
平成30年度 和図書卒業記念図書一覧

「見えざる手」の痕跡を求めて : 市場と芸術をめぐる文化史 晃洋書房 2019.1 766.1/シ1

「やさしい日本語」で観光客を迎えよう : インバウンドの新しい風 大修館書店 2019.8 817.8/ヤ2

「レ・ミゼラブル」をつくった男たち : ブーブリルとシェーンベルク : そのミュージカルの世界 三元社 2012.11 772.33/ウ3

1からの経営学--第2版 中央経済社 (発売) 2012.4 335/イ4

1時間でわかるインバウンド対策　（ スピードマスター ） 技術評論社 2019.5 688.21/イ5

30代の働く地図 岩波書店 2018.10 366.2/サ6

80,000点に学ぶ新製品開発マーケティング 東急エージェンシー出版部 2002.3 674.1/マ7

Art since 1900 : 図鑑1900年以後の芸術 東京書籍 2019.5 702.07/ア8

eコマース・ビジネス : その展開と動向 = e-commerce business 中央経済社 2012.3 670/タ9

FinTechビジネスと法25講 : 黎明期の今とこれから 商事法務 2016.7 338.32/フ10

ICT・情報行動心理学　（ シリーズ心理学と仕事 / 太田信夫監修--20 ） 北大路書房 2017.5 140.8/シ/2011

IoTエンジニア養成読本 : IoTシステムの複雑な全体像をひもとく情報満載! : IoT engineer 
: ガッチリ!最新技術--改訂新版　（ Software design plusシリーズ ）

技術評論社 2019.7 401/ア12

IoTシステムとセキュリティ　（ 設計技術シリーズ ） 科学情報出版 2019.6 401/ア13

IoT、本格始動　（ 一般電子部品メーカーハンドブック--2019 ） 産業タイムズ社 2019.3 549.09/ア14

IPythonデータサイエンスクックブック : 対話型コンピューティングと可視化のためのレシピ
集--第2版

オーム社 (発売) 2019.5 549.926/I・ロ15

J.P. コッタービジネス・リーダー論 ダイヤモンド社 2009.3 335.94/コ16

Java逆引きレシピ : 達人が選んだ珠玉の現場ワザ--第2版　（ Programmer's recipe ） 翔泳社 2019.4 549.926/J・シ17

Javaの教科書　（ SCC books--B-410 . Javaバイブルシリーズ||Java バイブル シリーズ ） エスシーシー 2019.3 549.926/J・シ18

Juliaデータサイエンス : Juliaを使って自分でゼロから作るデータサイエンス世界の探索 エヌ・ティー・エス 2017.10 549.926/J・シ19
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Lucie Rie & Hans Coper = ルーシー・リー&ハンス・コパー二十世紀陶芸の静かなる革新 六耀社 2013.12 751.3/リ20

MESHではじめるIoTプログラミング : うれしいたのしいおもしろいを創作しよう オーム社 2019.5 507/メ21

Python計算機科学新教本 : 新定番問題を解決する探索アルゴリズム、k平均法、ニューラ
ルネットワーク

オーム社 (発売) 2019.6 549.926/P・コ22

Pythonデータサイエンスハンドブック : Jupyter、NumPy、pandas、Matplotlib、scikit-learnを
使ったデータ分析、機械学習

オーム社 (発売) 2018.5 549.926/P・ウ23

Q&Aでわかる!イラストレーターのビジネス知識 玄光社 2018.9 726.5/キ24

RとPythonで学ぶ実践的データサイエンス&機械学習 技術評論社 2019.4 401/ア25

SDGsの実践 : 持続可能な地域社会の実現に向けて--自治体・地域活性化編 宣伝会議 (発売) 2019.4 318.2/エ26

The burning heaven : Tsuguya Inoue リトルモア 2019.5 727/イ27

The burning heaven : Tsuguya Inoue リトルモア 2019.5 727/イ28

Webアプリケーション構築の教科書　（ SCC books--B-412 . Javaバイブルシリーズ||Java 
バイブル シリーズ ）

エスシーシー 2019.3 547.8/ウ29

あなたの隣の発達障害 小学館 2019.2 493.76/ホ30

アメリカ合衆国/カナダ　（ 新世界の社会福祉 / 宇佐見耕一 [ほか] 編集代表--6 ） 旬報社 2019.8 369/シ/631

アメリカ・新たなる繁栄へのシナリオ　（ Minerva business library--8 ） ミネルヴァ書房 2003.5 366.2/オ32

イギリス/アイルランド　（ 新世界の社会福祉 / 宇佐見耕一 [ほか] 編集代表--1 ） 旬報社 2019.8 369/シ/133

イギリス・ヘリテッジ文化を歩く : 歴史・伝承・世界遺産の旅 彩流社 2016.7 233/ミ34

イノベーション・マネジメント : ファミリー企業比較経営分析 泉文堂 2011.2 335.3/イ35

意味変化の規則性　（ 言語学翻訳叢書--第20巻 ） ひつじ書房 2019.2 801/ト36

イモとハダシ : 占領と現在　（ 沖縄・問いを立てる--5 ） 社会評論社 2009.1 219.9/オ/537
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いろいろ作りながら学ぶ!Python入門　（ 日経BPパソコンベストムック ） 日経BP 549.926/P・イ38

岩手の民俗と民俗音楽　（ 民俗音楽・宝の山シリーズ ） 錦正社 2017.1 388.9122/サ39

ヴィクトリア朝の女性たち : ファッションとレジャーの歴史 原書房 2019.3 383.1/ヤ40

動く!大昔の生きもの図鑑 : ARで絶滅した生きものがよみがえる!? 講談社 2019.3 J457.8/ト41

動く!危険生物図鑑 : ARで危険生物が襲いかかる!? 講談社 2019.3 J480/ト42

歌がつむぐ日本の地図 : 歌謡曲・童謡・唱歌・民謡・J-POP 帝国書院 2013.3 767.8/ウ43

内田あぐり : 化身、あるいは残丘 = Aguri Uchida : incarnated painting as inselberg 国書刊行会 2019.5 721.9/ウ44

うみの100かいだてのいえ　（ ビッグブック ） 偕成社 2014.12 C10/カ45

売れる化 プレジデント社 2018.4 674.1/ホ46

英語教育と言語研究　（ 朝倉日英対照言語学シリーズ / 中野弘三, 服部義弘, 西原哲雄
監修--発展編 ; 4 ）

朝倉書店 2018.10 801.09/ア/II-447

英語のフォニックス : 綴り字と発音のルール--新装版 研究社 2019.6 831.1/タ48

英文ビジネス契約フォーム大辞典 日本経済新聞出版社 2019.2 670.93/ヤ49

英文ビジネス契約書大辞典--増補改訂版 日本経済新聞出版社 2014.2 670.93/ヤ50

英米法律語辞典 = Koyama's dictionary of Anglo-American legal terminology 研究社 2011.7 322.93/エ51

