
平成27年度 和図書卒業記念図書一覧

アルトリコーダー初歩の初歩入門 : 初心者に絶対！！ ドレミ楽譜出版社 2016.3 763.7/ヨ1

「移動」と「比較」の日本帝国史 : 統治技術としての観光・博覧会・フィールドワーク 新曜社 2014.4 210.6/ア2

「インターネット」の次に来るもの : 未来を決める12の法則 NHK出版 2016.7 504/ケ3

「聴くこと」の革命 : ベートーヴェン時代の耳は「交響曲」をどう聴いたか　( 叢書ビブリオム
ジカ = Bibliomúsica )

アルテスパブリッシング 2015.10 761.1/ホ4

「規範」からの離脱 : 中国同時代作家たちの探索　( アジア理解講座 -- 5 ) 山川出版社 2006.1 920.28/キ5

「工学」のおもしろさを学ぶ--新装版 東京電機大学出版局 2016.4 504/コ6

「証言」日本のアングラ : 演劇革命の旗手たち 作品社 2015.11 775/ニ7

「帝都」のガイドブック　( コレクション・モダン都市文化 / 和田博文監修 -- 31 ) ゆまに書房 2008.1 213.6/テ8

「フランツ・シューベルト」の誕生 : 喪失と再生のオデュッセイ 法政大学出版局 2016.3 762.4/ホ9

『バイエル』原典探訪 : 知られざる自筆譜・初版譜の諸相 音楽之友社 2016.4 762.4/オ10

100語でたのしむオペラ　( 文庫クセジュ -- 1006 ) 白水社 2016.6 766.1/シ11

101ぴきわんちゃん　( 「国際版」ディズニーおはなし絵本館 -- 10 ) 講談社 2002.6 C10/コ12

14ひきのあさごはん 童心社 1983.7 C10/ト13

14ひきのぴくにっく 童心社 1986.12 C10/ト14

1889-1936傲慢　( ヒトラー / イアン・カーショー著 ; 川喜田敦子,  福永美和子訳 -- 上 ) 白水社 2016.1 234.074/カ/115

1936-1945天罰　( ヒトラー / イアン・カーショー著 ; 川喜田敦子,  福永美和子訳 -- 下 ) 白水社 2016.5 234.074/カ/216

３Ｄプリンター活用技術検定公式ガイドブック 日経BP社 501.8/ス17

3びきのこぶた　( 「国際版」ディズニーおはなし絵本館 -- 1 ) 講談社 2002.10 C10/コ18

APG原色樹木大図鑑 北隆館 2016.3 652.703/エ19
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CAD利用技術者試験1級(機械)公式ガイドブック--平成28年度版 日経BP社 501.8/キ/201620

CAD利用技術者試験2級・基礎公式ガイドブック--平成28年度版 日経BP社 501.8/キ/201621

Cell 赤々舎 2008.9 748/マ22

CUDA by example : 汎用GPUプログラミング入門 インプレスジャパン 549.926/サ23

CUDA Cプロフェッショナルプログラミング　( Impress top gear ) インプレス 2015.9 549.926/チ24

CxO(経営層)のための情報セキュリティ : 経営判断に必要な知識と心得 ダイヤモンド・ビジネス企画 335.91/ミ25

DTM/DAW用語辞典 シンコーミュージック・エンタテイメント 
2012.4

763.9/オ26

DTMオーケストラサウンドの作り方 : 実践的作編曲のコツ60 スタイルノート 2011.1 763.9/ナ27

eビジネス&マーケティングの教科書 : ビジネスからみた情報活用学 : 情報化社会におけ
るビジネスの捉え方--第2版

学文社 2016.5 670/オ28

German design products : tool, camera, fashion, wristwatch, furniture, food…　( 
Townmook )

Classix media 501.8/シ29

GPUプログラミング入門 : CUDA5による実装 講談社 2013.5 549.926/シ30

Hawaiian dictionary for hula dancers : たくさんのメレ (うた) から集めた言葉たち--[1] 文踊社 (発売) 2015.9- 829.4/ヨ31

Hiroshi Sugimoto : seascapes 青幻舎 2015.10 748/ス32

HOUSE definitive : 1974-2014　( ele-king books ) Pヴァイン 764.7/ハ33

IFRS9「金融商品」の構図 : IAS39置換プロジェクトの評価 同文舘出版 2016.2 679/ヨ34

IoTセキュリティ : インシデントから開発の実際まで 日経BP社 549.92/ア35

IoTで激変するクルマの未来 : 自動車業界に押し寄せるモビリティ革命 洋泉社 2016.2 537.09/モ36

IT・インターネットの法律相談　( 新青林法律相談 -- 4 ) 青林書院 2016.1 547.8/ア37
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JISにもとづく機械設計製図便覧--第12版ワイド版 オーム社 2016.5 531.9/オ38

JP-01 SPK : Taiji Matsue 赤々舎 2014.7 748/マ39

LIM 青幻舎 2015.11 748/マ40

MBA・金融プロフェッショナルのためのファイナンスハンドブック 中央経済社 338/エ41

NGSアプリケーションRNA-Seq実験ハンドブック : 発現解析からncRNA、シングルセルまで
あらゆる局面を網羅!　( 実験医学 -- 別冊 )

羊土社 2016.4 491.111/エ42

taiji matsue jp0205 青幻舎 2013.3 748/マ43

TECHNO definitive : 1963-2013　( ele-king books ) Pヴァイン 763.9/テ44

The curator's handbook : 美術館、ギャラリー、インディペンデント・スペースでの展覧会の
つくり方

フィルムアート社 2015.9 706.9/シ45

Tokujin Yoshioka : crystallize 青幻舎 2013.11 757/ヨ46

Tokyo : 見えない都市を見せる 青幻舎 2015.11 706.9/ト47

TYO-WTC 赤々舎 2013.9 748/マ48

アーサー王の剣 ほるぷ出版 2003.9 C10/ホ49

アートする科学　( 別冊日経サイエンス -- 211 ) 日経サイエンス 404/ア50

アカウンティングプロフェッション論　( 日本監査研究学会リサーチ・シリーズ / [日本監査
研究学会編] -- 11 )

同文舘出版 2013.10 679.9/ア51

朝倉数学辞典 朝倉書店 2016.6 410.3/ア52

当たって、砕けるな! : 青年海外協力隊の流儀 高陵社書店 2010.8 333.8/ヨ53

新しい微生物学--第5版 廣川書店 2016.3 491.7/ア54

あの日 講談社 2016.1 914.6/オ55
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アファーマティヴ・アクションの行方 : 過去と未来に向き合うアメリカ 名古屋大学出版会 2014.11 316.85/カ56

アメリカ映画に見る黒人ステレオタイプ : 『国民の創生』から『アバター』まで 富山大学出版会 778.233/ア57

アメリカを歌で知る　( 祥伝社新書 -- 459 ) 祥伝社 2016.3 767.8/ウ58

アメリカ・キリスト教史 : 理念によって建てられた国の軌跡 新教出版社 2006.5 192.02/モ59

あやとり　( やってみよう!むかしのあそび -- 5 ) ポプラ社 2016.4 J384.5/ヤ/560

アラジン　( 「国際版」ディズニーおはなし絵本館 -- 14 ) 講談社 2002.2 C10/コ61

アラジン　( ぶたいしかけえほん ) 大日本絵画 2011 C10/タ62

アラジンと魔法のランプ ほるぷ出版 2000.6 C10/ホ63

あらすじで読む名作歌舞伎50選--新版 世界文化社 2015.9 774/ト64

あらすじで読む名作文楽50選--新版 世界文化社 2015.9 777.1/タ65

争わないための生業実践 : 生態資源と人びとの関わり　( アフリカ潜在力 / 太田至シリー
ズ総編 -- 4 )

京都大学学術出版会 2016.3 302.4/ア/466

歩き続ければ、大丈夫。 : アフリカで25万人の生活を変えた日本人起業家からの手紙 ダイヤモンド社 2014.11 159/サ67

アルバン・ベルク : 地獄のアリア 春秋社 2015.10 762.4/タ68

アンデスの文化遺産を活かす : 考古学者と盗掘者の対話　( フィールドワーク選書 / 印東
道子, 白川千尋, 関雄二編 -- 6 )

臨川書店 2014.2 268/セ69

アンビエント・ディフィニティヴ　( ele-king books ) Pヴァイン 764.7/ア70

イギリス現代政治史--第2版 ミネルヴァ書房 2016.4 312.33/イ71

イギリス小説の愉しみ 音羽書房鶴見書店 2009.6 930.2/イ72

意思決定理論入門 NTT出版 2012.7 335.9/キ73

出雲大社　( 神の宮 : 増浦行仁写真作品集 / 増浦行仁写真 ) 東京大学出版会 2016.5 175.9/マ74
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イスラムと音楽 : イスラムは音楽を忌避しているのか スタイルノート 2015.9 167.02/ア75

伊勢神宮　( 神の宮 : 増浦行仁写真作品集 / 増浦行仁写真 ) 東京大学出版会 2016.5 175.8/マ76

異世界の書 : 幻想領国地誌集成 東洋書林 2015.11 388/エ77

偉大な指揮者に学ぶ無知のリーダーシップ : メンバーの隠れた能力を引き出す匠技 日経BP社 335.9/タ78

いたずらきかんしゃちゅうちゅう　( 世界傑作絵本シリーズ -- . アメリカの絵本||アメリカ ノ 
エホン ; 2 )

福音館書店 1961.8 C10/フ79

いちばんわかりやすいDTMの教科書--改訂版 リットーミュージック 2015.7 763.9/マ80

移動通信における電波伝搬 : 無線通信シミュレーションのための基礎知識 コロナ社 2012.11 548.52/イ81

イバラード博物誌 架空社 1994.1- 726.5/イ82

異文化交流史の再検討 : 日本近代の「経験」とその周辺 平凡社 2011.5 319.1/ヒ83

今すぐ使えるかんたんネットワークのしくみ超入門　( Imasugu Tsukaeru Kantan Series ) 技術評論社 2016.6 547.8/ア84

