
令和1年度 和図書卒業記念図書一覧

「メイド・イン・イタリー」はなぜ強いのか? : 世界を魅了する「意味」の戦略的デザイン 晶文社 2020.2 335.0237/ア1

「旅館ホテル」のおもてなし : サービスを超える極意 星雲社 (発売) 2020.5 689/リ2

1日1曲365日のクラシック　（ 1冊でわかるポケット教養シリーズ ） 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 2019.11

760.9/コ3

2030年の世界地図帳 : あたらしい経済とSDGs、未来への展望 SBクリエイティブ 2019.11 304/オ4

365日日本一周絶景の旅--新装版 いろは出版 2020.5 291.09/サ5

5G教科書 : LTE/IoTから5Gまで　（ インプレス標準教科書シリーズ ） インプレス 2018.9 547.8/フ6

Beyond MaaS : 日本から始まる新モビリティ革命 : 移動と都市の未来 日経BPマーケティング (発売) 2020.3 681/ヒ7

C言語ではじめるRaspberry Pi (ラズベリー・パイ) 徹底入門 技術評論社 2020.4 549.92/キ8

D.J.ティースダイナミック・ケイパビリティの企業理論 = A dynamic capabilities-based 
entrepreneurial theory : anthology of D.J.Teece's dynamic capabilities perspective

中央経済社 335.91/テ9

DMOのプレイス・ブランディング : 観光デスティネーションのつくり方 学芸出版社 2020.6 688.4/テ10

iPhone/Androidアプリ開発者のための機械学習・深層学習実践入門 ボーンデジタル 2019.1 401/フ11

Javaによるアルゴリズムとデータ構造の基礎 コロナ社 2019.8 549.926/J・ナ12

MaaS : モビリティ革命の先にある全産業のゲームチェンジ 日経BPマーケティング (発売) 2018.11 681/マ13

Python基礎ドリル穴埋め式 オーム社 2020.4 549.926/P・エ14

Pythonで動かして学ぶ!あたらしい数学の教科書 : 機械学習・深層学習に必要な基礎知識
　（ AI & Technology ）

翔泳社 2019.9 410/ア15

PythonではじめるKaggleスタートブック　（ 実践Data Scienceシリーズ ） 講談社 2020.3 401/イ16

Pythonで始めるOpenCV3プログラミング カットシステム 2018.8 549.926/P・キ17

Pythonではじめるアルゴリズム入門 : 伝統的なアルゴリズムで学ぶ定石と計算量 翔泳社 2020.1 549.926/P・マ18
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Pythonで学ぶ線形代数学 オーム社 2020.4 411.3/ハ19

Pythonによる医用画像処理入門　（ 医療AIとディープラーニングシリーズ / 藤田広志監修
 ）

オーム社 2020.4 492.8/ハ20

Q&Aハラールを知る101問 : ムスリムおもてなしガイド 解放出版社 2018.5 688/フ21

Q&Aと授業リポートで探る音楽づくりの言葉がけ : 表現意欲と思考を導くために　（ 音楽指
導ブック ）

音楽之友社 2016.4 375.76/ヒ22

Rによる心理学研究法入門 北大路書房 2015.2 140.7/ア23

Raspberry Piのはじめ方 : 最新ラズパイ4対応　（ 日経BPパソコンベストムック ） 日経BPマーケティング (発売) 2020.3 549.92/ラ24

SmartCity5.0地方創生を加速する都市OS インプレス 2019.5 601.126/エ25

UXと自由　（ アフターデジタル--2 ） 日経BP 335.91/フ/226

藍　（ 生活工芸双書 : 地域資源を活かす ） 農山漁村文化協会 2019.8 617.8/ア27

アヴィエーション・インダストリー : 航空機産業の経営戦略 文眞堂 2020.1 538/カ28

大麻 (あさ)　（ 生活工芸双書 : 地域資源を活かす ） 農山漁村文化協会 2019.5 618.2/ア29

新しい観光のかたちとは? : テーマをもった観光を知ろう　（ 観光を考える / 小林寛則著--
3 ）

ミネルヴァ書房 2020.4 J688/ク30

アルトリコーダー授業　（ ヤマハデジタル音楽教材 ） ヤマハ 375.76/ア31

家と村の社会学 : 東北水稲作地方の事例研究 御茶の水書房 2012.12 361.48/ホ32

生き方としてのフィールドワーク : かくも面倒で面白い文化人類学の世界 東海大学出版部 2020.3 389.04/イ33

生きのびるためのデザイン 晶文社 1974.8 757/ハ34

イスラム文化と観光 : ムスリム・インバウンドの教科書 晃洋書房 2020.6 688.21/ハ35

一般デザイン学 = General design theory 岩波書店 2020.2 501.8/ヨ36
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今、行きたい!世界の絶景大事典1000 朝日新聞出版 2019.12 290.9/イ37