エシカル消費をやってみよう!　（ 身近でできるSDGsエシカル消費 / 三輪昭子著--3 ） さ・え・ら書房 2019.5 J519.5/ミ/352

エシカル消費ってなに?　（ 身近でできるSDGsエシカル消費 / 三輪昭子著--1 ） さ・え・ら書房 2019.3 J519.5/ミ/153

エシカル消費でSDGsを!　（ 身近でできるSDGsエシカル消費 / 三輪昭子著--2 ） さ・え・ら書房 2019.5 J519.5/ミ/254

選ばれる人材になるための職業能力基礎講座 日経BP社 366.2/イ55

沖縄に向き合う : まなざしと方法　（ 沖縄・問いを立てる--1 ） 社会評論社 2008.7 219.9/オ/156
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屋外競技・冬季競技　（ 夢のスポーツ大図鑑 : 名作マンガでよくわかる : 楽しく見よう!はじ
めよう!--3巻 ）

日本図書センター 2018.11 J780/ユ/357

小倉尚人永遠の求道 : 曼荼羅と仏画に挑んだ 冨山房インターナショナル 2019.6 721.1/オ58

おこだでませんように　（ 大型絵本 ） 小学館 2014.6 C10/シ59

おこる　（ 読みきかせ大型絵本 ） 金の星社 2012.2 C10/キ60

おばけだじょ : tupera tuperaのおおきな絵本 学研プラス 2018.8 C10/カ61

オブジェクト指向プログラミングの教科書　（ SCC books--B-411 . Javaバイブルシリーズ
||Java バイブル シリーズ ）

エスシーシー 2019.3 549.926/J・オ62

おめんです--[1]　（ ビッグブック ） 偕成社 2014.9- C10/カ63

おもてなしデザイン・パターン : インバウンド時代を生き抜くための「創造的おもてなし」の
心得28

翔泳社 2019.2 688.4/イ64

オリジナルとコピー : 16世紀および17世紀における複製画の変遷 三元社 2019.5 723.7/オ65

音楽授業のユニバーサルデザイン : はじめの一歩　（ 音楽科授業サポートBOOKS ） 明治図書出版 2018.10 375.76/サ66

音楽担当になったら読む本 : 得意な人のマンネリ・苦手な人のお助けアイテム50選　（ 
チェンジ音楽授業シリーズ--1 ）

明治図書出版 2009.8 375.76/オ67

音楽はなぜ学校に必要か : その人間的・教育的価値を考える 音楽之友社 2018.7 375.76/ヤ68

女のことば男のことば 勉誠出版 2018.7 814.9/コ69

会計職業倫理の基礎知識 : 公認会計士・税理士・経理財務担当者・FPの思考法 中央経済社 679.9/テ70

会計士の誕生 : プロフェッションとは何か = The birth of accountants 税務経理協会 2010.3 679.9/ト71

外国人にも話したくなるビジネスエリートが知っておきたい教養としての日本食 KADOKAWA 2019.4 383.8/カ72

化学プロセスのスケールアップ、連続化 技術情報協会 2019.3 571.1/カ73

隠される宗教、顕れる宗教　（ いま宗教に向きあう / 池澤優, 藤原聖子, 堀江宗正, 西村
明編--2 ; 国内編2 ）

岩波書店 2018.10 160.2/イ/274
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学習心理学　（ シリーズ心理学と仕事 / 太田信夫監修--4 ） 北大路書房 2018.12 140.8/シ/475

学生のためのキャリアデザイン入門 : 生き方・働き方の設計と就活準備--第3版 中央経済社 2015.11 377.9/カ76

格闘技・水泳・屋内競技　（ 夢のスポーツ大図鑑 : 名作マンガでよくわかる : 楽しく見よう!
はじめよう!--2巻 ）

日本図書センター 2018.11 J780/ユ/277

攪乱する島 : ジェンダー的視点　（ 沖縄・問いを立てる--3 ） 社会評論社 2008.9 219.9/オ/378

学校教育の言語 : 機能言語学の視点　（ 言語学翻訳叢書--第17巻 ） ひつじ書房 2017.11 375.8/シ79

カメラ×センサ!ラズベリー・パイ製作全集[基盤3枚入り] : すぐに作れるAI/ロボット/スパコ
ンからソフトウェア・ラジオ/ハイレゾ・オーディオまで　（ ボード・コンピュータ・シリーズ ）

CQ出版 2019.5 549.92/カ80

考えの形成 : 特集　（ 子どもと創る「国語の授業」--No.64 ） 東洋館出版社 2019.6 375.8/カ81

感覚・知覚心理学　（ シリーズ心理学と仕事 / 太田信夫監修--1 ） 北大路書房 2018.11 140.8/シ/182

環境心理学　（ シリーズ心理学と仕事 / 太田信夫監修--17 ） 北大路書房 2017.9 140.8/シ/1783

観光・まちづくりレファレンスブック 日外アソシエーツ 688.031/カ84

観光地経営の視点と実践--第2版 丸善出版 2019.4 688/カ85

感じる言葉オノマトペ　（ 角川選書--561 ） KADOKAWA 2015.8 814/オ86

幾何学序論 : 論理・集合・写像・位相をきわめる 日本評論社 2018.3 414/イ87

企業家学のすすめ = Studies in entrepreneurship : theories and cases 有斐閣 2014.7 335.9/キ88

キャリア開発24の扉 : 組織・仕事・人・心を考える必携ガイド 生産性出版 2011.10 366.2/キ89

キャリア開発/キャリア・カウンセリング : 実践個人と組織の共生を目指して 生産性出版 2004.11 335.95/キ90

キャリア基礎講座テキスト : 自分のキャリアは自分で創る--第2版 日経BP社 366.2/ア91

旧ソ連/東欧　（ 新世界の社会福祉 / 宇佐見耕一 [ほか] 編集代表--5 ） 旬報社 2019.8 369/シ/592

球技　（ 夢のスポーツ大図鑑 : 名作マンガでよくわかる : 楽しく見よう!はじめよう!--1巻 ） 日本図書センター 2018.11 J780/ユ/193
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教室でひらかれる「語り」 : 文学教育の根拠を求めて 教育出版 2009.8 375.8/サ94