イメージの魔術師エロール・ル・カイン = Errol Le Cain, the enchanter of images--改訂新
版

ほるぷ出版 2009.12 726.5/カ85

インターネット心理学のフロンティア : 個人・集団・社会 誠信書房 2009.2 361.5/イ86

インド鍵盤楽器考 : ハルモニウムと電子キーボードの普及にみる楽器のグローカル化と
ローカル文化の再編

渓水社 2016.2 763.022/オ87

印度宗教史　( 民間信仰論選集 / 西村明編・解説 -- 第1巻 ) クレス出版 2016.2 164/ミ/188

インド染織の現場 : つくり手たちに学ぶ　( フィールドワーク選書 / 印東道子, 白川千尋, 
関雄二編 -- 12 )

臨川書店 2015.2 753.2/ウ89

ヴィジュアルガイド物理数学 : 1変数の微積分と常微分方程式 東京図書 2016.6 421.4/マ90

ウォーターハウス夢幻絵画館　( ToBi selection ) 東京美術 2014.2 723.33/カ91

ウクレレ・コードを覚える方法と押さえやすい指選びのコツ : ３００個のコードを導く６の
ルール

リットーミュージック 2015.10 763.58/イ92
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うさぎスマッシュ : 世界に触れるアートとデザイン フィルムアート社 2013.11 757/ウ93

うさぎはやっぱり クレヨンハウス 2006.12 C10/ク94

宇宙の扉をノックする NHK出版 2013.11 421/ラ95

器としての身體 : 土方巽・暗黒舞踏技法へのアプローチ--増補改訂 春風社 2015.8 766.91/ミ96

海のくらし　( 調べよう!日本の自然と人びとのくらし -- 第4巻 ) 岩崎書店 2012.3 J291/シ/497

英語教育学と認知心理学のクロスポイント : 小学校から大学までの英語学習を考える 北大路書房 2016.2 830.7/エ98

英語という選択 : アイルランドの今 岩波書店 2016.6 838/シ99

英語の決算書を読むスキル : 海外企業のケーススタディで基礎と実践をおさえる ダイヤモンド社 2012.4 679.5/オ100

英語は「教わったように教えるな」 研究社 2016.6 830.7/ワ101

英国税務会計史 中央大学出版部 2014.9 345.233/ヤ102

エイジング心理学ハンドブック 北大路書房 2008.7 143.7/エ103

映像と文化 : 知覚の問いに向かって 京都造形芸術大学東北芸術工科大
学出版局藝術学舎 

778.04/エ104

榮久庵憲司とデザインの世界 = The design world of Kenji Ekuan 美学出版 2016.2 501.8/エ105

江戸のしかけ絵本 : 立版古とおもちゃ絵　( 武蔵野美術大学美術館・図書館コレクション ) グラフィック社 2015.9 721.8/エ106

エネルギーのはなし : 科学の眼で見る日常の疑問 技報堂出版 2016.4 501.6/イ107

演説歌とフォークソング　( フィギュール彩 -- 53 ) 彩流社 2016.4 767.8/タ108

応用ドラマ : 演劇の贈りもの 而立書房 2015.10 770.4/二109

おおかみと七ひきのこやぎ : グリム童話　( 世界傑作絵本シリーズ -- . スイスの絵本||ス
イス ノ エホン )

福音館書店 1967.4 C10/フ110

狼王ロボ : シートン動物記 リトルモア 2015.5 C10/リ111
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お手玉　( やってみよう!むかしのあそび -- 7 ) ポプラ社 2016.4 J384.5/ヤ/7112

音鉄 : 耳で楽しむ鉄道の世界 ワニブックス 2016.3 686.21/カ113

おはじき・ビー玉　( やってみよう!むかしのあそび -- 3 ) ポプラ社 2016.4 J384.5/ヤ/3114

オバマ広島演説 : 生声CD : 対訳 = Obama's Hiroshima speech　( ことばの力永久保存
版 )

朝日出版社 2016.6 837.7/オ115

オペラの20世紀 : 夢のまた夢へ 平凡社 2015.10 766.1/チ116

おやすみなさいのほん　( 世界傑作絵本シリーズ -- . アメリカの絵本||アメリカ ノ エホン ; 
5 )

福音館書店 1962.1 C10/フ117

おりがみ　( やってみよう!むかしのあそび -- 6 ) ポプラ社 2016.4 J384.5/ヤ/6118

オリンピックまるわかり事典 : 大記録から2020年東京開催まで　( 楽しい調べ学習シリー
ズ )

PHP研究所 2014.3 J780.6/オ119

音圧アップのためのDTMミキシング入門講座! リットーミュージック 2014.8 763.9/イ120

音楽からインド社会を知る : 弟子と調査者のはざま　( フィールドワーク選書 / 印東道子, 
白川千尋, 関雄二編 -- 11 )

臨川書店 2016.2 762.9/テ121

音楽と脳科学 : 音楽の脳内過程の理解をめざして 北大路書房 2016.4 761.14/ケ122

音楽に自然を聴く　( 平凡社新書 -- 812 ) 平凡社 2016.4 760.4/コ123

音楽の美しい宇宙 : 和声、旋律、リズム　( アルケミスト双書 ) 創元社 2015.9 761/マ124

音楽の力×コミュニケーションでつくる音楽の授業 : 先生と子どものやりとりが見える 東洋館出版社 2016.2 375.76/オ125

音楽の文章セミナー : プログラム・ノートから論文まで--改訂版 音楽之友社 2016.4 760.7/ク126

音楽の未来を作曲する 晶文社 2015.10 762.1/ノ127

カープ分子細胞生物学 東京化学同人 2016.3 463/カ128

会計学説の系譜と理論構築 同文舘出版 2015.2 679.01/カ129
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会計プロフェッショナルの税務事案奮闘記 : ストーリーで学ぶ租税法判例30 清文社 2016.1 345.1/カ130

会計学基礎論--第5版補訂版 同文舘出版 2016.3 679/カ131

海港都市・神戸　( コレクション・モダン都市文化 / 和田博文監修 -- 65 ) ゆまに書房 2010.12 216.4/カ132

海港都市・横浜　( コレクション・モダン都市文化 / 和田博文監修 -- 64 ) ゆまに書房 2010.12 213.7/カ133

外国為替入門 : 図とイラストでよくわかる--7訂　( Beginner series ) 経済法令研究会 2016.5 337.7/カ134

会社法決算書の読み方・作り方 : 計算書類の分析と記載例--第10版 中央経済社 679.5/カ135

開発と共生のはざまで : 国家と市場の変動を生きる　( アフリカ潜在力 / 太田至シリーズ
総編 -- 3 )

京都大学学術出版会 2016.3 302.4/ア/3136

学生との対話 新潮社 2014.3 914.6/カ137

確率で読み解く日常の不思議 : あなたが10年後に生きている可能性は? 共立出版 2016.4 417.1/ナ138

ガシガシねずみくん クレヨンハウス 2006.1 C10/ク139

歌唱の仕組み : その体系と学び方 音楽之友社 2014.12 767.1/ミ140

家族生活の社会学 : 家庭内役割の不平等はなぜ続くのか 新曜社 2015.9 367.3/ア141

楽器学入門 : 写真でわかる!楽器の歴史 時事通信出版局 763/モ142

歌舞伎俳句歳時記帳 文藝春秋企画出版部 774/サ143

歌舞劇ヤクシャガーナ : 南インドの劇空間、綺羅の呪力。 而立書房 2016.3 385.7/モ144

鎌倉と海水浴　( コレクション・モダン都市文化 / 和田博文監修 -- 54 ) ゆまに書房 2009.12 291.37/カ145

仮面の世界をさぐる : アフリカとミュージアムの往還　( フィールドワーク選書 / 印東道子, 
白川千尋, 関雄二編 -- 19 )

臨川書店 2016.2 389.4/ヨ146

軽井沢と避暑　( コレクション・モダン都市文化 / 和田博文監修 -- 52 ) ゆまに書房 2009.12 291.52/カ147

川・湖のくらし　( 調べよう!日本の自然と人びとのくらし -- 第2巻 ) 岩崎書店 2012.4 J291/シ/2148
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頑健回帰推定　( 統計ライブラリー ) 朝倉書店 2016.2 417/ミ149

完全比較国際会計基準と日本基準 : 国際会計の実務--第3版 清文社 2016.4 679.4/カ150

キーノート有機化学--第2版 東京化学同人 2016.6 437/ハ151

消えたイングランド王国　( 集英社新書 -- 0814D ) 集英社 2015.12 233.035/サ152

記憶心理学と臨床心理学のコラボレーション 北大路書房 2015.11 149/キ153

記憶の生涯発達心理学 北大路書房 2008.1 141.3/キ154

企業会計入門 : 考えて学ぶ--補訂版 有斐閣 2016.3 335.96/サ155

基礎から新機能までＣｕｂａｓｅ８．５がわかる本 : 実践音楽制作ガイド スタイルノート 2016.5 763.9/メ156

基礎から学ぶ建築CAD : 基本操作から作図まで 彰国社 2016.3 501.8/キ157

基礎からのベイズ統計学 : ハミルトニアンモンテカルロ法による実践的入門 朝倉書店 2015.6 417/キ158

基礎と応用ベクトル解析--新訂版　( ライブラリ理工新数学 -- T5 ) サイエンス社 2016.2 414.5/シ159

キャッツ : ボス猫・グロウルタイガー絶体絶命 ほるぷ出版 1988.6 C10/ホ160

CAD利用技術者試験3次元公式ガイドブック--平成28年度版 日経BP社 501.8/キ/2016161

キャベツくん　( みるみる絵本 ) 文研出版 c1980.9 C10/フ162

デジタルアーティストのためのスケッチ練習帳 : Ｓｋｅｔｃｈ　Ｗｏｒｋｓｈｏｐ：Ｃｈａｒａｃｔｅｒ . キャ
ラクター　( デジタルアーティストのためのスケッチ練習帳 / 3DTotal Publishing制作 ; スタ
ジオリズ訳 )

