚤の市 : 古民藝もりたが選んだ、ちょっと古くて面白いモノ。 青幻舎 2015.1 709.3/モ388

美貌帖 河出書房新社 2015.2 723.1/カ389

標準ハーモニカ教本 . １　入門・初級編 全音楽譜出版社 1990.7- 763.79/サ/1390

標準ハーモニカ教本 . ２（中級・上級編）--新版（改訂版） 全音楽譜出版社 2015.2 763.79/サ/2391

開かれた都市空間　( 交響する空間と場所 / 吉原直樹, 堀田泉編 -- 1 ) 法政大学出版局 2015.1 361.48/コ/1392

ファニー・メンデルスゾーン=ヘンゼル : 時代に埋もれた女性作曲家の生涯 春風社 2015.1 762.4/ヒ393

ファンタジーの世界観を描く : コンセプトアーティストが創るゲームの舞台、その発想と技
法

エムディエヌコーポレーション 2015.2 724.75/ト394

風姿花伝 : 世阿弥　( NHK「100分de名著」ブックス ) NHK出版 2015.2 773/ツ395

フードチェーンと地域再生　( フードシステム学叢書 / 斎藤修監修 -- 第4巻 ) 農林統計出版 2014.7 611.46/フ396

不可能を可能にする3Dプリンター×3Dスキャナーの新時代 : あらゆるモノがデータ化さ
れ、あらゆる人が作り手となる

日経BP社 717/ハ397

武装キャラの描き方　( KOSAIDOマンガ工房 ) 廣済堂出版 2015.3 726.4/フ398

仏教文明の転回と表現 : 文字・言語・造形と思想 勉誠出版 2015.3 180.2/フ399

不透明社会の中の若者たち : 大学生調査25年から見る過去・現在・未来 関西大学出版部 2014.7 377.9/カ400



平成26年度 和図書卒業記念図書一覧

フューチャー・オブ・マインド : 心の未来を科学する NHK出版 2015.2 491.371/カ401

ブラウン有機化学--下 東京化学同人 2014.1-2014.9 437/フ/2402

フリーソフトではじめる機械学習入門 森北出版 2014.3 401/ア403

ふろしきで遊ぼう : 1枚の布で包む・結ぶ・折る : 「染め」もあるよ いかだ社 2012.3 387/ヨ404

文化面から捉えた東日本大震災の教訓 : ミュージアム政策からみる生活の転換 かもがわ出版 2015.3 069.1/キ405

文明と文化の思想 白水社 2014.8 118/マ406

ペットボトルおもちゃ : マンガKids工作book いかだ社 2011.7 507/ス407

変革するマネジメント : 戦略的人的資源管理 千倉書房 2012.10 335.95/ヒ408

ベンチャー企業 : 起業の認識と成長のプロセス　( 大阪経済大学研究叢書 -- 第73冊 ) 晃洋書房 2011.7 335.3/ヨ409

ポイントで学ぶ電気回路--直流・交流基礎編 コロナ社 2015.1 541.1/ミ410

防災を知る・日本の未来を考える　( 3.11復興の取り組みから学ぶ未来を生き抜くチカラ / 
スマイルとうほくプロジェクト(福島民報社・河北新報社・岩手日報社)編集協力 -- 3 )

日本図書センター 2015.2 J369.31/サ/3411

防災と時間　( 時間学の構築 / 山口大学時間学研究所監修 -- 1 ) 恒星社厚生閣 2015.3 369.31/シ412

僕は君たちに武器を配りたい--エッセンシャル版　( 講談社文庫 -- [た-124-1] ) 講談社 2013.11 335.9/タ413

僕たちとアイドルの時代　( 星海社新書 -- 59 ) 星海社 767.8/サ414

星空写真撮影術 : さまざまな天体を追尾して撮影　( アスキームック / アスキー書籍編集
部編 -- . AstroArtsの撮影術シリーズ||AstroArts ノ サツエイジュツ シリーズ )