京都観光学のススメ 人文書院 2005.3 688.2162/キ95

きょだいなきょだいな　（ こどものとも劇場 ） 福音館書店 2001.11 C10/フ96

近代日本幼児教育基本文献集 日本図書センター 2017.5- 376.12/キ/2597

空港&飛行場の不思議と謎　（ じっぴコンパクト新書--362 ） 実業之日本社 2019.1 687.8/ク98

草津温泉の社会史 青弓社 2018.5 213.3/セ99

ぐるんぱのようちえん　（ こどものとも劇場 ） 福音館書店 1999.3 C10/フ100

グローバルキャリアをめざせ!USCPA米国公認会計士合格へのパスポート--第3版 税務経理協会 2016.10 679.9/ミ101

グローバルで勝てる組織をつくる7つの鍵 : 人材活用の新戦略 東洋経済新報社 2012.2 335.94/コ102

グローバル・ツーリズム = Global tourism 中央経済社 688/カ103

グローバル・ニッチトップ企業の経営戦略 東信堂 2013.2 509.21/ク104

経営人材を育てる! : CEO人材欠乏症の日本を変える 慶應義塾大学出版会 2013.10 335.07/ケ105

経営者のための人手不足解消戦略 税務経理協会 2017.11 335.95/ヤ106

経営者論　（ 講座/経営教育 / 日本経営教育学会編--2 ） 中央経済社 2009.4 335.9/ケ107

経済成長と所得分配 日本経済評論社 2006.2 331/イ108

計量言語学入門 大修館書店 2002.4 801.01/イ109

原価・管理会計の基礎 中央経済社 335.96/ケ110

言語発達 ナカニシヤ出版 2018.12 801.04/コ111

健康心理学　（ シリーズ心理学と仕事 / 太田信夫監修--12 ） 北大路書房 2017.9 140.8/シ/12112
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現代アメリカ企業の人的資源管理 税務経理協会 2006.5 335.95/ケ113

現代日本経済の論点 : 岐路に立つニッポン 文眞堂 2016.2 332.1/ケ114

現代日本の宗教事情　（ いま宗教に向きあう / 池澤優, 藤原聖子, 堀江宗正, 西村明編--
1 ; 国内編1 ）

岩波書店 2018.9 160.2/イ/1115

現場で使える!NumPyデータ処理入門 : 機械学習・データサイエンスで役立つ高速処理手
法　（ AI & Technology ）

翔泳社 2018.11 549.926/N・ヨ116

現場発!ニッポン再興 : ふるさとが「稼ぐまち」に変わる16の方法 晶文社 2019.4 601.1/テ117

皇居明治宮殿の室内装飾 同成社 2019.4 521.82/ノ118

交通心理学　（ シリーズ心理学と仕事 / 太田信夫監修--18 ） 北大路書房 2017.7 140.8/シ/18119

行動分析学事典 = Behavior analysis 丸善出版 2019.4 140.18/コ120

公認会計士の仕事図鑑　（ 先輩に聞いてみよう! ） 中央経済社 679.9/コ121

公認会計士の「お仕事」と「正体」がよ〜くわかる本--第2版　（ 本当のところどうなの?本音
がわかる!仕事がわかる! ）

秀和システム 2019.1 679.9/ク122

高齢者心理学　（ シリーズ心理学と仕事 / 太田信夫監修--6 ） 北大路書房 2018.12 140.8/シ/6123

国際観光旅客税と観光政策 : 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光
の振興に関する法律の一部を改正する法律及び国際観光旅客税法の解説

創英社/三省堂書店 2019.3 688.1/モ124

国際人事管理の根本問題 : 21世紀の国際経営と人事管理の国際的新動向 八千代出版 2001.5 335.95/コ125

国民保育--1　（ 近代日本幼児教育基本文献集--第3期 . 戦前・戦時下の保育||センゼン・
センジカ ノ ホイク ; 20-21 ）

日本図書センター 2019.5 376.12/キ/20126

国民保育--2　（ 近代日本幼児教育基本文献集--第3期 . 戦前・戦時下の保育||センゼン・
センジカ ノ ホイク ; 20-21 ）

日本図書センター 2019.5 376.12/キ/21127

古寺名刹みどころ事典 東京堂出版 2014.9 185.1/コ128

子供とはじめる音楽の時間 : 人気教室の愛のまなざしと楽しい練習法 セルバ出版 760.7/サ129
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子どもに教えるときにほんとうに大切なこと キノブックス 2019.2 379.9/タ130

子どもの音楽表現 : 大槻志津江の仕事に学ぶ 一莖書房 2018.7 375.76/コ131

子どもの思考が働く「学習課題」 : 特集　（ 子どもと創る「国語の授業」--No.61 ） 東洋館出版社 2018.8 375.8/コ132

これ1冊でできる!ラズベリー・パイ超入門 : Raspberry Pi 1+/2/3(B/B+)/Zero/Zero W対応-
-改訂第5版

ソーテック社 2018.11 549.92/フ133

これ1冊でできる!ラズベリー・パイ超入門 : Raspberry Pi 1+/2/3(B/B+)/Zero/Zero W対応-
-改訂第5版

ソーテック社 2018.11 549.92/フ134

コンテンツツーリズム研究 : アニメ・マンガ・ゲームと観光・文化・社会--増補改訂版 福村出版 2019.4 688.21/コ135

こんなときこそワークルール!--アルバイト編　（ 10代からのワークルール : これだけは
知っておきたい「働くこと」の決まり--2-3 ）

旬報社 2019.3 J366.1/シ/2136

こんなときこそワークルール!--就活・就職編　（ 10代からのワークルール : これだけは
知っておきたい「働くこと」の決まり--2-3 ）

旬報社 2019.3 J366.1/シ/3137

こんなに違う!アジアの算数・数学教育 : 日本・ベトナム・インドネシア・ミャンマー・ネパール
の教科書を比較する

明石書店 2019.4 375.4/タ138

最高の職場 : いかに創り、いかに保つか、そして何が大切か ミネルヴァ書房 2012.2 335.95/ハ139

最新図解で早わかりIoTビジネスがまるごとわかる本 ソーテック社 2019.3 401/サ140

最新データサイエンスがよ〜くわかる本 : 基礎からビジネスへの応用までを俯瞰 : data 
science　（ How-nual図解入門 ）

秀和システム 2019.2 417.5/タ141

産業・組織心理学　（ シリーズ心理学と仕事 / 太田信夫監修--11 ） 北大路書房 2017.7 140.8/シ/11142

算数教育指導用語辞典--第5版 教育出版 2018.7 375.4/サ143

サンドイッチサンドイッチ　（ こどものとも年少版劇場 ） 福音館書店 2014.1 C10/フ144

ジェフリー・バワ : 全仕事 グラフィック社 2019.2 523.259/ロ145

資格がなくてもインバウンドのツアーガイドになれる本 秀和システム 2019.3 688.6/サ146
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思考機械 : 完全版--第1巻 作品社 2019.5- 933/フ/1147