いろいろいろんなかぞくのほん 少年写真新聞社 2018.1 C10/シ38

飲食業界成功する店失敗する店 : なぜ、新規出店の8割は5年で消えてしまうのか? すばる舎 2020.1 689.9/シ39

インバウンド対応実践講座 : 「エリア目線」で成果を最大化する成長戦略 翔泳社 2020.3 688.21/イ40

漆掻きと漆工 : ウルシ利用　（ 生活工芸双書 : 地域資源を活かす--. 漆||ウルシ ; 1 ） 農山漁村文化協会 2018.3 658.7/ウ/141

エアライン/エアポート・ビジネス入門 : 観光交流時代のダイナミズムと戦略--第2版 法律文化社 2016.4 687/タ42

英語教育史研究　（ 英語教育史重要文献集成 / 江利川春雄監修・解題--第5巻 ） ゆまに書房 2017.9 375.89/エ/543

英語教授法--1　（ 英語教育史重要文献集成 / 江利川春雄監修・解題--第2-4巻 ） ゆまに書房 2017.9 375.89/エ/244

英語教授法--2　（ 英語教育史重要文献集成 / 江利川春雄監修・解題--第2-4巻 ） ゆまに書房 2017.9 375.89/エ/345

英語教授法--3　（ 英語教育史重要文献集成 / 江利川春雄監修・解題--第2-4巻 ） ゆまに書房 2017.9 375.89/エ/446

英語で学ぶ会計入門 = Introduction to accounting in English 中央経済グループパブリッシング (発
売) 2020.5

679/フ47

英語で読む外国人がほんとに知りたい日本の文化と歴史 東京書籍 2019.8 302.1/ロ48

江戸時代の明智光秀 創元社 2020.8 289.1A/ム49

江戸前期上方色摺史の研究 : グローバルな進化の過程の下で 印刷学会出版部 2017.5 749.21/マ50

エドワード・ホッパー : 静寂と距離 青土社 2019.12 723.3/ア51

演劇・舞踊の賞事典 紀伊國屋書店 (発売) 2015.3 770.36/エ52

王さまと王さま ポット出版 2015.8 C10/ホ53

オーストラリア多文化社会論 : 移民・難民・先住民族との共生をめざして 法律文化社 2020.2 316.871/オ54

お金をかけずに今日から繁盛店にする新発想ゼロコスト集客術 秀和システム 2019.8 689.9/カ55
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お悩みポイッと撃退!かおるせんせの合唱塾　（ 音楽指導ブック ） 音楽之友社 2014.8 767.4/サ56

オフラインのない時代に生き残る　（ アフターデジタル--[1] ） 日経BPマーケティング (発売) 2019.3 335.91/フ/157

音楽を教えるヒント : 表現・創作・鑑賞 : 小中学校接続を視野に入れて ハンナ 2020.3 375.76/コ58

音楽授業でアクティブ・ラーニング! : 子ども熱中の鑑賞タイム　（ 音楽科授業サポート
BOOKS ）

明治図書出版 2017.1 375.76/サ59

音楽科教育　（ 教科教育学シリーズ--05 ） 一藝社 2015.5 375.76/オ60

音楽家研究文献目録 : クラシック・民族音楽 紀伊國屋書店 (発売) 2009.12 760.31/オ61

カーム・テクノロジー : 生活に溶け込む情報技術のデザイン ビー・エヌ・エヌ新社 2020.7 401/ケ62

海外エクスカーション : 地理を学ぼう 朝倉書店 2019.3 290.1/カ63

海外人的資源管理の理論と実際 文眞堂 2004.1 335.95/オ64

会計のヒストリー80 中央経済社 679/カ65

外資系コンサルのスライド作成術 : 図解表現23のテクニック 東洋経済新報社 2012.11 335.95/ヤ66

ガイダンスインバウンド・観光法 商事法務 2019.12 688.1/カ67

カウンセリング辞典--新装版 ミネルヴァ書房 2020.6 149.303/カ68

科学的な適職 : 4021の研究データが導き出す : 最高の職業の選び方 インプレス (発売) 2019.12 366.2/ス69

可積分系の数理　（ 解析学百科--2 ） 朝倉書店 2018.3 413.6/カ70

数え上げ幾何学講義 : シューベルト・カルキュラス入門 東京大学出版会 2018.8 411.8/イ71

楽器の音色がすぐ聴ける世界の民族楽器図鑑 河出書房新社 2018.7 763/カ72

萱　（ 生活工芸双書 : 地域資源を活かす ） 農山漁村文化協会 2018.8 618.9/カ73

苧　（ 生活工芸双書 : 地域資源を活かす ） 農山漁村文化協会 2018.6 618.4/カ74
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観光DMO設計・運営のポイント : DMOで追求する真の観光振興とその先にある地域活性
化　（ DBJ books--. 日本政策投資銀行business research||ニホン セイサク トウシ ギンコ
ウ bus ）

ダイヤモンド社 (発売) 2017.11 688.4/カ75

観光言語を考える くろしお出版 2020.6 688/カ76

完全人工光型植物工場の頑健性 : 周年安定生産と事業安定に向けて 情報機構 2016.1 615/オ77

完全人工光型植物工場の管理マニュアル : 周年安定生産と植物工場のユニバーサルデ
ザインを目指して

情報機構 2016.1 615/オ78

完全人工光型植物工場の栽培マニュアル : 栽培技術修得を目指して 情報機構 2016.1 615/オ79

機械学習・深層学習による自然言語処理入門 : scikit-learnとTensorFlowを使った実践プ
ログラミング

マイナビ 2020.2 549.928/ナ80

聴き合う耳と響き合う声を育てる合唱指導 : ポリフォニーで鍛える! : DVD付き　（ 音楽指導
ブック ）

音楽之友社 2017.8 767.4/テ81

企業経済学--第2版　（ プログレッシブ経済学シリーズ ） 東洋経済新報社 2010.4 335/オ82

企業文化 : ダイバーシティと文化の仕組み--改訂版 白桃書房 2016.6 335.9/シ83

器具 : 体操競技・バスケットゴール・コースロープほか　（ オリンピックをささえるスポーツ・
テクノロジー / スポーツデザイン研究所編著--2 ）

汐文社 2020.2 J780.6/オ/284

キッズ・デザイン・ラボが考える子どもが本当にほしいもの = Handbook of kids design 
labo : the first touch of good modern design

星雲社 (発売) 2020.5 583.7/キ85

基本情報技術者の午後対策　（ 徹底攻略 ） インプレス 2020.2 549.926/P・セ86

強化学習 = Reinforcement learning　（ MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ ） 講談社 2019.5 401/モ87

業界別!AI活用地図 : 8業界36業種の導入事例が一目でわかる!　（ AI & Technology ） 翔泳社 2019.11 401/モ88

教科書に載った名曲 : 原題邦題事典 紀伊國屋書店 (発売) 2020.1 760.33/キ89

桐　（ 生活工芸双書 : 地域資源を活かす ） 農山漁村文化協会 2018.2 653.7/キ90

近世日本の政治改革と知識人 : 中井竹山と「草茅危言」 東京大学出版会 2020.7 121.46/シ91
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近世の語彙 : 身分階層の時代　（ シリーズ「日本語の語彙」 / 飛田良文, 佐藤武義編集
代表--4 ）

