
学情センター２Ｆ企画展示

        展示期間：2011.6.16～6.29

書名 巻号次 配置場所 請求記号

日本人が知らないウィキリークス / 小林恭子[ほか]著. -- 洋泉社, 2011.2. -- (新書y ; 244). 4F新書版 007.3//KO12//9694

グーグル秘録 : 完全なる破壊 / ケン・オーレッタ著 ; 土方奈美訳. -- 文藝春秋, 2010.5. 3F開架新体系 007.35//A96//1561

めざせイグ・ノーベル賞 : 傾向と対策 / 久我羅内著. -- 阪急コミュニケーションズ, 2008.10. 3F開架新体系 049//KU21//2151

14歳からの哲学 : 考えるための教科書 / 池田晶子著. -- トランスビュー, 2003.3.  3F開架新体系 104//I32//1506

夜戦と永遠 : フーコー・ラカン・ルジャンドル / 佐々木中著. -- 以文社, 2008.11.  3F開架新体系 135.5//SA75//8495

ヒトはなぜ拍手をするのか : 動物行動学から見た人間 / 小林朋道著. -- 新潮社, 2010.12. -- (新潮選書). 3F開架新体系 141.7//KO12//8568

FBI捜査官が教える「しぐさ」の心理学 / ジョー・ナヴァロ, マーヴィン・カーリンズ著 ; 西田美緒子訳. -- 河出書房新社, 2010.1. 3F開架新体系 141.7//N59//6535

セルフ・コントロールの実験臨床心理学 / 杉若弘子著. -- 風間書房, 2003.2.  3F開架新体系 146.8//SU48//5045

20歳のときに知っておきたかったこと : スタンフォード大学集中講義 / ティナ・シーリグ著 ; 高遠裕子訳. -- 阪急コミュニケーションズ, 2010.3. 3F開架新体系 159//SE15//4507

「白バラ」 : 反ナチ抵抗運動の学生たち / 関楠生著. -- 清水書院, 1995.1. -- (Century books . 人と思想 ; 124). 3F開架新体系 234.074//SE24//5040

量子の海、ディラックの深淵 : 天才物理学者の華々しき業績と寡黙なる生涯 / グレアム・ファーメロ著 ; 吉田三知世訳. -- 早川書房, 2010.9. 3F開架新体系 289//F15//6873

楽しき挑戦 : 型破り生態学50年 / 伊藤嘉昭著. -- 海游舎, 2003.3.  3F開架新体系 289//I89//1282

何が私をこうさせたか : 獄中手記 / 金子ふみ子著. -- 増補新装版. -- 春秋社, 2005.7. 3F開架新体系 289//KA53//9513

裸の眼 : マン・ウォッチングの旅 / デズモンド・モリス著 ; 別宮貞徳訳. -- 東洋書林, 2001.6. 3F開架新体系 290.9//MO78//9004

森と氷河と鯨 : ワタリガラスの伝説を求めて / 星野道夫著. -- 世界文化社, 2006.8. -- (ほたるの本). 3F開架新体系 295.394//H92//0008

ソニーはなぜサムスンに抜かれたのか : 「朝鮮日報」で読む日韓逆転 / 菅野朋子著. -- 文藝春秋, 2011.1. -- (文春新書 ; 792). 4F新書版 302.21//KA57//8988

アメリカ人の半分はニューヨークの場所を知らない / 町山智浩著. -- 文藝春秋, 2008.10. -- (Bunshun paperbacks). 4F開架新体系 302.53//MA19//1323

日本の論点 / 文藝春秋編. -- ['92] - 2011. -- 文藝春秋, 1992.10-. -- (文春MOOK).2011 4F開架新体系 304//B89//8483

プリンシプルのない日本 / 白洲次郎著. -- 新潮社, 2006.6. -- (新潮文庫 ; し-56-1).  4F文庫版 304//SH85//4381

ここがおかしい、外国人参政権 / 井上薫著. -- 文藝春秋, 2010.8. -- (文春新書 ; 766). 4F新書版 314.82//I57//6098

司法書士の羅針盤 : 多様化する現代社会を切り拓くために / 江藤价泰 [ほか] 編. -- 日本評論社, 2010.8. 4F開架新体系 327.17//E78//7844

世界一シンプルな経済学 / ヘンリー・ハズリット著 ; 村井章子訳. -- 日経BP社. -- (Nikkei BP classics). 4F開架新体系 331//H49//5943

グローバルリーダーの条件 : 次はあなたの番だ! / 大前研一, 船川淳志著. -- PHP研究所, 2009.5. 4F開架新体系 335.13//O61//2213