思考機械 : 完全版--第2巻 作品社 2019.5- 933/フ/2148

システム×デザイン思考で世界を変える : 慶応SDM「イノベーションのつくり方」 日経BPマーケティング (発売) 2014.3 335.9/シ149

実証から学ぶ国際経済 有斐閣 2017.12 333.6/キ150

実践的ソフトウェア工学 : 実践現場から学ぶソフトウェア開発の勘所--第2版　（ トップエス
イー入門講座--1 ）

近代科学社 2019.3 549.924/ア151

しっぽのはたらき　（ かがくのとも劇場 ） 福音館書店 2011.1 C10/フ152

実務から学ぶ会計のトレンド 中央経済グループパブリッシング (発
売) 2019.3

679/シ153

自動運転 : システム構成と要素技術--第2版 森北出版 2019.5 537/ホ154

自動車とプロダクトデザインの基本と応用 : design&sketch 三樹書房 [2016.9] 537.11/ヒ155

自分で企業をつくり、育てるための経営学入門 : 起業戦略を考える　（ 新しい経営学--2 ） 文眞堂 2017.1 335/シ156

自分のキャリアを自分で考えるためのワークブック : これがわたしの歩むみち--改訂版 日本能率協会マネジメントセンター 
2015.1

366.2/オ157

司法・犯罪心理学　（ シリーズ心理学と仕事 / 太田信夫監修--16 ） 北大路書房 2019.3 140.8/シ/16158

シャオミのすべて : 世界最強のIoTプラットフォームはこうして生まれた 中信出版日本 401/コ159

社会思想史事典 丸善出版 2019.1 363.02/シ160

社会心理学　（ シリーズ心理学と仕事 / 太田信夫監修--10 ） 北大路書房 2017.8 140.8/シ/10161

社会人のためのデータサイエンス入門 : オフィシャルスタディノート--改訂第2版　（ 無料で
学べる大学講座gacco : the Japan MOOC--. データサイエンス・オンライン講座||データ サ
イエンス・オンライン コウザ ）

日本統計協会 2018.5 350.1/シ162

写真加工で作る風景イラスト　（ Kitora--. 神技作画シリーズ||カミワザ サクガ シリーズ ） KADOKAWA 2019.5 726.5/サ163

宗教事象事典 みすず書房 2019.5 160.3/シ164
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集合・写像・論理 : 数学の基本を学ぶ 共立出版 2012.2 410/ナ165

就職活動編　（ 選ばれる人材になるための職業能力開発講座 ） 日経BPマーケティング (発売) 2016.10 366.2/イ166

シューベルトのオペラ : オペラ作曲家としての生涯と作品--: 新装版　（ アルス選書 ） 水曜社 2018.12 766.1/イ167

授業力アップのための英語教育学の基礎知識　（ 英語教師力アップシリーズ / 江藤秀一,
 加賀信広, 久保田章監修--3 ）

開拓社 2019.6 375.89/エ/3168

しゅっぱつしんこう!　（ こどものとも年少版劇場 ） 福音館書店 2014.1 C10/フ169

シュトックハウゼンのすべて : Karlheinz Stockhausen アルテスパブリッシング 2019.2 762.4/マ170

障害者心理学　（ シリーズ心理学と仕事 / 太田信夫監修--15 ） 北大路書房 2017.7 140.8/シ/15171

小学校英語の文字指導 : リタラシー指導の理論と実践 東京書籍 2019.3 375.89/ア172

小学校音楽の新題材モデル20 : 授業の流れがバッチリ見える!--高学年編 明治図書出版 2011.9 375.76/シ173

商業高校から一橋大学に入って公認会計士試験に合格した話 とりい書房第二編集部 2019.6 376.8/フ174

証券理論の新体系 税務経理協会 2016.6 338.14/サ175

小説を読むための、そして小説を書くための小説集 ひつじ書房 2019.4 901.3/ク176

情報科学概論　（ データサイエンス大系 ） 学術図書出版社 2019.2 401/タ177

情報社会のユニバーサルデザイン--改訂版　（ 放送大学教材--1570340-1-1911 ） 放送大学教育振興会 2019.3 501.8/シ178

昭和の郊外--関西編 柏書房 2019.6 361.48/シ179

食がデザインする都市空間 = Food shaping the city　（ Kyoto design lab library--3 ） 昭和堂 2019.3 361.48/シ180

食の地図--3版　（ 旅に出たくなる ） 帝国書院 2016.8 383.8/シ181

食旅と農商工連携のまちづくり 学芸出版社 2011.11 601.1/ヤ182

食文化の風景学 技報堂出版 2007.9 383.8/コ183
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女性はなぜ活躍できないのか 東洋経済新報社 2015.3 366.35/オ184

調べてみよう、書いてみよう　（ 世の中への扉 ） 講談社 2014.11 816/サ185

事例で読み解く海外旅行クレーム予防読本 学芸出版社 2016.2 688.6/ヤ186

新学習指導要領でかわる文学の授業 : 特集　（ 子どもと創る「国語の授業」--No.60 ） 東洋館出版社 2018.6 375.8/シ187

新・明解Python入門 SBクリエイティブ 2019.5 549.926/P・シ188

進化するがん創薬 : がん科学と薬物療法の最前線　（ Dojin bioscience series--32 ） 化学同人 2019.6 494.5/シ189

進化するミュージカル 論創社 2007.11 766.2/オ190

進化で読み解くバイオインフォマティクス入門 森北出版 2019.6 467.3/オ191

神経・生理心理学　（ シリーズ心理学と仕事 / 太田信夫監修--2 ） 北大路書房 2019.5 140.8/シ/2192

人工知能を作る : ラズベリー・パイからはじめる身の回りAI実験　（ ボード・コンピュータ・シ
リーズ ）

CQ出版 2018.4 401/シ193

人口学事典 丸善出版 2018.11 334/シ194

新時代の観光を学ぶ 八千代出版 2019.2 688/シ195

人生と運命--1 みすず書房 2012.1-2012.3 983/ク/1196

人生と運命--2 みすず書房 2012.1-2012.3 983/ク/2197

人生と運命--3 みすず書房 2012.1-2012.3 983/ク/3198

新製品開発　（ シリーズマーケティング・エンジニアリング--4 ） 朝倉書店 2000.12 674.1/ア199

新製品開発における新・品質保証法の構築 フレグランスジャーナル社 2014.2 509.61/ワ200

身体運動とロボティクス　（ ロボティクスシリーズ--18 ） コロナ社 2019.5 501.9/シ201

水彩で描く美しい人 : 人気画家6人のテクニック 日貿出版社 2019.6 724.4/ス202
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数学教育とメタ認知的知識 : 中学校の数学だけでなく,算数・数学教育にかかわる先生方
にも読んでもらいたい確かな学力を定着させ活用力を高める7講