アストロアーツ 743/イ415

ポジティブ志向と幸福感の心理学 ナカニシヤ出版 2015.3 140/ハ416

補償金時代 : 1973-2003　( 水俣病の民衆史 / 岡本達明著 -- 第5巻 ) 日本評論社 2015.7 519.5/ミ/5417

保全生態学の挑戦 : 空間と時間のとらえ方 東京大学出版会 2015.6 468.2/ホ418

マーケティングの理論と戦略 五絃舎 2015.3 675/マ419
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マーケティング・ケーススタディ　( SGビジネス双書 ) 碩学舎 2015.6 675/イ420

マーケティング・モデル--第2版　( Rで学ぶデータサイエンス / 金明哲編集 -- 13 ) 共立出版 2015.4 417/サ421

舞の本をよむ : 武将が愛した舞の世界の物語 三弥井書店 2014.12 721.02/マ422

マイクロ波伝送線路共振器の構成と応用 : ステップインピーダンス共振器/フィルタの理論
と設計

森北出版 2014.11 548.16/マ423

前の時代 : 舞台としての三つの村と水俣湾　( 水俣病の民衆史 / 岡本達明著 -- 第1巻 ) 日本評論社 2015.3 519.5/ミ/1424

マッキンゼー流入社1年目問題解決の教科書 ソフトバンククリエイティブ 2013.4 335.91/オ425

マックス・ベックマン : 近代芸術における伝統の問題 三元社 2015.1 723.4/ヘ426

マルティンとフリッツ・ハイデッガー : 哲学とカーニヴァル 平凡社 2015.3 134.944/ツ427

まんがデッサン基本講座 コスミック出版 [2015.3] 726.1/マ428

水野式ジャズ・セッションのルールブック シンコーミュージック・エンタテイメント 
2015.3

764.7/ミ429

見てわかる陶芸材料--保存版 双葉社 2015.2 751.3/ミ430

未明感想小品集　( 近代童話作家資料選集 / 宮川健郎編・解説 -- 第2巻 . 小川未明||オ
ガワ ミメイ ; 1 )

クレス出版 2015.4 909/キ/2431

宮澤賢治素描　( 近代童話作家資料選集 / 宮川健郎編・解説 -- 第5巻 . 宮沢賢治||ミヤ
ザワ ケンジ )

クレス出版 2015.4 909/キ/5432

未来をつくる資本主義 : 世界の難問をビジネスは解決できるか--増補改訂版 英治出版 2012.7 335.9/ハ433

みんなが欲しかった!FPの教科書2級AFP--'14-'15年版 TAC出版事業部 2013.6- 338.1/タ/2015434

みんなでつくろう!季節と行事で壁をかざる立体工作--1 2 3月 国土社 2015.3-2015.4 J750/ハ/4435

みんなでつくろう!季節と行事で壁をかざる立体工作--10 11 12月 国土社 2015.3-2015.4 J750/ハ/3436

みんなでつくろう!季節と行事で壁をかざる立体工作--4 5 6月 国土社 2015.3-2015.4 J750/ハ/1437
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みんなでつくろう!季節と行事で壁をかざる立体工作--7 8 9月 国土社 2015.3-2015.4 J750/ハ/2438

民話・昔話集内容総覧--県別・国別 2003-2012 日外アソシエーツ 388.031/ミ439

民話・昔話集内容総覧--県別・国別 2003-2012 作品名索引 日外アソシエーツ 388.031/ミ440

名作椅子の由来図典 :年表&系統図付き : 歴史の流れがひと目でわかる--増補改訂 誠文堂新光社 2015.1 758/ニ441

メーイのアリストテレース『詩学』解釈とオペラの誕生 勁草書房 2015.2 766.1/ツ442

メディアの役割とその仕組み--池上彰さんと学ぶみんなのメディアリテラシー　( 池上彰さ
んと学ぶみんなのメディアリテラシー : 知っていると便利知らなきゃ怖いメディアのルール
と落とし穴 / 池上彰監修 -- 1 )