朝倉書店 2020.8 814.08/シ/492

近代家庭機器のデザイン史 : イギリス・アメリカ・日本 美学出版 2020.5 582/オ93

近代日本彫刻史 国書刊行会 2018.2 712.1/タ94

グーグルが消える日 : life after Google SBクリエイティブ 2019.5 547.8/キ95

くまのトーマスはおんなのこ : ジェンダーとゆうじょうについてのやさしいおはなし ポット出版プラス 2016.12 C10/ホ96

クラシックのからくり : 「かたち」で読み解く楽曲の仕組み ヤマハミュージックメディア 2016.5 761.7/フ97

グローバル展開企業の人材マネジメント : これだけはそろえておきたい英文テンプレート 経団連出版 2017.7 335.95/ス98

グローバル化で変わる国際労働市場 : ドイツ、日本、フィリピン外国人労働力の新展開 明石書店 2006.12 366.2/サ99

黒御簾音楽にみる歌舞伎の近代 : 囃子付帳を読み解く 雄山閣 2014.2 774.7/ツ100

経営組織と環境適応　（ Hakuto management ） 白桃書房 2006.4 335.94/キ101

決定版清明上河図 国書刊行会 2019.7 722.5/ケ102

元号の歴史大事典 : 大化から令和--由来と改元の理由 くもん出版 2019.7 J210.02/ケ103

現代会計学--新版第3版 中央経済グループパブリッシング (発
売) 2020.4

335.96/ア104

現場ですぐに使える!Pythonプログラミング逆引き大全357の極意 秀和システム 2020.5 549.926/P・キ105

現場で使える!Python (パイソン) 深層学習入門 : Python (パイソン) の基本から深層学習
の実践手法まで　（ AI & Technology ）

翔泳社 2019.6 401/キ106

現場で使える!pandas (パンダス) データ前処理入門 : 機械学習・データサイエンスで役立
つ前処理手法　（ AI & Technology ）

翔泳社 2020.4 401/マ107

原発震災と避難 : 原子力政策の転換は可能か　（ シリーズ被災地から未来を考える--1 ） 有斐閣 2017.12 369.3/シ/1108

航空機と空港の役割 : 航空機の発展とともに進歩する空港 成山堂書店 2020.3 687/タ109



令和1年度 和図書卒業記念図書一覧

楮・三椏　（ 生活工芸双書 : 地域資源を活かす ） 農山漁村文化協会 2018.5 618.7/タ110

交通インフラの運営と地域政策 成山堂書店 2020.3 681.1/サ111

交通経済 成山堂書店 2020.1 681/コ112

国語教育研究への旅立ち : 若き日の自主研究、卒業論文 溪水社 2011.7 913.43/ノ113

国語科教育の創造を求めて : 国語教育の聖地、長野に学ぶ : 講演記録 渓水社 2012.6 375.8/ノ114

国語科クリティカル・リーディングの研究 溪水社 2019.12 375.8/サ115

国際航空貨物輸送 成山堂書店 2016.9 687.6/モ116

極上のオーケストラ鑑賞ガイド 草思社 2008.10 764.3/コ117

国連が掲げ、世界193の国と地域が合意した「持続可能な開発目標」　（ 東洋経済
academic--. SDGsに取り組む大学特集||SDGs ニ トリクム ダイガク トクシュウ; [vol. 1] ）

東洋経済新報社 2019.7 377.21/エ/1118

ゴシックとは何か : 八世紀にわたる西欧の自問 中央公論美術出版 2016.5 523.045/フ119

ゴシック美術 : サン・ドニからの旅立ち 八坂書房 2003.10 702.04/ウ120

個人と組織を充実させるリーダーシップ 生産性出版 2012.5 335.94/ウ121

箏入門 千野出版事業部 2002.3 768.12/チ122

子どもが輝く指導のコツと楽しいリコーダー曲集130　（ ナツメ教育書ブックス ） ナツメ社 2015.4 375.76/ナ123

子どもたちの事故・事件年表事典 : トピックス平成1989-2019 日外アソシエーツ 369.4/コ124

子どもの問いでつくる道徳科実践事例集　（ 子どもたちの未来を拓く「探究の対話(p4c)」シ
リーズ--第2弾 ）

東京書籍 2019.11 375.3/コ125

コノフィツム全書 : 自生地情報から歴史的園芸品種まで 主婦の友社 2020.7 627.7/ス126

これ1冊で子どももノリノリ音楽授業のプロになれるアイデアブック : 担任・新任の強い味
方!!

明治図書出版 2010.5 375.76/タ127
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これからの飲食店マネジメントの教科書 : 採る・育てる・定着させる　（ Do books ） 同文舘出版 2018.2 689.9/ヤ128

これからのロボットプログラミング入門 : Pythonで動かすMINDSTORMS EV3 講談社 2020.2 501.9/ウ129

コンセプトが伝わるデザインのロジック ビー・エヌ・エヌ新社 2020.6 727/コ130

こんなにおもしろいファイナンシャルプランナーの仕事--第4版 中央経済グループパブリッシング (発
売) 2020.6

338.1/ア131

最強組織の法則 : 新時代のチームワークとは何か 徳間書店 1995.6 335.94/セ132

最適化手法入門　（ データサイエンス入門 ） 講談社 2019.8 417/カ133

細胞のメカニクス 森北出版 2020.5 463.7/ホ134

細胞表層工学の進展 = Development of cell surface engineering　（ バイオテクノロジーシ
リーズ ）

シーエムシー出版 2020.4 463/サ135

採用のストラテジー 慶應義塾大学出版会 2020.4 335.95/ナ136

採用学　（ 新潮選書 ） 新潮社 2016.5 335.95/ハ137

さすが!といわれる合唱指導の原則 : 音楽教師がつくるステキな歌声づくりのヒント 学芸みらい社 2019.2 375.76/ヨ138

さらに/思いやりを科学する : 向社会的行動と社会的スキル 川島書店 2014.8 361.5/キ139

算数の天才なのに計算ができない男の子のはなし : 算数障害を知ってますか? 岩崎書店 2013.7 J378/エ140

自己組織化の経済学 : 経済秩序はいかに創発するか　（ ちくま学芸文庫--[ク-17-3] ） 筑摩書房 2009.11 331.04/ク141

システムの科学--第3版 パーソナルメディア 1999.6 335.9/サ142

施設 : 陸上トラック・体育館・スイミングプールほか　（ オリンピックをささえるスポーツ・テク
ノロジー / スポーツデザイン研究所編著--1 ）

汐文社 2019.12 J780.6/オ/1143

自然言語処理編　（ ゼロから作るdeep learning--2 ） オーム社 (発売) 2018.7 549.928/サ144

実解析 : 測度論,積分,およびヒルベルト空間　（ プリンストン解析学講義--3 ） 日本評論社 2017.12 413.4/ス145
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実践GAN : 敵対的生成ネットワークによる深層学習 マイナビ出版 2020.2 401/ラ146