考古堂書店 2016.8 375.4/ホ203

図解&事例で学ぶPDCAの教科書 マイナビ出版 2016.2 335.9/カ204

図解&事例で学ぶWebマーケティングの教科書 マイナビ 2015.9 675/ス205

図解&事例で学ぶイノベーションの教科書 マイナビ 2015.3 335.91/ス206

図解&事例で学ぶビジネス統計の教科書 マイナビ 2015.7 335.91/ク207

図解&事例で学ぶビジネスモデルの教科書 マイナビ 2014.3 335.91/ス208

図解&事例で学ぶ「売れる」営業の教科書 マイナビ出版 2016.3 673.3/ス209

すぐに役立つ音楽用語ハンドブック : 音楽・教育・保育に携わる人々に--改訂新版 カワイ出版 2018.4 760.36/ス210

スケーラブルデータサイエンス : データエンジニアのための実践Google Cloud Platform 翔泳社 2019.6 547.8/ラ211

図説ヴィクトリア女王 : 英国の近代化をなしとげた女帝 原書房 2017.9 288.4933/シ212

図説ヴィクトリア朝の女性と暮らし : ワーキング・クラスの人びと　（ ふくろうの本 ） 河出書房新社 2019.5 384.6/カ213

図説英国アンティークの世界 : 華麗なる英国貴族の遺産　（ ふくろうの本 ） 河出書房新社 2017.9 750.233/オ214

図説英国インテリアの歴史 : 魅惑のヴィクトリアン・ハウス--:新装版　（ ふくろうの本 ） 河出書房新社 2019.2 757/オ215

図説英国貴族の令嬢　（ ふくろうの本 ） 河出書房新社 2014.9 384.6/ム216

図説英国ナショナル・トラスト : 美しいイギリスを遺した人々　（ ふくろうの本 ） 河出書房新社 2016.8 519.5/オ217

図説英国のインテリア史 マール社 2016.2 529.0233/ヨ218

図説英国の住宅 : 住まいに見るイギリス人のライフスタイル　（ ふくろうの本 ） 河出書房新社 2018.2 527/ス219

図説英国ファンタジーの世界　（ ふくろうの本 ） 河出書房新社 2016.11 930.2/オ220

図説エリザベス一世　（ ふくろうの本 ） 河出書房新社 2012.6 288.4933/イ221
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図説ケルトの歴史 : 文化・美術・神話をよむ--: 新装版　（ ふくろうの本 ） 河出書房新社 2017.11 230.2/ツ222

図説テューダー朝の歴史　（ ふくろうの本 ） 河出書房新社 2011.5 233.051/ミ223

スッキリわかるPython入門 インプレス 2019.6 549.926/P・ク224

ストーリー・オブ・マイ・キャリア : 「赤毛のアン」が生まれるまで 柏書房 2019.7 930.28M/モ225

スポーツ心理学　（ シリーズ心理学と仕事 / 太田信夫監修--13 ） 北大路書房 2018.2 140.8/シ/13226

スマート農業 : 自動走行、ロボット技術、ICT・AIの利活用からデータ連携まで エヌ・ティー・エス 2019.3 614/ス227

住まいがつたえる世界のくらし : 今日の居住文化誌 世界思想社 2016.11 383.9/ス228

生産管理入門--第4版　（ 機械工学入門シリーズ ） オーム社 2017.2 509.6/サ229

生産管理の実務と問題解決徹底ガイド : production management アニモ出版 2018.1 509.6/セ230

青磁 : 清澄な青の至宝　（ 別冊炎芸術 ） 阿部出版 2017.12 751.3/セ231

政治化する宗教、宗教化する政治　（ いま宗教に向きあう / 池澤優, 藤原聖子, 堀江宗正,
 西村明編--4 ; 世界編2 ）

岩波書店 2018.12 160.2/イ/4232

成熟経済下における日本金融のあり方 : 「豊かさ」を実感できる社会のために 大学教育出版 2013.4 338.21/マ233

制度・制度変化・経済成果 晃洋書房 1994.12 331/ノ234

世界を変える「デザイン」の誕生 : シリコンバレーと工業デザインの歴史 CCCメディアハウス 2017.2 501.8/カ235

世界の祝祭日の事典 東京堂出版 2016.5 385.9/ナ236

世界のミュージカル・日本のミュージカル　（ 横浜市立大学新叢書--09 ） 横浜市立大学学術研究会 766.2/セ237

世俗化後のグローバル宗教事情　（ いま宗教に向きあう / 池澤優, 藤原聖子, 堀江宗正, 
西村明編--3 ; 世界編1 ）

岩波書店 2018.11 160.2/イ/3238

ゼロからよくわかる!ラズベリー・パイで電子工作入門ガイド 技術評論社 2019.5 549.92/セ239

戦後世界経済史 : 自由と平等の視点から　（ 中公新書--2000 ） 中央公論新社 2009.5 332/イ240
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全国規模の保育大会--1　（ 近代日本幼児教育基本文献集--第3期 . 戦前・戦時下の保
育||センゼン・センジカ ノ ホイク ; 17-19 ）

日本図書センター 2019.5 376.12/キ/17241

全国規模の保育大会--2　（ 近代日本幼児教育基本文献集--第3期 . 戦前・戦時下の保
育||センゼン・センジカ ノ ホイク ; 17-19 ）

日本図書センター 2019.5 376.12/キ/18242

全国規模の保育大会--3　（ 近代日本幼児教育基本文献集--第3期 . 戦前・戦時下の保
育||センゼン・センジカ ノ ホイク ; 17-19 ）

日本図書センター 2019.5 376.12/キ/19243

戦時下の保育--1　（ 近代日本幼児教育基本文献集--第3期 . 戦前・戦時下の保育||セン
ゼン・センジカ ノ ホイク ; 22-24 ）

日本図書センター 2019.5 376.12/キ/22244

戦時下の保育--2　（ 近代日本幼児教育基本文献集--第3期 . 戦前・戦時下の保育||セン
ゼン・センジカ ノ ホイク ; 22-24 ）

日本図書センター 2019.5 376.12/キ/23245

戦時下の保育--3　（ 近代日本幼児教育基本文献集--第3期 . 戦前・戦時下の保育||セン
ゼン・センジカ ノ ホイク ; 22-24 ）

日本図書センター 2019.5 376.12/キ/24246

総合学習国際社会に生きる力を育む2000冊　（ 子どもの本 ） 日外アソシエーツ 375/ソ247

ソフトウェア工学　（ 放送大学大学院教材--8970149-1-1911 . 情報学プログラム||ジョウホ
ウガク プログラム ）

放送大学教育振興会 2019.3 549.924/ソ248

そらまめくんのぼくのいちにち　（ 大型絵本 ） 小学館 2015.3 C10/シ249

大学4年間のデータサイエンスが10時間でざっと学べる KADOKAWA 2018.3 417.5/ヒ250

大学生が知っておきたい生活のなかの法律 慶應義塾大学出版会 2016.4 320/ホ251

大学的愛知ガイド : こだわりの歩き方 昭和堂 2014.3 291.55/タ252

大学的青森ガイド : こだわりの歩き方 昭和堂 2019.3 291.21/タ253

大学的沖縄ガイド : こだわりの歩き方 昭和堂 2016.3 291.99/タ254

大学的鹿児島ガイド : こだわりの歩き方 昭和堂 2018.11 291.97/タ255

大学的熊本ガイド : こだわりの歩き方 昭和堂 2017.3 291.94/タ256

大学的高知ガイド : こだわりの歩き方 昭和堂 2019.3 291.84/タ257
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大学的滋賀ガイド : こだわりの歩き方 昭和堂 2011.7 291.61/タ258