グーグルで必要なことは、みんなソニーが教えてくれた / 辻野晃一郎著. -- 新潮社, 2010.11. 4F開架新体系 335.13//TS45//7840

M&A戦略策定ガイドブック / 尾関純, 小本恵照編著. -- 新版. -- 中央経済社, 2006.11. 4F開架新体系 335.46//O98//9337

MBB:「思い」のマネジメント : 知識創造経営の実践フレームワーク / 一條和生, 徳岡晃一郎, 野中郁次郎著. -- 東洋経済新報社, 2010.7. 4F開架新体系 336//I13//9322

MBA ENGLISH経営・マーケティングの知識と英語を身につける / 内之倉礼子著. -- ベレ出版, 2007.4. -- (Beret books). 4F開架新体系 336//U22//0354

IT経営実践の知識 : 経営と業務の「見える化」と「つながり力」による生産性向上と競争力強化 : ITCA専門知識認定研修教材 / 阿部満著. -- 同友館, 2008.12. 4F開架新体系 336.17//A12//5772

いま、すぐはじめる地頭力 : 結論から・全体から・単純に / 細谷功著. -- 大和書房, 2008.6. 4F開架新体系 336.2//H95//3752

動機づける力 : モチベーションの理論と実践 / DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー編集部編訳. -- 新版. -- ダイヤモンド社, 2009.10. -- (Harvard business review anthology). 4F開架新体系 336.4//D71//0860

スティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン : 人々を惹きつける18の法則 / カーマイン・ガロ著 ; 井口耕二訳. -- 日経BP社. 4F開架新体系 336.49//G17//4603

プロフェッショナルプレゼン。 : 相手の納得をつくるプレゼンテーションの戦い方。 / 小沢正光著. -- インプレスジャパン. 4F開架新体系 336.49//O97//5768

起業のファイナンス : ベンチャーにとって一番大切なこと / 磯崎哲也著. -- 日本実業出版社, 2010.10. 4F開架新体系 336.82//I85//8567

テクニカル分析の迷信 : 行動ファイナンスと統計学を活用した科学的アプローチ / デビッド・アロンソン著 ; 山下恵美子訳. -- パンローリング, 2009.11. -- (ウィザード・ブック・シリーズ ; 158). 4F開架新体系 338.155//A79//4088

世界的金融危機の構図 / 井村喜代子著. -- 勁草書房, 2010.2.  4F開架新体系 338.9//I49//9614

アクチュアリー数学入門 / 黒田耕嗣 [ほか] 著. -- 日本評論社, 2010.4. -- (アクチュアリー数学シリーズ ; 1). 4F開架新体系 339.1//KU72//1607

読顔力 : コミュニケーション・プロファイルの作り方 / 佐藤親次, 簑下成子著. -- 小学館, 2009.12. -- (小学館101新書 ; 066). 4F新書版 361.454//SA85//6532

日本文化論のインチキ / 小谷野敦著. -- 幻冬舎, 2010.5. -- (幻冬舎新書 ; 165 ; [こ-6-3]). 4F新書版 361.5//KO97//7185

日本の曖昧力 : 融合する文化が世界を動かす / 呉善花著. -- PHP研究所, 2009.5. -- (PHP新書 ; 592). 4F新書版 361.5//O11//4377

日本はなぜ世界でいちばん人気があるのか / 竹田恒泰著. -- PHP研究所, 2011.1. -- (PHP新書 ; 705). 4F新書版 361.5//TA59//9319

コミュニティ・ビジネス / 細内信孝著. -- 新版. -- 学芸出版社, 2010.12.  4F開架新体系 361.7//H95//9515

日本の幸福度 : 格差・労働・家族 / 大竹文雄, 白石小百合, 筒井義郎編著. -- 日本評論社, 2010.7. 4F開架新体系 365.5//O82//6197

7割は課長にさえなれません : 終身雇用の幻想 / 城繁幸著. -- PHP研究所, 2010.1. -- (PHP新書 ; 648). 4F新書版 366.21//J56//9697

ワーク・ライフ・バランスと家族形成 : 少子社会を変える働き方 / 樋口美雄, 府川哲夫編. -- 東京大学出版会, 2011.1. 4F開架新体系 366.7//H56//9329

社会福祉の扉を開く / 加登田惠子編著. -- ふくろう出版, 2010.4.  4F開架新体系 369//KA86//5029

介護予防に役立つ閉じこもり予防のレクリエーション活動支援マニュアル / 余暇問題研究所著 ; 山崎律子, 上野幸編. -- ミネルヴァ書房, 2006.10. 4F開架新体系 369.26//Y48//0357

私説・教育社会学 / 渡部真著. -- 世界思想社, 2010.4. -- (Sekaishiso seminar).  4F開架新体系 371.3//W45//8569

子どもはなぜ嘘をつくのか / ポール・エクマン著 ; 菅靖彦訳. -- 河出書房新社, 2009.7. 4F開架新体系 371.45//E43//6533

見直してみよう間食 : 肥満や生活習慣病にならないためのおやつ選び / 太田百合子著. -- 少年写真新聞社, 2003.7. -- (ビジュアル版見てわかるすぐ使える楽しい食教材). 4F開架新体系 374.97//O81//1292