学研教育出版 J361.5/イ/1443

メディア・美・教育 - 現代ドイツ教育思想史の試み 東京大学出版会 2015.9 371.234/イ444

免疫測定法 : 基礎から先端まで 講談社 2014.12 492.18/メ445

モーツァルトその音楽と生涯--第5巻　( 名曲のたのしみ、吉田秀和 / 吉田秀和著 ; 西川
彰一編 )

学研パブリッシング 762.4/ヨ/5446

モノクロRAW現像の教科書 : もっとカンタンに上達したい人のための 秀和システム 2015.2 743/キ447

野球・ソフトボール : クリケット　( 絵とDVDでわかるスポーツルールとテクニック / 中村和
彦総合監修 -- 2 )

学研教育出版 J780/エ/2448

やさしい大正琴講座 : 五線とドレミでわかりやすい！ 自由現代社 (発売) 2015.1 768.1/ヤ449

やってみよう!アウトドアあそび　( 自然体験学習に役立つアウトドアガイド / 下城民夫監修
 -- 2 )

教育画劇 2015.2 J786/シ/2450

ユニバーサルデザインの教科書--第3版 日経BP社 501.8/ユ451

幼児保育百年の歩み : 写真集 日本図書センター 2015.1 376.12/ヨ452

ヨーロッパのＣＳＲと日本のＣＳＲ : 何が違い、何を学ぶのか。 日科技連出版社 2005.9 335.15/フ453

よくわかるHTML5&CSS3の解説書 FOM出版 2014.12 547.8/ヨ454

読みやすい文字と伝わるイラスト : 描き方BOOK!　( MF comic essay ) KADOKAWA 2015.2 726.5/モ455
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ラベルワークで進める参画型教育 : 学び手の発想を活かすアクティブ・ラーニングの理
論・方法・実践 = Learners' commitment-driven education with label work

ナカニシヤ出版 2015.5 377/ラ456

理解をもたらすカリキュラム設計 : 「逆向き設計」の理論と方法 日本標準 2012.4 375/ウ457

リキッド化する世界の文化論 青土社 2014.8 361.6/ハ458

陸上競技・水泳　( 絵とDVDでわかるスポーツルールとテクニック / 中村和彦総合監修 --
 7 )

学研教育出版 J780/エ/7459

理工系学生のための線形代数 培風館 2015.4 411.3/イ460

理想追求型QCストーリー : 「未来の顧客価値」を起点にしたコンセプト主導型の新製品・
サービス開発手法

日科技連出版社 2014.11 509.66/カ461

合唱エクササイズ : YANPA METHOD--リトミック編2　( 合唱エクササイズ ) 河合楽器製作所・出版部 2014- 767.4/イ462

例題で学ぶ光エレクトロニクス入門 森北出版 2014.10 549.9/ヒ463

レーニンジャーの新生化学--下--第6版 廣川書店 2015 491.4/レ/2464

レーニンジャーの新生化学--上--第6版 廣川書店 2015 491.4/レ/1465

歴史・文化　( 織の海道 = Textiles across the seas -- vol. 05 . アジアへ、カンボジア = 
To Asia, Cambodia||アジア エ、カン )

織の海道実行委員会 2013.8 753/オ/05466

レッドデータプランツ : 絶滅危惧植物図鑑 = Red data plants--増補改訂新版 山と溪谷社 2015.3 472.1/レ467

労働市場・労使関係・労働法　( 講座現代の社会政策 -- 3 ) 明石書店 2009.11 364.08/コ/3468

露出と色と光の撮り方教室 : 自分らしさを色と明るさで表現する 朝日新聞出版 2015.2 743/ロ469

ロボットの人類学 : 二〇世紀日本の機械と人間 世界思想社 2015.3 501.9/ク470

ロボットは東大に入れるか　( よりみちパン!セ -- P063 ) イースト・プレス 2014.8 410/ア471

わくわくクリスマス : アイデアいっぱい!ハッピークラフト--: 図書館版 いかだ社 2012.11 376.157/イ472

和食の基本がわかる本 : 郷土に根ざした伝承の技と味に学ぶ : 和食アドバイザー検定公
式テキスト

日本実務能力検定協会 383.8/ワ473
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Grosses japanisch-deutsches Wörterbuch = 和独大辞典--Bd. 2 Iudicium c2009- 843/ワ/2474