知ってる?空手道　（ クイズでスポーツがうまくなる ） ベースボール・マガジン社 2017.8 780/ク147

知ってる?サッカー　（ クイズでスポーツがうまくなる ） ベースボール・マガジン社 2017.6 780/ク148

知ってる?水泳　（ クイズでスポーツがうまくなる ） ベースボール・マガジン社 2017.10 780/ク149

知ってる?ソフトテニス　（ クイズでスポーツがうまくなる ） ベースボール・マガジン社 2017.11 780/ク150

知ってる?ソフトボール　（ クイズでスポーツがうまくなる ） ベースボール・マガジン社 2017.4 780/ク151

知ってる?卓球　（ クイズでスポーツがうまくなる ） ベースボール・マガジン社 2016.9 780/ク152

知ってる?テニス　（ クイズでスポーツがうまくなる ） ベースボール・マガジン社 2017.7 780/ク153

知ってる?バドミントン　（ クイズでスポーツがうまくなる ） ベースボール・マガジン社 2017.3 780/ク154

知ってる?バレーボール　（ クイズでスポーツがうまくなる ） ベースボール・マガジン社 2016.3 780/ク155

知ってる?ハンドボール　（ クイズでスポーツがうまくなる ） ベースボール・マガジン社 2016.8 780/ク156

知ってる?フットサル　（ クイズでスポーツがうまくなる ） ベースボール・マガジン社 2017.12 780/ク157

知ってる?ミニバスケットボール　（ クイズでスポーツがうまくなる ） ベースボール・マガジン社 2016.2 780/ク158

知ってる?野球　（ クイズでスポーツがうまくなる ） ベースボール・マガジン社 2016.10 780/ク159

知ってる?ラグビー　（ クイズでスポーツがうまくなる ） ベースボール・マガジン社 2017.5 780/ク160

知ってる?陸上競技 : 走る跳ぶ投げる　（ クイズでスポーツがうまくなる ） ベースボール・マガジン社 2017.9 780/ク161

失敗から学ぶ、人工光型植物工場の栽培管理ノウハウ : シーン毎のトラブル事例から見
る失敗要因と解決策

情報機構 2017.1 615/オ162

失敗しないデザイン 翔泳社 2020.7 727/ヒ163

実務に役立つ食品分析の前処理と実際 日刊工業新聞社 2020.7 498.55/シ164
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自動車とプロダクトデザインの基本と応用 : design & sketch--新装版 三樹書房 [2020.8] 537.1/ヒ165

篠笛の吹き方と日本の名曲 : やさしくたのしい--初級編--改訂 オンキョウパブリッシュ 2012.10 768.169/シ166

渋沢栄一と人づくり　（ 一橋大学日本企業研究センター研究叢書--5 ） 有斐閣 2013.3 289.1S/シ167

じぶんで考えじぶんで話せるこどもを育てる哲学レッスン 河出書房新社 2018.6 375/コ168

四民平等の時代　（ シリーズ「日本語の語彙」 / 飛田良文, 佐藤武義編集代表--5 . 近代
の語彙||キンダイ ノ ゴイ ; 1 ）

朝倉書店 2020.7 814.08/シ/5169

社会正義のキャリア支援 : 個人の支援から個を取り巻く社会に広がる支援へ 図書文化社 2020.2 366.2/シ170

社会と経済 : 枠組みと原則 ミネルヴァ書房 2019.12 311/ク171

社会・政策の統計の見方と活用 : データによる問題解決 朝倉書店 2015.5 350.1/シ172

写真図説世界の城 日本図書センター 2012.5 290.9/シ173

受験生の知らない公務員試験の裏のウラ : 本当に使える学習ノウハウ 中央経済グループパブリッシング (発
売) 2020.7

317.4/ク174

小学校英語　（ 英語教育史重要文献集成 / 江利川春雄監修・解題--第1巻 ） ゆまに書房 2017.9 375.89/エ/1175

小学校「物語づくり」学習の指導 : 実践史をふまえて　（ ことばの授業づくりハンドブック ） 溪水社 2019.2 375.8/シ176

情報サービス産業の人的資源管理 ミネルヴァ書房 2000.4 401/ウ177

食と文化 : 時空をこえた食卓から　（ 北大文学研究科ライブラリ--10 ） 北海道大学出版会 2015.3 383.8/シ178

植物特性と最新植栽技術　（ 生活工芸双書 : 地域資源を活かす--. 漆||ウルシ ; 2 ） 農山漁村文化協会 2020.3 658.7/ウ/2179

女子学生のためのキャリア・デザイン--第2版 中央経済グループパブリッシング (発
売) 2019.10

377.9/ウ180

新・明解Pythonで学ぶアルゴリズムとデータ構造 SBクリエイティブ 2020.1 549.926/P・シ181

シンクロニシティ : 未来をつくるリーダーシップ--増補改訂版 英治出版 2013.2 335.94/シ182
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新興国・開発途上国の会計 : 最良の会計ルールを求めた知的実践 中央経済グループパブリッシング (発
売) 2020.3