大学的静岡ガイド : こだわりの歩き方 昭和堂 2019.3 291.54/タ259

大学的東京ガイド : こだわりの歩き方 昭和堂 2019.3 291.36/タ260

大学的徳島ガイド : こだわりの歩き方 昭和堂 2017.7 291.81/タ261

大学的長崎ガイド : こだわりの歩き方 昭和堂 2018.4 291.93/タ262

大学的奈良ガイド : こだわりの歩き方 昭和堂 2009.4 291.65/タ263

大学的福岡・太宰府ガイド : こだわりの歩き方 昭和堂 2014.3 291.91/タ264

大学的福岡・博多ガイド : こだわりの歩き方 昭和堂 2012.3 291.91/タ265

大学的北海道ガイド : こだわりの歩き方 昭和堂 2012.12 291.1/タ266

大学的和歌山ガイド : こだわりの歩き方 昭和堂 2018.10 291.66/タ267

ダイナミック・ケイパビリティ戦略 : イノベーションを創発し、成長を加速させる力 ダイヤモンド社 2013.3 335.91/テ268

台湾訪日旅行者と旅行産業 : インバウンド拡大のためのプロモーション 成山堂書店 2019.5 688.21/ス269

高千穂の夜神楽への郷愁 : 高千穂の夜神楽三十三番 西日本新聞社 2018.7 723.1/サ270

多国籍企業と新興国市場 文眞堂 2012.10 335.2/タ271

だじゃれ日本一周 理論社 2011.4 C10/リ272

楽しいキャリアデザイン--第3版 八千代出版 2012.9 377.9/サ273

旅とデザイン ビー・エヌ・エヌ新社 2018.5 688.4/タ274

だるまちゃんとかみなりちゃん　（ こどものとも劇場 ） 福音館書店 2016.12 C10/フ275

地域発!つながる・集める施設のデザイン : 市町村・商店街の交流・観光・宿泊施設特集 = 
Public facility design for community! designing a place for everyone to gather and connect

パイインターナショナル 2019.2 526.3/チ276
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知識ゼロからのIoT入門 : Internet of Things 幻冬舎 2019.4 401/タ277

知識ゼロからのミュージカル入門 幻冬舎 2009.9 766.2/チ278

知識ゼロからはじめるゆっくり・ていねいJavaScript : ES6対応 ソシム 2019.2 549.926/J・カ279

地図で訪ねる歴史の舞台--世界--7版　（ 旅に出たくなる ） 帝国書院 2016.4 290.38/チ280

地図で訪ねる歴史の舞台--日本--8版　（ 旅に出たくなる ） 帝国書院 2016.4 291.038/チ281

地図でめぐる神社とお寺--2版　（ 旅に出たくなる ） 帝国書院 2017.8 160.21/タ282

知能・性格心理学　（ シリーズ心理学と仕事 / 太田信夫監修--9 ） 北大路書房 2019.5 140.8/シ/9283

中学音楽をひとつひとつわかりやすく。 学研教育出版 375.76/チ284

中学生を本気にさせる!学級担任のための合唱コンクール指導　（ 中学校音楽サポート
BOOKS ）

明治図書出版 2018.9 375.76/オ285

中学生・高校生のための吹奏楽楽典・音楽理論 シンコーミュージック・エンタテイメント 
2018.10

761/タ286

中国「強国復権」の条件 : 「一帯一路」の大望とリスク 慶應義塾大学出版会 2018.4 332.22/カ287

超ロボット化社会 : ロボットだらけの未来を賢く生きる　（ B&Tブックス ） 日刊工業新聞社 2019.4 501.9/ニ288

超一流の指揮者がやさしく書いた合唱指導の本　（ 中学校音楽サポートBOOKS ） 明治図書出版 2017.8 375.76/ク289

超高齢・人口減少社会のイノベーション　（ 超成熟社会発展の経済学--3 ） 慶應義塾大学出版会 2016.3 332.1/チ290

ディスプレー入門 : 魅せる。売れる売り場づくり 繊研新聞社 2013.10 673.38/マ291

データサイエンス教本 : Pythonで学ぶ統計分析・パターン認識・深層学習・信号処理・時系
列データ分析

オーム社 2018.11 549.926/P・ハ292

データサイエンス入門　（ データサイエンス大系 ） 学術図書出版社 2019.2 417.5/テ293

データ分析とデータサイエンス = Data assay & data science 近代科学社 2015.12 417.5/シ294
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データ・スマート : Excelではじめるデータサイエンス入門 インプレス (発売) 2017.9 417.5/フ295

できる仕事がはかどるPython自動処理全部入り。 インプレス 2019.6 549.926/P・テ296

デザイン思考の先を行くもの : ハーバード・デザインスクールが教える最先端の事業創造
メソッド : design the future

インプレス (発売) 2018.11 335.9/カ297

デザインマネジメント原論 : デザイン経営のための実践ハンドブック　（ デザインマネジメン
トシリーズ ）

東京電機大学出版局 2019.5 757/ハ298

哲学中辞典 知泉書館 2016.11 103.3/テ299

鉄道で旅するオーストラリア : 豪華長距離列車で広大な大陸を行く イカロス出版 2016.2 297.09/テ300

鉄道名所の事典 東京堂出版 2012.12 686.21/イ301

デフレーション現象への多角的接近 日本経済評論社 2014.3 337.9/テ302

展示のデザインアルバム = The exhibition design album 東京大学出版会 (発売) 2019.4 069/コ303

展覧会の挨拶 生活の友社 2019.4 706.9/サ304

IR (統合型リゾート) で日本が変わる : カジノと観光都市の未来　（ 角川新書--[K-256] ） KADOKAWA 2019.6 688.1/ハ305

動物の感染症--第4版 近代出版 2019.3 649.5/ト306

透明水彩で描く四季の風景 : 技法と画材 マガジンランド 2016.6 724.4/フ307

トークトレーニング60 : 小学校全員が話したくなる!聞きたくなる! : 1日5分 東洋館出版社 2018.4 374.1/ミ308

独習Java--新版 翔泳社 2019.5 549.926/J・ヤ309

トコトンやさしいVRの本　（ 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 2019.2 549.928/ト310

突然変異主導進化論 : 進化論の歴史と新たな枠組み 丸善出版 2019.4 467.5/ネ311

トップ営業の手法に学ぶ新時代の吹奏楽指導法 ヤマハミュージックエンタテインメント
ホールディングス 2018.10

375.26/イ312
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トヨタの躍進と人事労務管理 : 「日本的経営」とその限界 税務経理協会 2016.3 537.09/ト313