ボーンデジタル 2015.9 726.4/キ163

牛馬民俗誌　( 野本寛一著作集 / 野本寛一著 -- 4 ) 岩田書院 2015.9 380/ノ164

教員の異文化体験 : 異文化適応・人間的成長・教員としての成長 風間書房 2015.12 374.3/ス165

境界を超えて : 東アジアの周縁から　( アジア理解講座 -- 1 ) 山川出版社 2002.3 220.04/キ166

京都とツーリズム　( コレクション・モダン都市文化 / 和田博文監修 -- 62 ) ゆまに書房 2010.12 688.2162/キ167
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強父論 文藝春秋 2016.7 910.28A/ア168

曲面の数学 : ユークリッド幾何からタイヒミュラー空間まで 日本評論社 2016.3 414.53/リ169

きらきら ヴァンジ彫刻庭園美術館 748/イ170

近未来シミュレーション2050日本復活 東洋経済新報社 2016.8 302.1/フ171

金魚ノ歌 河出書房新社 2016.6 723.1/フ172

銀行のグループ経営 : そのビジネスと法規制のすべて 金融財政事情研究会 338.5/キ173

近代日本における学校園の成立と展開 風間書房 2015.8 374.7/タ174

近代日本の鉄道構想　( 近代日本の社会と交通 -- 3 ) 日本経済評論社 2008.6 686.21/オ175

近代日本保育者養成史の研究 : キリスト教系保姆養成機関を中心に 風間書房 2016.2 376.12/ナ176

近未来の交通・物流と都市生活 : ユニバーサルデザインとエコデザインの融合 慶應義塾大学出版会 2016.3 680/キ177

金融危機と中央銀行 九州大学出版会 2016.4 338.4/イ178

金融商品ガイドブック--2016年度版 金融財政事情研究会 1997.6- 338.14/キ/2016179

金融商品取引法--第4版 商事法務 2016.4 338.14/マ180

金融・ファイナンス　( カール教授のビジネス集中講義 / 平野敦士カール著 ) 朝日新聞出版 2016.4 338/ヒ181

クジラとともに生きる : アラスカ先住民の現在　( フィールドワーク選書 / 印東道子, 白川
千尋, 関雄二編 -- 3 )

臨川書店 2014.5 389.54/キ182

グスコーブドリの伝記 リトルモア 2012.7 C10/リ183

グッド・マス : ギークのための数・論理・計算機科学 オーム社 2016.6 410/シ184

クラリネット　( パワーアップ吹奏楽! ) ヤマハミュージックメディア 2016.5 763.73/マ185

くるみ割り人形、ペール・ギュント、真夏の夜の夢ほか　( 新井鷗子の音楽劇台本シリーズ 
-- . おはなしクラシック / 新井鷗子著||オハナシ クラシック ; 1 )

アルテスパブリッシング 2015.4 J760/ア/1186
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グルメ案内記　( コレクション・モダン都市文化 / 和田博文監修 -- 13 ) ゆまに書房 2005.11 213.6/ク187

クロイツァーの肖像 : 日本の音楽界を育てたピアニスト ヤマハミュージックメディア 2016.4 762.4/ハ188

グローバル経営史 : 国境を越える産業ダイナミズム 名古屋大学出版会 2016.4 335.2/ク189

グローバル化における中国のメディアと産業 : 情報社会の形成と企業改革　( 日中社会学
叢書 : グローバリゼーションと東アジア社会の新構想 -- 3 )

明石書店 2008.10 602.22/ク190

クロニンジャーのパーソナリティ理論入門 : 自分を知り、自分をデザインする 北大路書房 2014.11 141.93/キ191

群論序説 日本評論社 2016.3 411.6/ホ192

経営組織認識論考 : 組織認識論の世界 文眞堂 2016.4 335.94/タ193

経営書から学んだ経営 : 顧問先10000社の公認会計士が読んでいる経営書 東峰書房 2015.7 335.04/ホ194

経済倫理と企業統治 同友館 2016.3 335.3/ト195

ケースで学ぶ犯罪心理学 北大路書房 2013.9 326.34/オ196

ケーナ教則本 ドレミ楽譜出版社 2016.4 763.7/ハ197

ケチャップマン ブロンズ新社 2015.11 C10/フ198

結婚と家族のこれから : 共働き社会の限界　( 光文社新書 -- 824 ) 光文社 2016.6 361.4/ツ199

欠測データの統計解析　( 統計解析スタンダード / 国友直人, 竹村彰通, 岩崎学編 ) 朝倉書店 2016.3 417/ア200

げんきなマドレーヌ　( 世界傑作絵本シリーズ -- . アメリカの絵本||アメリカ ノ エホン ) 福音館書店 1972.11 C10/フ201

げんきにわんわん クレヨンハウス 2005.6 C10/ク202

賢治断章 : 男声合唱とピアノのための 河合楽器製作所・出版部 2015.11 767/ミ203

現代アメリカ法入門 : アメリカ法の考え方 日本評論社 2016.5 322.93/マ204

現代菌類学大鑑 共立出版 2016.2 474.7/ム205
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現代中国家族の多面性 弘文堂 2013.3 361.6/ケ206

現代日本の憲法--第2版 法律文化社 2016.4 323.4/ケ207

現代の量子力学--下--第2版　( 物理学叢書 / 小谷正雄 [ほか] 編 -- 108-109 ) 吉岡書店 2014.3-2015.5 429.1/サ/2208

現代の量子力学--上--第2版　( 物理学叢書 / 小谷正雄 [ほか] 編 -- 108-109 ) 吉岡書店 2014.3-2015.5 429.1/サ/1209

現代俳優教育論 : 教わらない俳優たち　( コミュニティ・ブックス ) 日本地域社会研究所 2016.4 771.6/キ210

現代美術キュレーター・ハンドブック 青弓社 2015.9 706.9/ナ211

けん玉　( やってみよう!むかしのあそび -- 2 ) ポプラ社 2016.4 J384.5/ヤ/2212

建築デザインの構造と造形 鹿島出版会 2015.7 524.6/ケ213

憲法改正 : 新文献目録 日外アソシエーツ 323.4/ケ214

公園・遊園地・動物園・水族館　( コレクション・モダン都市文化 / 和田博文監修 -- 77 ) ゆまに書房 2012.6 361.48/コ215

交響する都市と農山村 : 対流型社会が生まれる　( シリーズ田園回帰 -- 4 ) 農山漁村文化協会 2016.3 361.48/シ/4216

高校英語授業を知的にしたい : 内容理解・表面的会話中心の授業を超えて 研究社 2016.7 375.89/コ217

公民教育とは何か ミネルヴァ書房 2015.10 379.1/フ218

公民権運動の歩兵たち : 黒人差別と闘った白人女子学生の日記 彩流社 2016.3 316.85/キ219

コード進行で学ぶ弾ける！ピアノ伴奏 : 楽しい伴奏トレーニング！ 自由現代社 2016.3 763.2/コ220

コード進行の基礎知識 : ピアノ学習・作曲編曲に役立つ ドレミ楽譜出版社 2015.8 761.5/コ221

コーポレートガバナンス改革時代のROE戦略 : 効用と限界 中央経済社 335.96/フ222

コーポレートガバナンス・コードの実務--第2版 商事法務 2016.4 335.4/コ223

コーポレート・ファイナンス = Corporate finance : 基礎と応用 中央経済社 335.96/ア224
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国際地域学入門 勉誠出版 2016.3 319/コ225

国際秩序 日本経済新聞出版社 2016.6 319/キ226

国際ビジネス・ファイナンス　( アントレプレナーの経営学 / エリック・ボール, ジョセフ・リ
ピューマ著 ; 宮地恵美, 樺澤哲編訳 -- 3 )

慶應義塾大学出版会 2016.3 335/ホ/3227

国際法 = International law--第3版 東信堂 2016.4 329/コ228

心の中のブラインド・スポット : 善良な人々に潜む非意識のバイアス 北大路書房 2015.9 361.5/ハ229

「九章算術」を楽しむ本 : 古代中国数学 言視舎 2016.3 419.2/ソ230

古典の男たち　( Magazine House mook ) マガジンハウス 2015.11 772.1/コ231

言葉から文化を読む : アラビアンナイトの言語世界　( フィールドワーク選書 / 印東道子, 
白川千尋, 関雄二編 -- 15 )

臨川書店 2015.8 829.76/ニ232

こどもの庭 : 仙田満+環境デザイン研究所の「園庭・園舎30」 世界文化社 2016.4 526.37/セ233

子ども博物館美術館事典 日外アソシエーツ 069/コ234

こども部屋のアリス リトルモア 2013.3 C10/リ235

この一瞬に価値がある : バルトロメイ家とウィーン・フィルの120年 音楽之友社 2016.4 764.3/ハ236

やってみよう！むかしのあそび . １ : こままわし　( やってみよう!むかしのあそび -- 1 ) ポプラ社 2016.4 J384.5/ヤ/1237

コリアン社会の変貌と越境　( フィールドワーク選書 / 印東道子, 白川千尋, 関雄二編 -- 
17 )

臨川書店 2015.11 389.21/ア238

コントラバス = Contrabass　( パワーアップ吹奏楽! ) ヤマハミュージックメディア 2016.2 763.45/ス239

サイ・トゥオンブリーの写真 --変奏のリリシズム-- DIC川村記念美術館 2016.4 706.9/ト240

新環境百科 丸善出版 2016.1 519.5/ミ241

サウンドレコーディング技術概論--再改訂版 日本音楽スタジオ協会 547.43/サ242
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作図で身につく双曲幾何学 : GeoGebraで見る非ユークリッドな世界 共立出版 2016.5 414.8/ア243

作曲家たちの風景 : 楽譜と演奏技法を紐解く ヤマハミュージックメディア 2016.3 762/モ244

里山の「人の気配」を追って : 雑木林・湧水湿地・ため池の環境学 花伝社 654/ト245

産業酵素の応用技術と 新動向--普及版　( CMCテクニカルライブラリー -- 542 . 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 )

シーエムシー出版 2015.6 588.5/サ246

産業用ロボットの安全管理 : 理論と実際--第3版 中央労働災害防止協会 2016.2 531.38/サ247

山地のくらし　( 調べよう!日本の自然と人びとのくらし -- 第1巻 ) 岩崎書店 2012.4 J291/シ/1248

三びきのやぎのがらがらどん : アスビョルンセンとモーの北欧民話　( 世界傑作絵本シ
リーズ -- . アメリカの絵本||アメリカ ノ エホン )