679/オ183

震災復興と展望 : 持続可能な地域社会をめざして　（ シリーズ被災地から未来を考える--
3 ）

有斐閣 2019.8 369.3/シ/3184

新時代に向けた植物工場ビジネス : 人工光型植物工場を中心とした採算・収益性のup、
有用植物の栽培、AI/IoTの活用

情報機構 2020.2 615/シ185

新修解析学--新装版 現代数学社 2019.3 413/カ186

新制度派経済学による組織入門 : 市場・組織・組織間関係へのアプローチ 白桃書房 2007.5 335.94/ヒ187

人的資源管理要論 晃洋書房 2000.12 335.95/シ188

数学教育における論証の理解とその学習指導 東洋館出版社 2017.8 375.4/ク189

数理解析学概論 = Introduction to mathematical analysis--新訂版 現代数学社 2016.12 413/キ190

図解デザイン : 直感と魅力で伝えるインフォグラフィックス グラフィック社 2020.7 727/ス191

図解!Pythonのツボとコツがゼッタイにわかる本 : 最初からそう教えてくれればいいのに!--
"超"入門編

秀和システム 2020.3 549.926/P・タ192

図説日本服飾史事典 東京堂出版 2017.9 383.1/ス193

ストーリーで理解する日本一わかりやすいMaaS&CASE プレジデント社 2020.4 685/ナ194

スポーツツーリズム入門 晃洋書房 2020.6 688/ハ195

住 (すまい) の民俗事典 柊風舎 2019.2 383.9/ス196

生活工芸大百科 : 地域素材活用 農山漁村文化協会 2016.1 750.21/セ197

世界都市史事典 昭和堂 2019.11 203.6/セ198

世界の少数民族 = Invisible peoples　（ National geographic ） 日経BPマーケティング (発売) 2019.10 389/コ199

せかいのひとびと　（ 児童図書館・絵本の部屋 ） 評論社 1982.1 C10/ヒ200
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世界一わかりやすいPhotoshop操作とデザインの教科書--改訂3版 技術評論社 2020.6 549.928/セ201

セルフ・アセスメント　（ キャリア・マネジメント : 変わり続ける仕事とキャリア ） プロセス・コンサルテーション 366.2/シ202

0 (ゼロ) からはじめるたのしい音楽 : 子ども達の評価が高かった音楽授業プランの総集編
 : マネしたくなる! : 輪唱もリコーダーも合唱もこの1冊でおまかせ!

仮説社 2017.3 375.76/セ203

ゼロからはじめるデータサイエンス : Pythonで学ぶ基本と実践--第2版 オライリー・ジャパン 549.926/P・ク204

戦略的人的資源管理の理論と実証 : 人材マネジメントは企業業績を高めるか 文眞堂 2019.2 335.95/コ205

粗幾何学入門 : 「粗い構造」で捉える非正曲率空間の幾何学と離散群　（ SGCライブラリ-
-152 ）

サイエンス社 2019.9 414/フ206

組織セラピー : 組織感情への臨床アプローチ 白桃書房 2014.3 366.94/ソ207

組織の経済学 : 業界分析 : 新制度派経済学の応用 中央経済社 2006.9 335.94/ソ208

組織の経済学入門 : 新制度派経済学アプローチ = Introduction to organizational 
economics : new institutional economics approaches--改訂版

有斐閣 2016.3 335/キ209

組織の罠 : 人間行動の現実 文眞堂 2016.3 335.94/ア210

大学生のための実践的キャリア&就活講座 中央経済グループパブリッシング (発
売) 2020.1

377.9/イ211

大学的富士山ガイド : こだわりの歩き方 昭和堂 2020.2 291.51/タ212

代数幾何学--オンデマンド版　（ 岩波オンデマンドブックス ） 岩波書店 2019.5 410.8/イ/5-VII213

楕円関数論 : 楕円曲線の解析学--増補新装版 東京大学出版会 2020.5 413.56/ウ214

たかこ　（ 絵本・こどものひろば ） 童心社 2011.4 C10/ト215

だから、会計業界はおもしろい! : 税理士・会計士・コンサルの未来 中央経済グループパブリッシング (発
売) 2018.6

679.9/タ216

旅と語りを科学する : 観光におけるナラティブの活用可能性 創成社 2020.6 290.9/タ217

旅と交流 : 旅からみる世界と歴史　（ 北大文学研究科ライブラリ--9 ） 北海道大学出版会 2015.3 384.37/タ218



令和1年度 和図書卒業記念図書一覧

旅の効用 : 人はなぜ移動するのか 草思社 2020.1 290.9/ア219

旅芸人のいた風景 : 遍歴・流浪・渡世　（ 河出文庫--[お15-2] ） 河出書房新社 2016.8 384.3/オ220

誰でもつくれる!UIデザイン入門 : 機能するUIの基本と実践 マイナビ出版 2020.7 501.9/ナ221

探究学習 : 授業実践史をふまえて　（ ことばの授業づくりハンドブック ） 溪水社 2020.4 375.8/タ222

タンタンタンゴはパパふたり ポット出版 2008.4 C10/ホ223

短編画廊 : 絵から生まれた17の物語 ハーパーコリンズ・ジャパン 2019.6 933/タ224

地域経済と観光ビジネス--: 新装版　（ 地域デザイン / 地域デザイン学会編--第3号 ） 瀬戸内人 (発売) 2017.3 688.4/チ225

知識ゼロからのクラシック音楽鑑賞術 幻冬舎 2012.3 760.9/ヒ226

中・高等学校編　（ 文学の授業づくりハンドブック : 授業実践史をふまえて--第4巻 ） 渓水社 2010.3 375.8/チ227

中学校学級担任のための合唱コンクール指導ハンドブック : 歌声でクラスをつくろう! 明治図書出版 2019.3 375.76/ト228

中学校・高等学校漢文の学習指導 : 実践史をふまえて　（ ことばの授業づくりハンドブック
 ）

溪水社 2016.12 375.8/チ229

中学校・高等学校文学創作の学習指導 : 実践史をふまえて　（ ことばの授業づくりハンド
ブック ）

溪水社 2018.12 375.8/チ230

超成長都市「福岡」の秘密 : 世界が注目するイノベーションの仕組み 日本経済新聞出版社 2020.2 601.191/イ231

超一流の指揮者がやさしく書いた合唱の練習メニュー　（ 中学校音楽サポートBOOKS ） 明治図書出版 2019.8 375.76/ク232

チョコレート製造技術のすべて 幸書房 2020.6 588.34/チ233

つくりながら学ぶ!PyTorchによる発展ディープラーニング マイナビ出版 2019.7 401/オ234

つながる!基礎技術IoT入門 : コンピュータ・ネットワーク・データの基礎から開発まで コロナ社 2020.1 547.8/ツ235

手で食べる?　（ たくさんのふしぎ傑作集 ） 福音館書店 2005.2 J383.8/モ236

データサイエンスの基礎　（ データサイエンス入門 ） 講談社 2019.8 417.5/ハ237
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データサイエンスのための数学　（ データサイエンス入門 ） 講談社 2019.8 410/シ238