トヨタ流品質管理に学ぶ!はじめての変化点管理 日刊工業新聞社 2017.11 509.66/ハ314

なつのいちにち　（ ビッグブック ） 偕成社 2013.7 C10/カ315

南欧　（ 新世界の社会福祉 / 宇佐見耕一 [ほか] 編集代表--4 ） 旬報社 2019.8 369/シ/4316

日商プログラミング検定Standard Java公式ガイドブック TAC株式会社出版事業部 2019.5 549.926/J・ニ317

日中連関構造の経済分析 勁草書房 2016.1 332.22/オ318

日本経済の長期停滞とアジアへの教訓 学文社 2018.3 332.1/ハ319

日本都市史・建築史事典 丸善出版 2018.11 519.8/ニ320

日本のダイコクコガネの仲間　（ 月刊むし・昆虫図説シリーズ = Handbook series of 
insects--12 ）

むし社 2019.6 486/ケ/12321

日本の伝統芸能　（ 「知」のナビ事典 / 日外アソシエーツ株式会社編集 ） 紀伊國屋書店 (発売) 2017.6 772.1/ニ322

日本のポータブル・レコード・プレイヤーcatalog : 奇想あふれる昭和の工業デザイン 立東舎 547.43/タ323

日本の労働法政策 労働政策研究・研修機構研究調整部
成果普及課 (販売) 2018.10

366.1/ハ324

日本民藝館所蔵バーナード・リーチ作品集 筑摩書房 2012.6 751.3/リ325

日本語語用論入門 : コミュニケーション理論から見た日本語--新版 明治書院 2018.8 810.1/ヤ326

日本語のなかの中国故事 : 知っておきたい二百四十章 勉誠出版 2017.9 824.4/コ327

日本産蚊全種検索図鑑 北隆館 2019.2 486.9/ツ328

にゃーご　（ 大きな絵本 ） 鈴木出版 2003.1 C10/ス329

ニューヨーク : 錯乱する都市の夢と現実　（ 西洋近代の都市と芸術--7 ） 竹林舎 2017.1 702.3/セ/7330

人間工学ハンドブック--普及版 朝倉書店 2012.2 509.6/ニ331
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はじめてのPython : Python3対応--エンジニア入門編　（ Technical master--92 ） 秀和システム 2019.6 549.926/P・マ332

はじめてのエシカル : 人、自然、未来にやさしい暮らしかた 山川出版社 2016.11 519.5/ス333

はじめての三線 : 沖縄・宮古・八重山の民謡を弾く 晩聲社 2000.10 768.11/ウ334

はじめてのロボット工学 : 製作を通じて学ぶ基礎と応用--第2版 オーム社 2019.3 501.9/イ335

発達心理学　（ シリーズ心理学と仕事 / 太田信夫監修--5 ） 北大路書房 2017.3 140.8/シ/5336

花の旅へさそう地図　（ 旅に出たくなる ） 帝国書院 2015.8 291.09/ハ337

話しことばへのアプローチ : 創発的・学際的談話研究への新たなる挑戦 ひつじ書房 2017.12 801.03/ハ338

パパ、お月さまとって!　（ ビッグブック ） 偕成社 2015.3 C10/カ339

バムとケロのにちようび　（ 大型絵本 ） 文溪堂 2008.3 C10/フ340

パラレルメカニズム = Parallel mechanism 森北出版 2019.5 531.3/タ341

バルセロナ : カタルーニャ文化の再生と展開　（ 西洋近代の都市と芸術--6 ） 竹林舎 2017.5 702.3/セ/6342

反復帰と反国家 : 「お国は?」　（ 沖縄・問いを立てる--6 ） 社会評論社 2008.11 219.9/オ/6343

比較でわかる初心者デッサンの教科書 玄光社 2019.6 725/ヒ344

東アジア地域における小学校英語教育 : 日・中・韓の国際比較　（ 早稲田教育ブックレット
--No.21 ）

学文社 2019.3 375.89/ヒ345

ピクセル百景 : 現代ピクセルアートの世界 = Pixel vistas : a collection of contemporary 
pixel art

グラフィック社 2019.6 726.5/ヒ346

ビジネスにつながる「機械学習」の基礎知識から先進事例まで　（ 無料で学べる大学講座
gacco : the Japan MOOC--. 大学生のためのデータサイエンス : オフィシャルスタディノー
ト||ダイガクセイ ノ タメ ノ デ ）

日本統計協会 2019.6 401/ヒ347

微生物胞子 : 制御と対策--復刻版 サイエンスフォーラム 2013.5 465.8/ヒ348

備前 : 土と炎の芸術　（ 別冊炎芸術 ） 阿部出版 2017.2 751.3/ヒ349
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人をつなげる観光戦略 : 人づくり・地域づくりの理論と実践 ナカニシヤ出版 2019.6 688.4/ヒ350

ぴょーん　（ ポプラ社のよみきかせ大型絵本 ） ポプラ社 2004.4 C10/ホ351

ビル・エヴァンス : ミュージカル・バイオグラフィー シンコーミュージック・エンタテイメント 
2010.2

764.7/シ352

品質管理と品質保証,信頼性の基礎 日科技連出版社 2018.6 509.66/マ353

フィールドから読み解く観光文化学 : 「体験」を「研究」にする16章 ミネルヴァ書房 2019.5 688/フ354

付加価値会計の強化書 : 製造業の原価管理を根本から変える! : だれにでもわかりやすく
やさしくやくにたつ

日刊工業新聞社 2014.11 335.96/ヨ355

深読みミュージカル : 歌う家族、愛する身体--新装版 青土社 2018.11 766.2/モ356

福祉心理学　（ シリーズ心理学と仕事 / 太田信夫監修--14 ） 北大路書房 2017.12 140.8/シ/14357

フランス/ドイツ/オランダ　（ 新世界の社会福祉 / 宇佐見耕一 [ほか] 編集代表--2 ） 旬報社 2019.8 369/シ/2358

プレステップキャリアデザイン--第4版　（ PRE-STEP--11 ） 弘文堂 2017.9 377.9/イ359

フレキシブル人事の失敗 : 日本とアメリカの経験 旬報社 2012.5 335.95/ク360

プロダクトデザインのスケッチ技法 : 世界を魅了した製品開発メソッドに学ぶ ボーンデジタル 2016.3 501.8/ヘ361

文化・組織・雇用制度 : 日本的システムの経済分析 有斐閣 2001.12 366.2/ア362

分子構造と反応・有機金属化学--第2版　（ 大学院講義有機化学 / 野依良治 [ほか] 編-
-1 ）

東京化学同人 2019.3 437/タ/1363

文節の文法 大修館書店 2019.8 815/サ364

ペア・グループで盛り上がる!英語が大好きになる!小学校英語ゲーム&アクティビティ80　（ 
小学校英語サポートBOOKS ）

明治図書出版 2019.4 375.89/カ365

平成日本の音楽の教科書　（ よりみちパン!セ--YP08 ） 新曜社 2019.5 375.76/オ366

ベルリン : 砂上のメトロポール　（ 西洋近代の都市と芸術--5 ） 竹林舎 2015.6 702.3/セ/5367
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ヘンリー五世 : 万人に愛された王か、冷酷な侵略者か　（ 世界歴史叢書 ） 明石書店 2019.5 288.4933/イ368