福音館書店 1965.7 C10/フ249

死と乙女たち : ファニー・ウルストンクラフトとシェリー・サークル 音羽書房鶴見書店 2016.7 930.28S/ト250

幸せな王子 リトルモア 2006.3 C10/リ251

シェイクスピア大図鑑 [三省堂] [2016.7] 930.28S/シ252

ジェンダーの中国史　( アジア遊学 -- 191 ) 勉誠出版 2015.11 367.222/シ253

シカゴ・スタイル研究論文執筆マニュアル 慶應義塾大学出版会 2012.11 836/ト254

市場分析のための統計学入門 朝倉書店 2016.4 331.19/シ255

死すべき定め : 死にゆく人に何ができるか みすず書房 2016.6 490.15/カ256

死生学とQOL　( 関西学院大学研究叢書 -- 第165編 ) 関西学院大学出版会 2015.2 490.14/フ257

史跡・遺跡レファレンス事典 日外アソシエーツ 291.02/シ258

自然の鉛筆 赤々舎 2016.1 748/ト259

自然は誰のものか : 住民参加型保全の逆説を乗り越える　( アフリカ潜在力 / 太田至シ
リーズ総編 -- 5 )

京都大学学術出版会 2016.3 302.4/ア/5260
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じつはよるのほんだなは　( 講談社の創作絵本 ) 講談社 2014.8 C10/コ261

しっかりはしれば クレヨンハウス 2005.6 C10/ク262

知っていますか?日本数学者ゆかりの地 : 日本数学の源流を訪ねて 恒星社厚生閣 2016.6 410.2/サ263

事典日本の自然保護地域 : 自然公園・景勝・天然記念物 日外アソシエーツ 519.5/シ264

児童学事典 丸善出版 2016.1 371.45/シ265

指導者のためのリハーサル入門 : 吹奏楽、アマオケ、ビッグバンドを成功させる ヤマハミュージックメディア 2016.3 761.9/イ266

自動車用語辞典 精文館 2016.2 537.033/シ267

柴田南雄著作集--1 国書刊行会 2014.10-2015.5 760.8/シ/1268

柴田南雄著作集--2 国書刊行会 2014.10-2015.5 760.8/シ/2269

柴田南雄著作集--3 国書刊行会 2014.10-2015.5 760.8/シ/3270

自分を知るための社会学入門 中央公論新社 2015.4 361.04/イ271

シベリアで生命の暖かさを感じる　( フィールドワーク選書 / 印東道子, 白川千尋, 関雄二
編 -- 13 )

臨川書店 2015.2 389.293/サ272

島のくらし　( 調べよう!日本の自然と人びとのくらし -- 第5巻 ) 岩崎書店 2012.4 J291/シ/5273

社会福祉学事典 丸善出版 2014.5 369.036/シ274

写真の映像 : 写真をめぐる隠喩のアルバム　( 芸術論叢書 -- 第3回配本 ) 月曜社 2015.12 740.4/シ275

十字軍物語--1 新潮社 2010.9-2011.12 230.45/シ/1276

十字軍物語--2 新潮社 2010.9-2011.12 230.45/シ/2277

十字軍物語--3 新潮社 2010.9-2011.12 230.45/シ/3278

シュルレアリスム辞典 創元社 2016.4 702.07/シ279
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準新翅類 = Paraneoptera　( 日本昆虫目録 = Catalogue of the insects of Japan / 日本昆
虫目録編集委員会編 -- 第4巻 )

日本昆虫学会 486.038/ニ/4280

小・中・高等学校における学習段階に応じた英語の課題解決型言語活動 : 自律する言語
使用者の育成

東京書籍 2015.6 375.89/シ281

詳解金融商品取引法--第4版 中央経済社 338.14/ヒ282

小児歯科診療 前線!子どもを泣かせない17の裏ワザ クインテッセンス出版 2014.9 497/オ283

城壁内からみるイタリア : ジェンダーを問い直す　( フィールドワーク選書 / 印東道子, 白
川千尋, 関雄二編 -- 16 )

臨川書店 2015.8 367.237/ウ284

昭和の郊外--東京・戦後編 柏書房 2016 361.48/シ285

昭和の郊外--東京・戦前編 柏書房 2016 361.48/シ286

食品の消費と流通--3訂版 建帛社 2016.2 588.09/シ287

植物学の百科事典 丸善出版 2016.6 470.3/シ288

初心者のトランペット基礎教本 : 基本から詳しく解説。吹きながら楽しく学べる入門書！ 自由現代社 (発売) 2015.10 763.63/シ289

初心者のハーモニカ基礎教本 : すぐに始められる大人のためのクロマチック・ハーモニ 自由現代社 (発売) 2015.10 763.79/タ290

ジョナサン・スウィフトの生涯 : 自由を愛した男 彩流社 2016.3 930.28S/シ291

白井鐵造と宝塚歌劇 : 「レビューの王様」の人と作品 青弓社 2016.2 766.7/タ292

白雪姫　( ぶたいしかけえほん ) 大日本絵画 2009 C10/タ293

３６０°ＢＯＯＫ白雪姫 : ＳＮＯＷ　ＷＨＩＴＥ　( 360° book / 大野友資著 ) 青幻舎 2015.11 C10/セ294

新・会計図解事典 : 会計がわかる人だけが手にするもの 日経BP社 335.96/カ295

新・現代会計入門--第2版 日本経済新聞出版社 2016.3 679/イ296

新・発達心理学ハンドブック 福村出版 2016.7 143.036/シ297
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進化の迷路 : 原始の海から人類誕生まで PHP研究所 2007.8 C10/ヒ298

人権--第6版　( 有斐閣アルマ -- Specialized . 憲法 / 渋谷秀樹, 赤坂正浩著||ケンポウ ; 
1 )

有斐閣 2016.3 323.4/シ/1299

人工地獄 : 現代アートと観客の政治学 フィルムアート社 2016.5 702.07/ヒ300

新興市場ビジネス入門 : 国際経営のフロンティア 中央経済社 335.2/イ301

人工知能ガイドブック = A guidebook for artificial intelligence　( I/O books ) 工学社 2016.6 401/シ302

人口の心理学へ : 少子高齢社会の命と心 ちとせプレス 2016.7 334.31/シ303

人生を変える「数学」そして「音楽」 : 教科書には載っていない絶妙な関係 講談社 2012.7 410.4/ナ304

身体とメディア = Body and media 文化書房博文社 2016.4 770.4/シ305

シンデレラ　( 「国際版」ディズニーおはなし絵本館 -- 6 ) 講談社 2002.1 C10/コ306

森林の根系特性と構造 : バイオマス算定に向けた基礎解析 鹿島出版会 2015.1 652.7/カ307

人類学者は草原に育つ : 変貌するモンゴルとともに　( フィールドワーク選書 / 印東道子, 
白川千尋, 関雄二編 -- 9 )

臨川書店 2014.5 389.226/コ308

人狼ゲームで学ぶコミュニケーションの心理学 : 嘘と説得、コミュニケーショントレーニング 新曜社 2015.7 361.5/タ309

水泳のコツ大研究 : キミにもできる! : 水中遊びからクロール、平泳ぎまで PHP研究所 2013.6 J785.2/ス310

推論トリプルメルトダウン : 原子炉主任技術者が福島第一原発の事故原因を探る 創英社（三省堂書店） 2016.8 543.49/マ311

数III方式ガロアの理論 : アイデアの変遷を追って--: 新装版 現代数学社 2016.2 411.73/ヤ312

数学における証明と真理 : 様相論理と数学基礎論 共立出版 2016.3 410.1/ス313

数学の現在--e 東京大学出版会 2016.5 410.4/ス314

数学の現在--i 東京大学出版会 2016.5 410.4/ス315

数学の現在--π 東京大学出版会 2016.5 410.4/ス316
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数理統計学の考え方 : 推測理論の基礎 岩波書店 2016.3 417/タ317

スタニスラフスキーへの道 : システムの読み方と用語99の謎 未知谷 2016.4 771.6/ア318

ステークホルダーの経営学 : 開かれた社会と持続可能な企業--第2版 中央経済社 335/ス319

ステンレス鋼大全　( 技術大全シリーズ ) 日刊工業新聞社 2016.4 564.8/ノ320

すべての人の微分積分学--改訂版 日本評論社 2016.3 413.3/コ321

スポーツを科学しよう! : トレーニング・競技から用具まで　( 楽しい調べ学習シリーズ ) PHP研究所 2013.10 J780/ス322

スポーツバイオメカニクス　( はじめて学ぶ健康・スポーツ科学シリーズ -- 4 ) 化学同人 2016.2 781/フ323

スポーツ学の射程 : 「身体」のリアリティへ 黎明書房 2015.9 780.4/ス324

スリランカで運命論者になる : 仏教とカーストが生きる島　( フィールドワーク選書 / 印東
道子, 白川千尋, 関雄二編 -- 14 )

臨川書店 2015.5 389.2593/ス325

スワップ取引のすべて--第5版 金融財政事情研究会 338.1/ス326

性からよむ中国史 : 男女隔離・纏足・同性愛 平凡社 2015.6 384.7/マ327

性格はどのようにして決まるのか : 遺伝子、環境、エピジェネティックス 新曜社 2015.5 141.9/ツ328

生産的労働概念の再検討 社会評論社 2016.5 366.9/ヤ329

成人のアタッチメント : 理論・研究・臨床 北大路書房 2008.3 149.8/セ330

製品開発の問題解決アイデア出しバイブル : ＴＲＩＺで開発アイデアを１０倍に増やす！ 日刊工業新聞社 2016.5 674/イ331

世界を変えた確率と統計のからくり134話 SBクリエイティブ 2014.9 417.04/イ332

世界科学史大年表 : ビジュアル版 柊風舎 2015.8 403.2/セ333

世界から見た20世紀の日本 山川出版社 2016.6 210.6/セ334

世界金融危機と金利・為替 : 通貨・金融への影響と評価手法の再構築 東京大学出版会 2016.3 338.9/セ335
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世界経済危機とその後の世界 日本経済評論社 2016.3 333.6/セ336