データサイエンスのためのデータベース　（ データサイエンス入門 ） 講談社 2020.4 401/ヨ239

データ視覚化のデザイン = Data visualization design SBクリエイティブ 2020.4 549.92/ナ240

データで見る行動経済学 : 全世界大規模調査で見えてきた「ナッジ (nudges) の真実」 日経BP 331/サ241

テーマパーク・アミューズメント事業知っておきたい最新トレンドと成功の秘訣 セルバ出版 688.4/シ242

デザインから考える障害者福祉 : ミシンと砂時計 ラグーナ出版 2020.4 369.27/エ243

徹底図解クラシック音楽の世界 : カラー版 新星出版社 [2011.7] 762/タ244

統計的機械学習の数理100問with Python　（ 機械学習の数理100問シリーズ--2 ） 共立出版 2020.4 401/ス245

統語構造と語彙の多角的研究 : 岸本秀樹教授還暦記念論文集 開拓社 2020.3 801.5/ト246

特集外国人ツーリストへの本当のおもてなし巻頭インタビュー高山文彦作家　（ 地域人 : 
Chiikijin : 地域情報満載!地域創生のための総合情報 ）

大正大学 2020.1 688.21/ト247

ドラマー必見!カホン&ジャンベの極み : "手数王"菅沼孝三直伝!! : 演奏&アレンジ向上エク
ササイズ

ヤマハミュージックエンタテインメント
ホールディングスミュージックメディア
部 2019.12

763.85/ス248

どんなかんじかなあ 自由国民社 2005.7 C10/シ249

なぜテーマパークでは朝から風船を売っているのか? : テーマパークで学ぶビジネスの教
科書

ザ・ブック 688.4/シ250

南西諸島・小笠原諸島にすむ固有種　（ 固有種が教えてくれること / 今泉忠明監修--
[3] ）

金の星社 2020.3 J482.1/コ/3251

なんてったって邦楽 : おもしろ日本音楽 東京堂出版 2019.6 768/ツ252

日米独組織の経済分析 : 新制度派比較組識論 文眞堂 1998.4 335.3/キ253

日本音楽基本用語辞典 音楽之友社 2007.4 768.033/ニ254

日本思想史事典 丸善出版 2020.4 121.02/ニ255
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日本人物レファレンス事典--医学・医療・福祉篇 紀伊國屋書店 (発売) 2013.5- 281.03/ニ256

日本人物レファレンス事典--江戸時代の武士篇 紀伊國屋書店 (発売) 2013.5- 281.03/ニ257

日本人物レファレンス事典--皇族・貴族篇 紀伊國屋書店 (発売) 2013.5- 281.03/ニ258

日本人物レファレンス事典--思想・哲学・歴史篇 紀伊國屋書店 (発売) 2013.5- 281.03/ニ259

日本人物レファレンス事典--宗教篇 紀伊國屋書店 (発売) 2013.5- 281.03/ニ260

日本人物レファレンス事典--女性篇 紀伊國屋書店 (発売) 2013.5- 281.03/ニ261

日本人物レファレンス事典--商人・実業家・経営者篇 紀伊國屋書店 (発売) 2013.5- 281.03/ニ262

日本人物レファレンス事典--武将篇 紀伊國屋書店 (発売) 2013.5- 281.03/ニ263

日本人物レファレンス事典--名工・職人・技師・工匠篇 紀伊國屋書店 (発売) 2013.5- 281.03/ニ264

日本俗語大辞典--: 新装版 東京堂出版 2020.6 813.8/ニ265

日本に固有種が多いわけ　（ 固有種が教えてくれること / 今泉忠明監修--[1] ） 金の星社 2020.3 J482.1/コ/1266

日本における農業簿記の研究 : 戦後の諸展開とその問題点について　（ 神奈川大学経済
貿易研究叢書--第30号 ）

中央経済社 611.79/ト267

日本の企業統治と雇用制度のゆくえ : ハイブリッド組織の可能性 ナカニシヤ出版 2014.3 335.4/ミ268

日本の建築文化事典 丸善出版 2020.1 521/ニ269

日本語の語彙・表記　（ コーパスで学ぶ日本語学 ） 朝倉書店 2020.5 814/ニ270

日本語の歴史　（ コーパスで学ぶ日本語学 ） 朝倉書店 2020.5 810.2/ニ271

日本産ハバチ・キバチ類図鑑 = Sawflies and woodwasps of Japan 北海道大学出版会 2020.7 486.7/ナ272

能管の演奏技法と伝承 思文閣出版 2018.2 768.16/モ273

はがぬけたらどうするの? : せかいのこどもたちのはなし フレーベル館 1999.5 C10/フ274
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パーティシパント・ワークブック　（ キャリア・マネジメント : 変わり続ける仕事とキャリア ） 白桃書房 (発売) 2015.6 366.2/シ275