侘び然び幽玄のこころ : 西洋哲学を超える上位意識 桜の花出版 701.1/モ475

475和図書 件
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Accounting : a very short introduction--: pbk　( Very short introductions -- 383 ) Oxford University Press 2014 679/N1

Accounting : text and cases--13th ed., international ed　( McGraw-Hill international 
editions )

McGraw-Hill/Irwin 2011 679/A2

Business Advantage Intermediate Student's Book with Dvd. (PAP)--1 PAP/DVD Cambridge U.P. c2012 335.9/B3

Consumer behaviour : applications in marketing--: pbk--2nd ed SAGE 2013 675/E4

Contemporary Tourist Behaviour : Yourself and Others as Tourists. (PAP)　( CABI 
tourism texts )

CABI c2009 688/B5

Core concepts of accounting--11th ed Pearson c2013 679.01/B6

Doing Your Business Research Project. (PAP) SAGE Publications Ltd 2015 335.96/B7

Encyclopedia of tourism　( World reference ) Routledge 2003 688/E8

Financial Accounting : International Financial Reporting Standards. (PAP)--9TH Pearson c2014 335.96/F9

Handbook of research methods in tourism : quantitative and qualitative approaches--: 
[pbk.]

Edward Elgar c2012 688.036/H10

Handbook of tourist behavior : theory & practice--: pbk　( Routledge advances in 
tourism -- 16 )

Routledge 2012, c2009 688/H11

International business : the new realities--3rd ed Pearson c2014 335.2/C12

International financial reporting standards : as issued at 1 January 2015--pt. A International Accounting Standards 
Board c2015

335.96/I/113

International financial reporting standards : as issued at 1 January 2015--pt. B International Accounting Standards 
Board c2015

335.96/I/214

Marketing : theory, evidence, practice--: pbk Oxford University Press 2013 675/S15

Marketing Tourism Places　( Routledge library editions -- . Tourism ; v. 2 ) Routledge 2013, c1990 688/M16

Organic Chemistry. (PAP)--9th ed. ; Solution Manual ; Study Guide Brooks/Cole 437/M17
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Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches--: pbk--4th Sage c2014 002.7/C18

Research methods for leisure and tourism : a practical guide--4th ed Financial Times Prentice Hall 2011 688/V19

Research methods in business studies--: pbk--4th ed Financial Times Prentice Hall 2010 335/G20

The encyclopedia of applied linguistics--v. 1 : hardback Wiely-Blackwell 2013 [i.e. 2012] 803/E/121

The encyclopedia of applied linguistics--v. 2 : hardback Wiely-Blackwell 2013 [i.e. 2012] 803/E/222

The encyclopedia of applied linguistics--v. 3 : hardback Wiely-Blackwell 2013 [i.e. 2012] 803/E/323

The encyclopedia of applied linguistics--v. 4 : hardback Wiely-Blackwell 2013 [i.e. 2012] 803/E/424

The encyclopedia of applied linguistics--v. 5 : hardback Wiely-Blackwell 2013 [i.e. 2012] 803/E/525

The encyclopedia of applied linguistics--v. 6 : hardback Wiely-Blackwell 2013 [i.e. 2012] 803/E/626

Tourism : principles and practice--: print--5th ed Pearson 2013 688/T27

Tourism : principles, practices, philosophies--: hardback--12th ed Wiley c2012 688/G28

Tourism behaviour : travellers' decisions and actions CABI c2005 688/M29

Tourist behaviour : themes and conceptual schemes--: hbk　( Aspects of tourism -- 27 ) Channel View Publications c2005 688/P30

Tourist Behaviour and the Contemporary World. (PAP)　( Aspects of tourism ) Channel View c2011 688/P31

31洋図書 件

506 件合計