世界で働く人になる! : 人づきあいと英語のスキルを劇的に上げる41の方法 アルク 2014.12 366.04/タ337

世界でふつうに働くために英語力より大切な39のこと 日本能率協会マネジメントセンター 
2014.9

366.04/コ338

世界と日本の小学校の英語教育 : 早期外国語教育は必要か 明石書店 2015.12 375.89/セ339

世界の学校予防教育 : 心身の健康と適応を守る各国の取り組み 金子書房 2013.3 374.97/セ340

世界の記 : 「東方見聞録」対校訳 名古屋大学出版会 2013.12 292.09/ホ341

世界のタテハチョウ図鑑 : 卵・幼虫・蛹・成虫・食草 北海道大学出版会 2016.1 486.8/テ342

世界の歴史大図鑑--増補改訂版 河出書房新社 2016.6 209/セ343

セキュリティエンジニアの教科書 シーアンドアール研究所 2016.6 549.92/セ344

絶対!うまくなる鍵盤ハーモニカ100のコツ ヤマハミュージックメディア 2016.2 763.3/マ345

説話と横笛 : 平安京の管絃と楽人 勉誠出版 2016.1 762.1/イ346

線形代数学入門 : 平面上の1次変換と空間図形から 裳華房 2016.2 411.3/ク347

線型代数群の基礎　( 朝倉数学大系 / 砂田利一, 堀田良之, 増田久弥編集 -- 12 ) 朝倉書店 2016.2 411.3/ホ348

戦後日本の教育委員会 : 指揮監督権はどこにあったのか 勁草書房 2015.12 373.3/オ349

戦争交響楽 : 音楽家たちの第二次世界大戦　( 朝日新書 -- 559 ) 朝日新聞出版 2016.4 762/ナ350

戦略・起業・イノベーション　( アントレプレナーの経営学 / エリック・ボール, ジョセフ・リ
ピューマ著 ; 宮地恵美, 樺澤哲編訳 -- 1 )

慶應義塾大学出版会 2016.3 335/ホ/1351

造形芸術と自然 : ヴィンケルマンの世紀とシェリングのミュンヘン講演 法政大学出版局 2015.8 701.1/マ352

造形的自己変革 : 素材・身体・造形思考　( 工芸意匠選書 ) 美学出版 2016.6 750.4/ハ353

そうだったのか！コード理論 : コードはパズルだ！！ 自由現代社 (発売) 2016.2 761.5/ソ354
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総力取材 : 人口減少に立ち向かう市町村　( シリーズ田園回帰 -- 2 ) 農山漁村文化協会 2015.9 361.48/シ/2355

組織を動かす経営管理 : 経営企画のプロが教える計画・実行・モニタリングのしくみ 中央経済社 335.95/ソ356

素数定理の進展--下 丸善出版 2012.3-2013.11 412/ナ/2357

素数定理の進展--上 丸善出版 2012.3-2013.11 412/ナ/1358

租税法--第21版　( 法律学講座双書 ) 弘文堂 2016.4 345.1/カ359

空の庭、星の海　( イバラード博物誌 / 井上直久作 -- II ) 架空社 1997.1 726.5/イ360

ダークでシュールなワールドアート グラフィック社 2016.4 708/タ361

ダークマターと恐竜絶滅 : 新理論で宇宙の謎に迫る NHK出版 2016.3 443.9/ラ362

体育のコツ絵事典 : 運動が得意になる! : かけっこから鉄ぼう・球技まで PHP研究所 2013.5 J375.49/タ363

大学英語教育学会基本語リスト : 新JACET8000 = The new JACET list of 8000 basic 
words

桐原書店 2016.4 834/タ364

大系租税法 中央経済社 2015.12 345.1/ミ365

大正文化帝国のユートピア : 世界史の転換期と大衆消費社会の形成--増補 三元社 2010.8 210.69/タ366

体操の日本近代 : 戦時期の集団体操と「身体の国民化」　( 越境する近代 -- 14 ) 青弓社 2016.2 781.021/サ367

大地の民に学ぶ : 激動する故郷、中国　( フィールドワーク選書 / 印東道子, 白川千尋, 
関雄二編 -- 18 )

臨川書店 2015.11 389.22/カ368

タイワンイノシシを追う : 民族学と考古学の出会い　( フィールドワーク選書 / 印東道子, 
白川千尋, 関雄二編 -- 7 )

臨川書店 2014.11 384.35/ノ369

宝塚歌劇は「愛」をどう描いてきたか 東京堂出版 2015.10 766.7/ナ370

宝塚歌劇花組台湾公演写真集 . ２０１５ 宝塚クリエイティブアーツ 2015.10 766.7/タ371

匠の技の科学--材料編　( B & Tブックス -- . おもしろサイエンス||オモシロ サイエンス ) 日刊工業新聞社 2016.3 750.21/タ372



平成27年度 和図書卒業記念図書一覧

竹うま・竹とんぼ　( やってみよう!むかしのあそび -- 8 ) ポプラ社 2016.4 J384.5/ヤ/8373

たこあげ　( やってみよう!むかしのあそび -- 4 ) ポプラ社 2016.4 J384.5/ヤ/4374

旅の絵本--[1] 福音館書店 1977- C10/フ/1375

旅の絵本--2--改訂版 福音館書店 2006.11- C10/フ/2376

旅の絵本--3 福音館書店 1977- C10/フ/3377

旅の絵本--4 福音館書店 1977- C10/フ/4378

旅の絵本--5 福音館書店 2006.11- C10/フ/5379

旅の絵本--6 福音館書店 1977- C10/フ/6380

旅の絵本--7 福音館書店 1977- C10/フ/7381

旅の絵本--8 福音館書店 1977- C10/フ/8382

たびはみちづれ クレヨンハウス 2007.9 C10/ク383

魂をゆさぶる歌に出会う : アメリカ黒人文化のルーツへ　( 岩波ジュニア新書 -- 766 ) 岩波書店 2014.2 361.6/ウ384

だれでもできる「超簡単」スケッチ&パース エクスナレッジ 2016.2 525.1/ム385

単純接触効果研究の 前線 北大路書房 2008.3 141.5/タ386

ダンス・バイブル : コンテンポラリー・ダンス誕生の秘密を探る--増補新版 河出書房新社 2016.3 766.9/ノ387

ダンボ　( 「国際版」ディズニーおはなし絵本館 -- 4 ) 講談社 2001.11 C10/コ388

逐条解説・公益通報者保護法　( 逐条解説シリーズ ) 商事法務 2016.4 366.3/チ389

逐条学校教育法--第8次改訂版 学陽書房 2016.4 373.2/チ390

知日 : なぜ中国人は、日本が好きなのか! : it is Japan 潮出版社 2015.1 302.1/チ391
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地方からの国づくり : 自治体間協力にかけた日本とタイの15年間の挑戦 佐伯印刷株式会社出版事業部 
2016.3

333.8/ヒ392

中国神話・伝説大事典 大修館書店 1999.4 162.2/エ393

中国の神話伝説--下 青土社 1993.4 162.22/エ/2394

中国の神話伝説--上 青土社 1993.4 162.22/エ/1395

著作権の法律相談--1　( 新青林法律相談 -- 5-6 ) 青林書院 2016.2 021.2/チ/1396

著作権の法律相談--2　( 新青林法律相談 -- 5-6 ) 青林書院 2016.2 021.2/チ/2397

ツイッターの心理学 : 情報環境と利用者行動 誠信書房 2016.7 547.8/キ398

通常学級在籍の病気の子どもと特別な教育的配慮の研究 風間書房 2016.5 378.4/イ399

使える脳の鍛え方 : 成功する学習の科学 NTT出版 2016.4 371.4/フ400

ディジタル移動通信の電波伝搬基礎--改訂版 コロナ社 2016.3 548.52/カ401

テキスト現代経営入門 中央経済社 335/テ402

テクストの擁護者たち : 近代ヨーロッパにおける人文学の誕生　( Bibliotheca hermetica叢
書 / ヒロ・ヒライ監修 )

勁草書房 2015.8 002/ク403

デザイナーのラフスケッチ : デザインのアイデアを形にする過程 エムディエヌコーポレーション 674.92/テ404

デジタル・ストーリーテリング : 声なき想いに物語を リベルタ出版 2016.3 778.4/オ405

徹底解説国際金融 : 理論から実践まで 日本評論社 2016.5 338.9/テ406

田園回帰1%戦略 : 地元に人と仕事を取り戻す　( シリーズ田園回帰 -- 1 ) 農山漁村文化協会 2015.6 361.48/シ/1407

田園回帰の過去・現在・未来 : 移住者と創る新しい農山村　( シリーズ田園回帰 -- 3 ) 農山漁村文化協会 2016.2 361.48/シ/3408

天才 幻冬舎 2016.1 312.8/イ409

伝説の迷路 : ヤマタノオロチの世界から神話と物語の旅へ PHP研究所 2008.3 C10/ヒ410
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東京グローバル散歩 : 身近なところから世界を感じる東京歩き 山川出版社 2016.7 291.36/ト411

統計的因果推論　( 統計解析スタンダード / 国友直人, 竹村彰通, 岩崎学編 ) 朝倉書店 2015.11 417/イ412

統計的因果推論 : 回帰分析の新しい枠組み　( シリーズ予測と発見の科学 -- 1 ) 朝倉書店 2004.3 417/ミ413

統計的因果推論 : モデル・推論・推測 共立出版 2009.3 417/ハ414

統合報告の実際 : 未来を拓くコーポレートコミュニケーション 日本経済新聞出版社 2015.7 335.15/エ415

投資不動産の財務報告 中央経済社 2015.3 335.96/チ416

統治--第6版　( 有斐閣アルマ -- Specialized . 憲法 / 渋谷秀樹, 赤坂正浩著||ケンポウ ; 
2 )

有斐閣 2016.3 323.4/シ/2417

独自CPU開発で学ぶコンピュータのしくみ 秀和システム 2016.3 549.92/イ418

どこどこここ・ここ… クレヨンハウス 2005.1 C10/ク419

トコトンやさしいエネルギーの本--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 2016.4 501.6/ヤ420