バイオインフォマティクス : Pythonによる実践レシピ 朝倉書店 2020.8 467.3/ア276

はじめてでもわかる!自治体職員のための観光政策立案必携 第一法規 2020.3 688.1/ハ277

はじめての会計基準 : 税理士・会計士・簿記検定--第２版 中央経済グループパブリッシング (発
売) 2020.7

679/ナ278

はじめての雅楽 : 笙・篳篥・龍笛を吹いてみよう 東京堂出版 2003.6 768.2/サ279

はじめての語用論 : 基礎から応用まで 研究社 2020.3 801/ハ280

はっきりわかるデータサイエンスと機械学習 近代科学社 2020.5 401/ヨ281

ハラルマーケットがよくわかる本 : イスラム巨大市場を切り開くパスポート 総合法令出版 2013.12 338.9/ハ282

バロック音楽名曲鑑賞事典　（ 講談社学術文庫--[1805] ） 講談社 2007.2 762.3/イ283

ビギナーのための新・航空貨物100問100答 海事プレス社 2020.3 687.6/ヒ284

非合理組織論の系譜 文眞堂 2003.6 335.94/ヒ285

人と組織のマネジメントバイアス : 組織論と行動科学から見た ソシム 2020.4 335.95/ソ286

人もチームもすぐ動くANAの教え方 KADOKAWA 2017.2 687.067/ヒ287

人はお金だけでは動かない : 経済学で学ぶビジネスと人生 NTT出版 2012.8 331.04/ヘ288

ひと目でわかる体のしくみとはたらき図鑑　（ イラスト授業シリーズ ） 創元社 2017.7 491.3/ヒ289

ひと目でわかる心のしくみとはたらき図鑑　（ イラスト授業シリーズ ） 創元社 2019.8 140/ヒ290

ひと目でわかる食べ物のしくみとはたらき図鑑　（ イラスト授業シリーズ ） 創元社 2019.1 498.5/ヒ291

ひと目でわかる地球環境のしくみとはたらき図鑑　（ イラスト授業シリーズ ） 創元社 2020.8 519.5/シ292

ひと目でわかるテクノロジーのしくみとはたらき図鑑　（ イラスト授業シリーズ ） 創元社 2020.9 500/ヒ293



令和1年度 和図書卒業記念図書一覧

ファシリテーター・ガイド　（ キャリア・マネジメント : 変わり続ける仕事とキャリア ） 白桃書房 (発売) 2015.6 366.2/シ294

部活でレベルアップ!合唱上達のポイント50　（ コツがわかる本 ） メイツ出版 2019.4 767.4/フ295

部活でレベルアップ!吹奏楽上達のコツ50　（ コツがわかる本 ） メイツ出版 2019.5 764.6/フ296

複素解析学特論 現代数学社 2019.11 413.52/ク297

フレーズで覚える三味線入門　（ 音楽指導ブック ） 音楽之友社 2019.8 768.11/オ298

フレームワーク編　（ ゼロから作るdeep learning--3 ） オーム社 (発売) 2020.4 401/サ299

ベイズ深層学習 = Bayesian deep learning　（ MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ ） 講談社 2019.8 401/ス300

ヘルス/メディカル・ツーリズム研究 : 高付加価値化による地域活性化 大阪公立大学共同出版会 2020.2 688/ツ301

防災と支援 : 成熟した市民社会に向けて　（ シリーズ被災地から未来を考える--2 ） 有斐閣 2019.3 369.3/シ/2302

ポスト2030に向けた知と実践　（ 東洋経済academic--. SDGsに取り組む大学特集||SDGs 
ニ トリクム ダイガク トクシュウ ; vol. 2 ）