方言札 : ことばと身体　（ 沖縄・問いを立てる--2 ） 社会評論社 2008.8 219.9/オ/2369

北欧　（ 新世界の社会福祉 / 宇佐見耕一 [ほか] 編集代表--3 ） 旬報社 2019.8 369/シ/3370

ホテル経営概論 : トライアド・モデルでとらえるホスピタリティ産業論--第2版 同文舘出版 2019.4 689/ト371

ホフマン物語 : ホフマンの幻想小説からオッフェンバックの幻想オペラへ　（ オペラのイコノ
ロジー--6 ）

ありな書房 2018.9 766.1/ナ372

ポリフェノール : 薬用植物および食品の機能性成分　（ CMCテクニカルライブラリー--
699 . 食品シリーズ||ショクヒン シリーズ ）

シーエムシー出版 2019.8 498.53/ホ373

ホントにある!!世界のビックリ空港探訪記 イカロス出版 2010.8 687.8/チ374

マウス組織アトラス 医学書院 2019.1 490.76/イ375

まんがでわかるデザイン思考 小学館 2017.10 335.91/オ376

見える化でわかる開発段階の製品原価管理 日刊工業新聞社 2010.11 335.96/オ377

見える化でわかる間接・サービス部門の原価管理 日刊工業新聞社 2011.3 335.96/ハ378

ミュージカル史 中央公論新社 2016.6 766.2/オ379

未来を変えるロボット図鑑 創元社 2019.9 501.9/ミ380

名刺サイズの魔法のパソコンラズベリー・パイで遊ぼう!--改訂第2版 ラトルズ 2017.4 549.92/ハ381

メガFTA時代の新通商戦略 : 現状と課題 文眞堂 2015.7 678.3/メ382

メタファー研究 = Metaphor research--1 ひつじ書房 2018.7 801.6/メ/1383

メトロポリタン歌劇場 : 歴史と政治がつくるグランドオペラ みすず書房 2018.10 766.1/ア384

もこもこもこ　（ ぽっぽライブラリ--. みるみる大型絵本||ミル ミル オオガタ エホン ） 文研出版 2006.3 C10/フ385

役に立つ地理学 古今書院 2012.4 290.4/ヤ386
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やさしいJava--活用編--第6版 SBクリエイティブ 2016.9-2019.3 549.926/J・タ387

やさしくはじめるラズベリー・パイ : 電子工作でガジェット&簡易ロボットを作ってみよう マイナビ出版 2017.5 549.92/ク388

やさしく学ぶマネジメントの学説と思想--増補版 ミネルヴァ書房 2010.4 335/ヤ389

安室憲一の国際ビジネス入門 白桃書房 2019.5 335.2/ヤ390

山口啓介 : 後ろむきに前に歩く ブルーシープ 2019.6 723.1/ヤ391

山崎陽子の世界 : 朗読ミュージカル--脚本集 1 書肆フローラ 2013.12- 912.6/ヤ/1392

山崎陽子の世界 : 朗読ミュージカル--脚本集 2 書肆フローラ 2013.12- 912.6/ヤ/2393

友軍とガマ : 沖縄戦の記憶　（ 沖縄・問いを立てる--4 ） 社会評論社 2008.10 219.9/オ/4394

ユースフル労働統計 : 労働統計加工指標集--2018 日本労働研究機構 2000.6- 366.059/ユ/201395

よくわかるユニバーサルデザイン : 考え方から社会への広がりまで　（ 楽しい調べ学習シ
リーズ ）

PHP研究所 2019.3 J501.8/ヨ396

理工系新課程線形代数演習 : 解き方の手順と例題解説 培風館 2012.10 411.3/カ397

旅館経営への複合的アプローチ--増補版　（ おもてなしの経営学--理論編 ） 創成社 2019.2 689/リ398

臨床心理学　（ シリーズ心理学と仕事 / 太田信夫監修--8 ） 北大路書房 2017.6 140.8/シ/8399

ルネサンスのライヴァルたち : ミケランジェロ、レオナルド、ラファエッロ、ティツィアーノ 三元社 2019.6 702.05/コ400

れいぞうこ　（ ビッグブック--. あけて・あけてえほん||アケテ・アケテ エホン ） 偕成社 2015.10 C10/カ401

例題から展開する線形代数演習　（ ライブラリ例題から展開する大学数学--別巻1 ） サイエンス社 2017.2 411.3/エ402

レジャー・スタディーズ 世界思想社 2015.7 365.6/レ403

レスベラトロールの基礎と応用--普及版　（ CMCテクニカルライブラリー--684 . 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 2019.3 464.7/レ404

連濁の総合的研究 勉誠出版 2018.2 811.1/サ405
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労働関係法規集 : 講座必携--2019年版 日本労働研究機構 366.1/ロ/2019406

ロス医療栄養科学大事典 : 健康と病気のしくみがわかる 西村書店 2018.11 498.53/ロ407

ロック・エンサイクロペディア : 1950s-1970s みすず書房 2009.11 764.7/ロ408

ロンドン : アートとテクノロジー　（ 西洋近代の都市と芸術--8 ） 竹林舎 2014.12 702.3/セ/8409

ワークルールってなんだ?　（ 10代からのワークルール : これだけは知っておきたい「働くこ
と」の決まり--1 ）

旬報社 2019.3 J366.1/シ/1410

ワークルールでつくる豊かな社会　（ 10代からのワークルール : これだけは知っておきた
い「働くこと」の決まり--4 ）

旬報社 2019.3 J366.1/シ/4411

私たちは生きづらさを抱えている : 発達障害じゃない人に伝えたい当事者の本音 イースト・プレス 2018.8 493.76/ヒ412

民謡 : 日本の風土と魂の鼓動 野ばら社 2006.5 388.91/ミ413

413和図書 件
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Practical English phonetics and phonology : a resource book for students--: hbk--4th 
ed　（ Routledge English language introductions ）

Routledge 2019 831.1/C1

Sounds interesting : observations on English and general phonetics--: pbk Cambridge University Press 2014 831.1/W2

The discovery of a visual system : the honeybee : light guides, optics, visual cues, optic 
flow, route finding

CABI c2019 486.7/H3

3洋図書 件

416 件合計