トヨタ式現場管理 : ものづくり日本再生のための7つのカイゼン ビジネス社 2016.6 509.6/タ421

とらはえらい クレヨンハウス 2006.7 C10/ク422

トランペット = Trumpet　( パワーアップ吹奏楽! ) ヤマハミュージックメディア 2016.2 763.63/ウ423

ドリアン王国探訪記 : マレーシア先住民の生きる世界　( フィールドワーク選書 / 印東道
子, 白川千尋, 関雄二編 -- 1 )

臨川書店 2013.11 389.239/ノ424

鳥学大全 : 東京大学創立百三十周年記念特別展示 : 「鳥のビオソフィア--山階コレクショ
ンへの誘い」展

東京大学総合研究博物館 488/ト425

なぜ国々は戦争をするのか--下 国書刊行会 2015.10 209.6/ス/2426

なぜ国々は戦争をするのか--上 国書刊行会 2015.10 209.6/ス/1427

ナチュラルメディシン・データベース : 健康食品・サプリメント「成分」のすべて : 国際標準
機能性食品便覧

日本健康食品・サプリメント情報セン
ター 

498.5/ナ428
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納得しながら物理数学　( 納得しながら学べる物理シリーズ / 岸野正剛著 -- 5 ) 朝倉書店 2016.6 421.4/キ429

ナディア・ブーランジェ : 名音楽家を育てた"マドモアゼル" 彩流社 2015.9 762.5/ス430

なにしているの? クレヨンハウス 2007.3 C10/ク431

奈良とツーリズム　( コレクション・モダン都市文化 / 和田博文監修 -- 63 ) ゆまに書房 2010.12 688.2165/ナ432

南北戦争のなかの女と男 : 愛国心と記憶のジェンダー史 岩波書店 2016.4 367.253/シ433

西アフリカの王国を掘る : 文化人類学から考古学へ　( フィールドワーク選書 / 印東道子, 
白川千尋, 関雄二編 -- 10 )

臨川書店 2014.8 244/タ434

日常現象からの解析学 近代科学社 2016.2 413/オ435

日中関係と日本経済界 : 国交正常化から「政冷経熱」まで　( 現代中国地域研究叢書 -- 
17 )

勁草書房 2016.2 332.107/リ436

日本 : 藤城清治の旅する影絵 講談社 2015.11 726.8/フ437

ニッポン経営名鑑 日経BP社 335.04/ニ438

蜷川幸雄とシェークスピア KADOKAWA 2015.10 772.1/ア439

日本議会政治史事典 : トピックス--1881-2015 日外アソシエーツ 312.1/ニ440

日本経済はどのように歩んできたか : 現代日本経済史入門　( シリーズ社会・経済を学
ぶ )

日本経済評論社 2016.4 332.107/イ441

日本産有剣ハチ類図鑑--: [セット] 東海大学出版部 2016.3 486.7/ニ442

日本児童文学史事典 : トピックス1945-2015 日外アソシエーツ 909.032/ニ443

日本支那西洋料理大辞典　( 天皇・幕府の料理集 / 山下光雄, 野口孝則監修 -- 3 ) クレス出版 2016.5 596.08/テ/3444

日本宗教史　( 民間信仰論選集 / 西村明編・解説 -- 第2巻 ) クレス出版 2016.2 164/ミ/2445

日本地理学人物事典--現代編2 原書房 2011.5-2016.6 290.35/オ446
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日本の伝統行事 : Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｅｖｅｎ 講談社 2016.7 385/ム447

日本の野生植物--第2巻イネ科～イラクサ科--改訂新版 平凡社 2015.12- 470.38/ニ/2448

日本の野生植物--第3巻バラ科～センダン科--改訂新版 平凡社 2015.12- 470.38/ニ/3449

日本分県大地図--２訂版 平凡社 2016.6 291.038/ニ450

日本民俗学研究　( 民間信仰論選集 / 西村明編・解説 -- 第4巻 ) クレス出版 2016.2 164/ミ/4451

日本料理法大成　( 天皇・幕府の料理集 / 山下光雄, 野口孝則監修 -- 1 ) クレス出版 2016.5 596.08/テ/1452

日本産花粉図鑑--増補・第2版 北海道大学出版会 2016.4 471.3/ミ453

日本産直翅類標準図鑑 学研プラス 2016.6 486.4/ニ454

日本人学習者に合った効果的英語教授法入門 : EFL環境での英語習得の理論と実践　( 
英語教育選書 )

明治図書出版 2015.1 830.7/サ455

入門GDP統計と経済波及効果分析 大学教育出版 2016.4 331.8/リ456

入門東南アジア現代政治史--改訂版 福村出版 2016.3 312.23/ニ457

人魚姫 リトルモア 2007.7 C10/リ458

人間VSテクノロジー : 人は先端科学の暴走を止められるのか 原書房 2016.3 404/ウ459

人間と社会を変えた9つの確率・統計学物語 SBクリエイティブ 2015.4 417/マ460

人間にとってスイカとは何か : カラハリ狩猟民と考える　( フィールドワーク選書 / 印東道
子, 白川千尋, 関雄二編 -- 5 )

臨川書店 2014.6 389.484/イ461

妊娠期から乳幼児期における親への移行 : 親子のやりとりを通して発達する親 新曜社 2016.2 367.3/オ462

ねずみくんのチョッキ ポプラ社 2015.5 C10/ホ463

ネット炎上の研究 : 誰があおり、どう対処するのか 勁草書房 2016.4 401/タ464

ネットワークの世界へようこそ : 知っておきたいTCP/IPの基礎知識 : 絵で見てわかる! マイナビ 2015.4 547.8/ホ465
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ねむりひめ : グリム童話　( 世界傑作絵本シリーズ -- . スイスの絵本||スイス ノ エホン ) 福音館書店 1963.10 C10/フ466

パーソナリティを科学する : 特性5因子であなたがわかる 白揚社 2009.9 141.93/ネ467

ハーバード・ケネディスクールからのメッセージ : 世界を変えてみたくなる留学 英治出版 2009.1 377.253/イ468

パーフェクト・スネア・ドラム・メソード ドレミ楽譜出版社 2015.10 763.85/ハ469

バイオチップの基礎と応用 : 原理から 新の研究・開発動向まで　( CMC books ) シーエムシー出版 2015.10 460/ハ470

ハイデガー読本 法政大学出版局 2014.11-2016.5 134.944/ハ471

ハインリヒ・シュッツ : その生家500年の歴史 : 私は死ぬのではなく, 生きるのです (SWV 
346)

東京図書出版 762.4/シ472

博士になろう! : 理系のための研究生活ガイド　( B & Tブックス ) 日刊工業新聞社 2015.2 377.5/サ473

博物学の時間 : 大自然に学ぶサイエンス 東京大学出版会 2013.9 460.4/ア474

博覧会　( コレクション・モダン都市文化 / 和田博文監修 -- 76 ) ゆまに書房 2012.6 606.7/ハ475

始まりのハイデガー 晃洋書房 2015.8 134.944/ハ476

はじめてでもできる20音用ミュージックベル曲集 : 余興にオススメ!--クリスマス編 ドレミ楽譜出版社 2015.9 763.8/ト477

はじめての英語教育研究 : 押さえておきたいコツとポイント 研究社 2016.8 830.7/ハ478

はじめてのおつかい　( こどものとも絵本 ) 福音館書店 1977.4 C10/フ479

はじめてのフォルマシオン・ミュジカル : 音楽力を育てる新しいソルフェージュ ヤマハミュージックメディア 2016.3 760/タ480

はじめよう！ミュージックベル : キレイな音色にみんながトリコ！ 自由現代社 (発売) 2015.11 763.86/ハ481

パスカル・ドゥヴァイヨンとめぐるドビュッシーの島々 : 前奏曲集を中心に 音楽之友社 2016.6 763.2/ト482

働きながら、社会を変える。 : ビジネスパーソン「子どもの貧困」に挑む 英治出版 2011.11 369.4/シ483

はたらきもののじょせつしゃけいてぃー--新版　( 世界傑作絵本シリーズ -- . アメリカの絵
本||アメリカ ノ エホン )

福音館書店 1978.3 C10/フ484
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発達障害がある人のナラティヴを聴く : 「あなた」の物語から学ぶ私たちのあり方 ミネルヴァ書房 2016.4 493.76/ヤ485

発達心理学の脱構築 ミネルヴァ書房 2012.11 143/ハ486

ハプスブルク家「美の遺産」を旅する--改訂新版 世界文化社 2011.2 702.3/ミ487

パブリック圏としてのイギリス演劇 : シェイクスピアの時代の民衆とドラマ 春風社 2016.3 772.33/ナ488

速く走るコツ大研究 : 体育、運動会が楽しくなる! : 基本フォームからリレー、ハードルまで PHP研究所 2012.4 J782.3/ハ489

早わかり子ども・子育て支援新制度 : 現場はどう変わるのか ぎょうせい 2015.1 369.4/ハ490

バングラデシュを知るための60章--第2版　( エリア・スタディーズ -- 32 ) 明石書店 2009.11 302.25/ハ491

バングラデシュ国づくり奮闘記 : アジア「新・新興国」から日本へのメッセージ 英治出版 2013.10 333.8/イ492

バングラデシュ農村にみる外国援助と社会開発 日本評論社 2016.2 333.8/ス493

ハンドブック経営学--改訂版 ミネルヴァ書房 2016.3 335/ハ494

ハンドブック経済学--改訂版 ミネルヴァ書房 2016.3 331/ハ495

バンビ　( 「国際版」ディズニーおはなし絵本館 -- 5 ) 講談社 2002.8 C10/コ496

ぴあＯｐｅｒａオペラワンダーランド : 保存版！これだけはおさえたいオペラのイロハ教えま
す　( ぴあMOOK )