東洋経済新報社 2020.7 377.21/エ/2303

北海道・本州・四国・九州にすむ固有種　（ 固有種が教えてくれること / 今泉忠明監修--
[2] ）

金の星社 2020.2 J482.1/コ/2304

ホテルの創り方 : ホテル開発の成否は「相談力」で決まる インプレス (発売) 2019.11 689/ム305

ホテル・旅館のビジネスモデル : その動向と将来 現代図書 689/オ306

堀江貴文vs.外食の革命的経営者 : 9人の食のカリスマと激論! ぴあ 2020.5 689.9/ホ307

牧野植物図鑑原図集 : 牧野図鑑の成立 北隆館 2020.3 470.38/マ308

マサさんのケンハモ講座 : レッスンに上手に取り入れよう! 音楽之友社 2018.9 763.3/マ309

マサさんの鍵盤ハーモニカの極意 : バロックからポピュラーまで ヤマハミュージックエンタテインメント
ホールディングス出版部 2019.8

763.3/マ310

まねるだけで伝わるデザイン : センスがなくても大丈夫! ダイヤモンド社 2020.6 674.92/フ311



令和1年度 和図書卒業記念図書一覧

見てみよう!日本の伝統楽器　（ 知りたい!日本の伝統音楽 / 京都市立芸術大学日本伝統
音楽研究センター監修--2 ）

ミネルヴァ書房 2020.3 J768/シ/2312

宮城のおかみが語るサービス経営への思い　（ おもてなしの経営学--復興編 ） 創成社 2019.12 689/ミ313

民族楽器を演奏しよう　（ 学びやぶっく--10 . げいじゅつ||ゲイジュツ ） 明治書院 2009.6 762/ワ314

みんなが音楽を好きになる!やすしげ先生の楽しい合唱メソード　（ 音楽指導ブック ） 音楽之友社 2019.3 375.76/タ315

無形資産が経済を支配する : 資本のない資本主義の正体 東洋経済新報社 2020.1 333.9/ハ316

メタ認知と読解方略 : 説明文教材の読解指導を中心として 溪水社 2020.4 375.8/カ317

メディア・リテラシーの教育 : 理論と実践の歩み　（ ことばの授業づくりハンドブック ） 溪水社 2015.5 375.8/メ318

面接官の心を操れ!無敵の就職心理戦略 KADOKAWA 2017.3 366.2/タ319

もうやめて。"国語の力"を育てない国語の授業 : 「やりたい!」「できた!」「もっとできる!」が聞
こえる授業のつくり方

溪水社 2020.6 375.8/タ320

もっと知りたい興福寺の仏たち--第2版　（ アート・ビギナーズ・コレクション ） 東京美術 2018.1 185.16/ア321

もっと知りたい東寺の仏たち　（ アート・ビギナーズ・コレクション ） 東京美術 2011.7 185.16/ア322

もっと知りたい東大寺の歴史　（ アート・ビギナーズ・コレクション ） 東京美術 2010.10 185.16/ア323

もっと知りたい仁和寺の歴史　（ アート・ビギナーズ・コレクション ） 東京美術 2017.12 185.16/ア324

もっと知りたい法隆寺の仏たち　（ アート・ビギナーズ・コレクション ） 東京美術 2012.5 185.16/ア325

もっと/思いやりを科学する : 向社会的行動研究の半世紀 川島書店 2018.9 361.5/キ326

モンテカルロ統計計算　（ データサイエンス入門 ） 講談社 2020.3 417.5/カ327

やさしい箏入門 : 初心者に最適 ドレミ楽譜出版社 2018.1 768.12/ノ328

やさしい三味線教本 : 楽譜が読めない人にも ドレミ楽譜出版社 2006.4 768.11/ヤ329

やさしい三味線講座 : 五線と文化譜でわかりやすい! 自由現代社 (発売) 2018.12 768.11/ヤ330



令和1年度 和図書卒業記念図書一覧

やさしいリコーダー指導のコツと練習曲--改訂新版　（ ネットワーク双書--. 新・音楽指導
クリニック||シン・オンガク シドウ クリニック ; 7 ）

学事出版 2008.5 375.76/ミ331

やさしく学べる和太鼓入門 全音楽譜出版社 2001.9 768.17/ヤ332

やり抜く人の9つの習慣 : コロンビア大学の成功の科学 ディスカヴァー・トゥエンティワン 
2017.6

141.72/ハ333

優雅な留学が最高の復讐である : 若者に留学を勧める大人に知ってほしい大切なこと = 
Living well abroad is the best revenge

医歯薬出版 2015.9 377.6/シ334

用具 : シューズ・ボール・ラケットほか　（ オリンピックをささえるスポーツ・テクノロジー / ス
ポーツデザイン研究所編著--3 ）

汐文社 2020.3 J780.6/オ/3335

ヨーロッパの会計規制　（ 大阪経済大学研究叢書--第90冊 ） 中央経済社 335.96/ホ336

よくわかる日本音楽基礎講座 : 雅楽から民謡まで--増補・改訂版　（ 音楽指導ブック ） 音楽之友社 2020.4 768/フ337

横道萬里雄の能楽講義ノート--囃子編　（ ひのき能楽ライブラリー = Hinoki nohgaku 
library ）

檜書店 2013.7-2014.12 773/ヨ338

吉松隆の調性で読み解くクラシック　（ 1冊でわかるポケット教養シリーズ ） ヤマハミュージックメディア 2014.10 761/ヨ339

羅葡日対訳辞書 : フランス学士院本 清文堂出版 2017.1 892/ラ340

ラルースギリシア・ローマ神話大事典 大修館書店 2020.7 162.9/ヘ341

リーマンと解析学　（ リーマンの生きる数学 / 黒川信重編--2 ） 共立出版 2020.3 413/シ342

両利きの経営 : 「二兎を追う」戦略が未来を切り拓く 東洋経済新報社 2019.2 335.9/オ343

レッド : あかくてあおいクレヨンのはなし 子どもの未来社 2017.1 C10/コ344

労働の供給制約と日本経済　（ シリーズ・人口学研究--5 ） 原書房 2004.2 366.2/ロ345

ローカル鉄道の経営戦略とマーケティング : 長良川鉄道を事例として 三恵社 2020.2 686.2153/サ346

わかりやすいロボットシステム入門 : メカニズムから制御, システムまで--改訂3版 オーム社 2020.2 501.9/マ347

棉　（ 生活工芸双書 : 地域資源を活かす ） 農山漁村文化協会 2019.3 618.1/ワ348



令和1年度 和図書卒業記念図書一覧

和太鼓のひみつ : 鳴るしくみ・歴史から打ち方の基本まで　（ 楽しい調べ学習シリーズ ） PHP研究所 2016.6 J768.17/ワ349

私、B級観光地プロデューサーです! : 日本を真の観光立国にする、とっておきの方法を教
えます。

ワニ・プラス 688.4/オ350

わたしのせいじゃない : せきにんについて--大型版 岩崎書店 2017.2 C10/イ351

わたしはあかねこ 文溪堂 2011.8 C10/フ352

352和図書 件



令和1年度 洋図書卒業記念図書一覧

American English grammar : an introduction Routledge 2020 835/K1

Atlas of adventures Wide Eyed Editions 2015, c2014 J290/W2

Capitals : visit the world's capital cities! Blueprint Editions, an imprint of 
Bonnier Publishi 2018

J290.17/J3

Getting ready Child's Play c2016 C33/C4

Inside North Korea--: [hardback] Taschen c2018 523.21/W5

Off to the beach! Child's Play c2016 C33/C6

Off to the park! Child's Play c2014 C33/C7

Pan Am : history, design & identity--2nd ed. Callisto Publishers c2018 687.067/H8

Pancakes to parathas : breakfast around the world Little Bee Books, an imprint of 
Bonnier Publishing c2019

J383.8/M9

Sportopedia Wide Eyed Editions 2018 J780/S10

This is how we do it : one day in the lives of seven kids from around the world Chronicle Books c2017 J302/L11

11洋図書 件



令和1年度 DVD(AV資料）卒業記念図書一覧

イネの生育と土壌・肥料　（ 農文協DVDビデオ--. イネの基本技術と生育診断||イネ ノ キ
ホン ギジュツ ト セイイク シンダン ; 第1巻 ）

農山漁村文化協会 2012.3 DVD/61/イ/11

健苗づくりと田植え　（ 農文協DVDビデオ--. イネの基本技術と生育診断||イネ ノ キホン 
ギジュツ ト セイイク シンダン ; 第2巻 ）

農山漁村文化協会 2012.3 DVD/61/イ/22

太茎を育てる施肥と水管理　（ 農文協DVDビデオ--. イネの基本技術と生育診断||イネ ノ 
キホン ギジュツ ト セイイク シンダン ; 第3巻 ）

農山漁村文化協会 2012.3 DVD/61/イ/33

穂づくり期の診断と穂肥　（ 農文協DVDビデオ--. イネの基本技術と生育診断||イネ ノ キ
ホン ギジュツ ト セイイク シンダン ; 第4巻 ）

農山漁村文化協会 2012.3 DVD/61/イ/44

4DVD(AV資料） 件

367 件合計