ぴあ 2016.4 766.1/ヒ497

ピアニストのためのジャズ・ピアノ理論の基礎 : これだけは知っておきたいジャズ理論を完
全網羅！

自由現代社 (発売) 2016.4 763.2/ヒ498

ピアノが上達するコード・スケールの使い方 : もっと早く知りたかった 自由現代社 (発売) 2015.10 763.2/ヒ499

ピーターパン　( 「国際版」ディズニーおはなし絵本館 -- 8 ) 講談社 2001.12 C10/コ500

非営利組織体財務報告論 : 財務的生存力情報の開示と資金調達 中央経済社 335.96/ヒ501

東アジアの近代と日本　( 東アジア研究所講座 ) 慶應義塾大学東アジア研究所 220/ヒ502

光の旅かげの旅　( 絵本の部屋・しかけ絵本の本棚 ) 評論社 1984.4 C10/ヒ503
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ビジネス・アカウンティング : 財務諸表から経営を読み解く--第3版 中央経済社 679.4/ヤ504

ビジュアル流通の基本--第5版　( 日経文庫 -- 1931 ) 日本経済新聞出版社 2016.4 675/コ505

ヒップホップ・アメリカ ロッキング・オン 2002.7 767.8/シ506

ピノキオ　( 「国際版」ディズニーおはなし絵本館 -- 3 ) 講談社 2002.3 C10/コ507

微分、積分、いい気分。 岩波書店 2016.5 413.3/フ508

ヒューマンコンピュータインタラクション--改訂2版　( IT text / 情報処理学会編 ) オーム社 2016.3 549.92/ヒ509

ファースト・クリスマス　( メリーゴーラウンドえほん ) 大日本絵画 2004 C10/タ510

ファイナンシャリゼーション : 金融化と金融機関行動 桜井書店 2016.3 338.2/オ511

ファインマン経路積分の発見 岩波書店 2016.3 429.1/フ512

ファストファッションはなぜ安い? コモンズ 2016.4 589.2/イ513

フィボナッチアラビア数学から西洋中世数学へ　( 大数学者の数学 -- 15 ) 現代数学社 2016.3 410.2/ミ514

フーガ書法 : パリ音楽院の方式による 音楽之友社 2016.2 761.6/ヤ515

プーさんとはちみつ　( 「国際版」ディズニーおはなし絵本館 -- 11 ) 講談社 2001.9 C10/コ516

ブータン、これでいいのだ 新潮社 2012.2 302.258/ミ517

ブータンで本当の幸せについて考えてみました。 : 「足るを知る」と経済成長は両立するの
だろうか?

阪急コミュニケーションズ 2013.7 302.258/モ518

ブータンの笑顔 : 新米教師が、ブータンの子どもたちと過ごした3年間 径書房 2013.7 333.8/セ519

夫婦関係と心理的健康 : 子育て期から高齢期まで ナカニシヤ出版 2014.2 367.3/イ520

服従実験とは何だったのか : スタンレー・ミルグラムの生涯と遺産 誠信書房 2008.2 289.3M/フ521

ふしぎの国のアリス　( 「国際版」ディズニーおはなし絵本館 -- 7 ) 講談社 2002.9 C10/コ522
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富士山 : ＦＵＪＩＹＡＭＡ　( 360° book / 大野友資著 ) 青幻舎 2015.11 C10/セ523

腐女子の心理学 : 彼女たちはなぜBL(男性同性愛)を好むのか? 福村出版 2016.6 367.21/ヤ524

ぷちマンガでわかる量子力学 オーム社 2016.6 429.1/イ525

舞踏、まさにそれゆえに : 土方巽曝かれる裏身体 現代思潮新社 2015.10 766.9/カ526

ブラウン判決の遺産 : アメリカ公民権運動と教育制度の歴史 慶應義塾大学出版会 2010.3 316.85/ハ527

ブラックアース : ホロコーストの歴史と警告--下 慶應義塾大学出版会 2016.7 234.074/ス/2528

ブラックアース : ホロコーストの歴史と警告--上 慶應義塾大学出版会 2016.7 234.074/ス/1529

プラハの墓地　( 海外文学セレクション ) 東京創元社 2016.2 973/エ530

フラメンコ : 美しく魅せる上達のコツ : 技術と心を磨く メイツ出版 2016.3 766.96/フ531

仏蘭西料理全書--下　( 天皇・幕府の料理集 / 山下光雄, 野口孝則監修 -- 2 ) クレス出版 2016.5 596.08/テ/2-II532

仏蘭西料理全書--上　( 天皇・幕府の料理集 / 山下光雄, 野口孝則監修 -- 2 ) クレス出版 2016.5 596.08/テ/2-I533

ブリッジブック国際法--第3版　( ブリッジブックシリーズ ) 信山社出版 2016.4 329/フ534

武力紛争を越える : せめぎ合う制度と戦略のなかで　( アフリカ潜在力 / 太田至シリーズ
総編 -- 2 )

京都大学学術出版会 2016.3 302.4/ア/2535

図解でわかるフルートの正しい指使い : フルートの指使いのすべてがわかる ドレミ楽譜出版社 2015.9 763.72/イ536

プロの作曲家として生きるための本 ドレミ楽譜出版社 2016.3 761.8/カ537

分岐する現代中国家族 : 個人と家族の再編成　( 日中社会学叢書 : グローバリゼーション
と東アジア社会の新構想 -- 4 )

明石書店 2008.3 361.4/フ538

紛争をおさめる文化 : 不完全性とブリコラージュの実践　( アフリカ潜在力 / 太田至シリー
ズ総編 -- 1 )

京都大学学術出版会 2016.3 302.4/ア/1539

紛争・暴力・公正の心理学 北大路書房 2016.2 361.5/フ540
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文楽の日本 : 人形の身体と叫び みすず書房 2016.2 777.1/ヒ541

平地のくらし　( 調べよう!日本の自然と人びとのくらし -- 第3巻 ) 岩崎書店 2012.4 J291/シ/3542

ポンペイのひみつ : 地中に埋もれたローマの古代都市　( 世界遺産◎考古学ミステリー ) 六耀社 2015.11 J222.041/チ543

平和を考えるための100冊+α (プラスアルファ) 法律文化社 2014.1 319.8/ヘ544

ヘルマン・ヴァイル連続体 : 解析学の基礎についての批判的研究 日本評論社 2016.2 415.1/ウ545

簿記学 税務経理協会 2016.4 679.6/ホ546

ほしじいたけ ほしばあたけ　( 講談社の創作絵本 ) 講談社 2015.9 C10/コ547

ホストセリングを知っていますか? : 日本の子ども向けテレビCMの実態 春風社 2015.3 674.96/ヤ548

微笑みの国の工場 : タイで働くということ　( フィールドワーク選書 / 印東道子, 白川千尋, 
関雄二編 -- 2 )

臨川書店 2013.11 366.35/ヒ549

ホルン　( パワーアップ吹奏楽! ) ヤマハミュージックメディア 2016.4 763.62/マ550

ポンペイのひみつ : 地中に埋もれたローマの古代都市　( 世界遺産◎考古学ミステリー ) 六耀社 2015.10 J232.8/オ551

本物の英語力　( 講談社現代新書 -- 2353 ) 講談社 2016.2 830.7/ト552

マーラーを語る : 名指揮者29人へのインタビュー 音楽之友社 2016.4 762.4/マ553

前へ!前へ!前へ! : 足立区の落ちこぼれが、バングラデシュでおこした奇跡。 木楽舎 2011.4 372.25/セ554

マクロ経済学--新版　( New liberal arts selection ) 有斐閣 2016.4 331/マ555

マチュ・ピチュのひみつ : インカ帝国の失われた都市　( 世界遺産◎考古学ミステリー ) 六耀社 2015.10 J268/カ556

末梢血、骨髄、リンパ節の形態の比較でみるリンパ系腫瘍の実践的読み方　( 血液細胞
アトラス -- 3 )

東海大学出版部 2015.10 491.321/ケ/3557

マッチうりの女の子 童話館 1994.12 C10/ト558

マドレーヌといぬ　( 世界傑作絵本シリーズ -- . アメリカの絵本||アメリカ ノ エホン ) 福音館書店 1973.5 C10/フ559
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魔法使いの弟子、コッぺリア、マ・メール・ロワ、田園ほか　( 新井鷗子の音楽劇台本シ
リーズ -- . おはなしクラシック / 新井鷗子著||オハナシ クラシック ; 3 )

アルテスパブリッシング 2015.9 J760/ア/3560

まほうつかいのむすめ ほるぷ出版 1993.5 C10/ホ561

身をもって知る技法 : マダガスカルの漁師に学ぶ　( フィールドワーク選書 / 印東道子, 白
川千尋, 関雄二編 -- 8 )

臨川書店 2014.11 389.47/イ562

ミッキーのクリスマスキャロル　( 「国際版」ディズニーおはなし絵本館 -- 12 ) 講談社 2001.9 C10/コ563

ミッション「宇宙×芸術」 : コスモロジーを超えて = mission〈SPACE×ART〉 : beyond 
cosmologies

青幻舎 2014.7 706.9/ミ564

見て聴いて必ず吹けるチューバ入門 ドレミ楽譜出版社 2016.3 763.66/ミ565

南太平洋のサンゴ島を掘る : 女性考古学者の謎解き　( フィールドワーク選書 / 印東道
子, 白川千尋, 関雄二編 -- 4 )

臨川書店 2014.2 274/イ566

南太平洋の伝統医療とむきあう : マラリア対策の現場から　( フィールドワーク選書 / 印
東道子, 白川千尋, 関雄二編 -- 20 )

臨川書店 2015.5 498.027/シ567

脈翅目群, 長翅目, 隠翅目, 毛翅目, 撚翅目 = Neuropterida, Mecoptera, Siphonaptera, 
Trichoptera and Stepsiptera　( 日本昆虫目録 = Catalogue of the insects of Japan / 日本
昆虫目録編集委員会編 -- 第5巻 )

日本昆虫学会 486.038/ニ/5568

ミュージック : 「現代音楽」をつくった作曲家たち フィルムアート社 2015.10 762/オ569

未来を創造する国際マーケティング戦略論 : 標準化・適応化戦略の理論と実践 ミネルヴァ書房 2016.5 675/キ570

みりょくのみ クレヨンハウス 2007.6 C10/ク571

民間　( 日中関係史 : 1972-2012 -- 4 ) 東京大学出版会 2014.3 319.122/二/4572

民間信仰史　( 民間信仰論選集 / 西村明編・解説 -- 第3巻 ) クレス出版 2016.2 164/ミ/3573

民間信仰論の話、神道思潮ほか　( 民間信仰論選集 / 西村明編・解説 -- 第5巻 ) クレス出版 2016.2 164/ミ/5574

民俗行事と庶民信仰　( 山形民俗文化論集 -- 2 ) 東北文教大学出版会 385.1/キ575

みんなのひつじさん クレヨンハウス 2008.3 C10/ク576
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目で見てわかるドリルの選び方・使い方　( Visual books ) 日刊工業新聞社 2016.3 532.6/サ577

目で見る子どもと女性福祉の歴史 日本図書センター 2016.4 369.4/メ578

目で見る日本の福祉の歴史 日本図書センター 2016.4 369.021/メ579

名曲で学ぶ音楽の基礎 : フォルマシオン・ミュジカル : 楽典・ソルフェージュから音楽史ま
で--1

音楽之友社 2014.4 760/フ/1580

名曲で学ぶ音楽の基礎 : フォルマシオン・ミュジカル : 楽典・ソルフェージュから音楽史ま
で--2

音楽之友社 2014.4 760/フ/2581

名作マンガの間取り--新版 SBクリエイティブ 2015.9 726.1/カ582

明治勲章大図鑑 国書刊行会 2015.7 317.5/メ583

明治のワーグナー・ブーム : 近代日本の音楽移転　( 中公叢書 ) 中央公論新社 2016.4 762.1/タ584

メイド・イン・フランス : フランス発信のデザイン・トレンド グラフィック社 2016.4 727/メ585

迷路探偵ピエールうばわれた秘宝を探せ！ 永岡書店 [2015.9] C10/ナ586

メサ・ヴェルデのひみつ　( 世界遺産◎考古学ミステリー ) 六耀社 2015.9 J253.84/フ587

メタ認知の促進と育成 : 概念的理解のメカニズムと支援 北大路書房 2016.3 141.5/フ588

めっきらもっきらどおんどん　( こどものとも絵本 ) 福音館書店 1990.3 C10/フ589

メディカルハーブ安全性ハンドブック--第2版 東京堂出版 2016.3 499.87/メ590

モーイイヨ クレヨンハウス 2006.4 C10/ク591

モーツァルト演奏法と解釈--新版 音楽之友社 2016.5 762.4/ハ592

目撃証言の研究 : 法と心理学の架け橋をもとめて 北大路書房 2001.3 327.014/モ593

モダニズム変奏曲 : 東アジアの近現代音楽史 朔北社 2005.7 762.2/イ594

モラル・サイコロジー : 心と行動から探る倫理学 春秋社 2016.5 150.4/モ595
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ヤスパース交わりとしての思惟 : 暗号思想と交わり思想 昭和堂 2016.4 134.95/フ596

山口小夜子 : 未来を着る人 = Sayoko Yamaguchi : the wearist, clothed in the future 河出書房新社 2015.4 702.16/ヤ597

ゆうかんなアイリーン セーラー出版 1988.12 C10/ラ598

ユーザーイリュージョン : 意識という幻想 紀伊國屋書店 2002.8 141.4/ノ599

ユーフォニアム　( パワーアップ吹奏楽! ) ヤマハミュージックメディア 2016.5 763.66/フ600

ゆがんだ認知が生み出す反社会的行動 : その予防と改善の可能性 北大路書房 2015.3 326.34/ユ601

雪の女王 ほるぷ出版 1981.1 C10/ホ602

雪国のくらし　( 調べよう!日本の自然と人びとのくらし -- 第6巻 ) 岩崎書店 2012.4 J291/シ/6603

幼児問題の事典 日本図書センター 2015.6 376.103/ヨ604

要説管理会計事典 清文社 2016.5 335.96/ヨ605

要点明解線形数学--改訂版 培風館 2016.2 411.3/ヨ606

ヨーグルトの事典 朝倉書店 2016.4 648.19/ヨ607

よくわかる国際社会学--第2版　( やわらかアカデミズム・<わかる>シリーズ ) ミネルヴァ書房 2016.4 361/タ608

よるくま 偕成社 1999.10 C10/カ609

ライオン・キング　( 「国際版」ディズニーおはなし絵本館 -- 15 ) 講談社 2002.4 C10/コ610

ラクラク合格!情報セキュリティマネジメント : 対応科目SG--2016年秋期　( 情報処理教科
書 )

翔泳社 2016.6 335.91/ハ611

ラットの行動解析ハンドブック 西村書店 2015.10 489.47/ラ612

ラフマニノフを弾け : 与えられた使命を奏でる アルファベータブックス 2016.5 762.1/ツ613

ラモー氏の原理に基づく音楽理論と実践の基礎 春秋社 2012.7 761/タ614



平成27年度 和図書卒業記念図書一覧

ランドルフ・コールデコット : 疾走した画家 BL出版 2016.5 726.5/マ615

リーダーシップ・組織・新トピックス　( アントレプレナーの経営学 / エリック・ボール, ジョセ
フ・リピューマ著 ; 宮地恵美, 樺澤哲編訳 -- 2 )

慶應義塾大学出版会 2016.3 335/ホ/2616

りかやさんすうがすきになる1年生のよみもの 学校図書 2000.7 J407/リ/1617

理科や算数が好きになる2年生の読みもの 学校図書 2000.7 J407/リ/2618

理科や算数が好きになる3年生の読みもの 学校図書 2000.7 J407/リ/3619

理科や算数が好きになる4年生の読みもの 学校図書 2000.7 J407/リ/4620

理科や算数が好きになる5年生の読みもの 学校図書 2000.7 J407/リ/5621

理科や算数が好きになる6年生の読みもの 学校図書 2000.7 J407/リ/6622

理工学の基礎としての力学 培風館 2016.3 423/サ623

リサ・ランドール : 異次元は存在する　( NHK未来への提言 ) 日本放送出版協会 2007.5 421/ラ624

リトル・マーメイド　( 「国際版」ディズニーおはなし絵本館 -- 13 ) 講談社 2002.5 C10/コ625

リニア中央新幹線に未来はあるか : 鉄道の高速化を考える 自治体研究社 2016.2 686.21/ニ626

リュック・フェラーリ センチメンタル・テールズ : あるいは自伝としての芸術 アルテスパブリッシング 2016.3 762.5/フ627

量子系のエンタングルメントと幾何学 : ホログラフィー原理に基づく異分野横断の数理 森北出版 2016.6 421.4/マ628

旅行・鉄道・ホテル　( コレクション・モダン都市文化 / 和田博文監修 -- 61 ) ゆまに書房 2010.12 688/リ629

例題で学ぶ連続体力学 森北出版 2016.5 423.1/レ630

レイティング・ランキングの数理 : No.1は誰か? 共立出版 2015.7 417/ラ631

黎明期からハイドン、モーツァルト　( レコードによる弦楽四重奏曲の歴史 / 幸松肇著 -- 
上巻 )

DU books 764.244/コ632

歴史人物肖像索引--[1] 日外アソシエーツ 281.038/レ/1633



平成27年度 和図書卒業記念図書一覧

歴史人物肖像索引--2 近現代(政治・経済・社会) 日外アソシエーツ 281.038/レ/2634

歴史人物肖像索引--3 近現代(学術・文芸・芸術) 日外アソシエーツ 281.038/レ/3635

労働法の復権 : 雇用の危機に抗して 日本評論社 2016.5 366.1/ワ636

ローカルに生きるソーシャルに働く : 新しい仕事を創る若者たち　( シリーズ田園回帰 -- 
5 )

農山漁村文化協会 2016.6 361.48/シ/5637

六本木クロッシング2016展 : 僕の身体 (からだ)、あなたの声 = Roppongi crossing 2016 : 
my body, your voice

森美術館 2016.5 706.9/ロ638

ロデリック　( ストレンジ・フィクション ) 河出書房新社 2016.2 933/ス639

ロバート・アルトマン即興性のパラドクス : ニュー・シネマ時代のスタイル 勁草書房 2016.3 778.233/オ640

ロベール・クートラス : 僕は小さな黄金の手を探す Nohara 2016.4 723.5/ロ641

ロマン派の音楽 : 歴史的背景と演奏習慣 音楽之友社 2016.3 763/ロ642

わかりますとも! クレヨンハウス 2008.4 C10/ク643

わかりやすい機械工学--第3版 森北出版 2016.5 530/ワ644

私のフルトヴェングラー 河出書房新社 2016.2 762.4/ウ645

笑いとユーモアの心理学 : 何が可笑しいの? ミネルヴァ書房 2016.7 141.6/ア646

ワンアジアの使者(ヘラルド)たち : アジア共同体をめざして 芦書房 2013.11 319.2/ア647

わんわん物語　( 「国際版」ディズニーおはなし絵本館 -- 9 ) 講談社 2002.7 C10/コ648

648和図書 件
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Beauty and the Beast. (SAL) Harper c2016 C53/H1

Cinderella SeaStar Books c2000 C53/C2

Criterial features in L2 English : specifying the reference levels of the Common European 
Framework--: pbk　( EnglishProfile studies -- 1 )

Cambridge University Press 2012 830.7/H3

English Profile in practice--: pbk　( EnglishProfile studies -- 5 ) Cambridge University Press 2015 830.7/E4

Ferdinand Hodler : view to infinity--: trade edition Hatje Cantz c2012 723.4/F5

Ferdinand Hodler--: Hardcover--Buchhandelsaus Hatje Cantz c2013 723.4/F6

Financial statements : a step-by-step guide to understanding and creating financial 
reports--Rev. and expanded ed

Career Press c2009 679.4/F7

Immigrant pupils learn English : a CEFR-related empirical study of L2 development--: 
pbk　( EnglishProfile studies -- 3 )

Cambridge University Press 2014 830.7/C8

Language functions revisited : theoretical and empirical bases for language construct 
definition across the ability range--: pbk　( EnglishProfile studies -- 2 )

Cambridge University Press 2012 830.7/G9

Leap before You Look : Black Mountain College 1933-1957. Yale University Press 2015 707.7/M10

The experimenters : chance and design at Black Mountain College University of Chicago Press 2015 707.7/D11

The twelve dancing princesses Morrow Junior Books c1989 C53/M12

12洋図書 件

660 件合計