デジタル教材の教育学 / 山内祐平編. -- 東京大学出版会, 2010.4.  4F開架新体系 375.199//Y46//3768

大学論 : いかに教え、いかに学ぶか / 大塚英志著. -- 講談社, 2010.3. -- (講談社現代新書 ; 2043). 4F新書版 377.15//O88//9650

学びの空間が大学を変える : ラーニングスタジオ, ラーニングコモンズ, コミュニケーションスペースの展開 / 山内祐平編著 ; 林一雅 [ほか] 執筆. -- ボイックス, 2010.5. 4F開架新体系 377.17//Y46//4053

軽度発達障害の心理アセスメント : WISC-IIIの上手な利用と事例 / 上野一彦, 海津亜希子, 服部美佳子編. -- 日本文化科学社, 2005.1. 4F開架新体系 378.6//U45//7106

稲生物怪録絵巻集成 (いのうもののけろくえまきしゅうせい) / 杉本好伸編. -- 国書刊行会, 2004.7. 4F開架新体系 388.1//SU38//4338

戦うコンピュータ2011 : 戦場のIT革命いま、そこにある未来戦 / 井上孝司著. -- 光人社, 2010.11. 4F開架新体系 391//I57//0020

*昨年度、購入希望図書制度で購入した図書の一部です



書名 巻号次 配置場所 請求記号

名将たちの決定的戦術 : 世界の歴史を変えた / 松村劭著. -- PHP研究所, 2007.12. -- (PHP文庫). 4F文庫版 391.3//MA82//9698

だまし絵のトリック : 不可能立体を可能にする / 杉原厚吉著. -- 化学同人, 2010.9. -- (DOJIN選書 ; 34). 3F開架新体系 414.6//SU34//7004

犬でもわかる現代物理 / チャド・オーゼル著 ; 佐藤桂訳. -- 早川書房, 2010.7.  3F開架新体系 421.3//O71//6871

宇宙は何でできているのか : 素粒子物理学で解く宇宙の謎 / 村山斉著. -- 幻冬舎, 2010.9. -- (幻冬舎新書 ; 187, [む-2-1]). 4F新書版 429.6//MU62//7007

入門電子スピンサイエンス&スピンテクノロジー / 電子スピンサイエンス学会監修. -- 米田出版, 2010.5. 3F開架新体系 433.69//N99//6875

クロスカップリング反応 : 基礎と産業応用. -- シーエムシー出版, 2010.11. -- (CMC books). 3F開架新体系 434//C93//7837

Evolution : 生命の進化史 / ダグラス・パーマー著 ; ピーター・バレットイラスト ; 椿正晴訳. -- ソフトバンククリエイティブ, 2010.1. 3F開架新体系 L457//P18//9526

恐竜の復元 / 小田隆 [ほか] イラスト・造形. -- 学習研究社, 2008.9.  3F開架新体系 457.87//O17//8566

ぼくの生物学講義 : 人間を知る手がかり / 日高敏隆著. -- 昭和堂, 2010.10.  3F開架新体系 460//H54//7430

ヒトはどうして死ぬのか : 死の遺伝子の謎 / 田沼靖一著. -- 幻冬舎, 2010.7. -- (幻冬舎新書 ; 180, [た-6-1]). 4F新書版 463.6//TA89//7006

分子生物学講義中継 / 井出利憲著. -- Part0 上巻 - Part3. -- 羊土社, 2002.5-2006.1. 3F開架新体系 464.1//I19//5948

RNAルネッサンス : 遺伝子新革命 / 田原総一朗, 中村義一著. -- 医薬経済社, 2006.6. 3F開架新体系 464.27//TA19//1600

辺境生物探訪記 : 生命の本質を求めて / 長沼毅, 藤崎慎吾著. -- 光文社, 2010.7. -- (光文社新書 ; 472). 4F新書版 465//N16//7005

乳酸菌とビフィズス菌のサイエンス / 日本乳酸菌学会編. -- 京都大学学術出版会, 2010.11. 3F開架新体系 465.8//N71//8124

バイオデータベースとウェブツールの手とり足とり活用法 : 遺伝子の配列・機能解析, タンパク質解析, プロテオミクス, 文献検索, 検索エンジン...etc. 真に役立つサイトを使い倒す! / 中村保一 [ほか] 編集. -- 改訂第2版. -- 羊土社, 2007.10. 3F開架新体系 L467.3//N37//5769

進化の存在証明 / リチャード・ドーキンス著 ; 垂水雄二訳. -- 早川書房, 2009.11.  3F開架新体系 467.5//D47//9317

絵でわかる人類の進化 / 斎藤成也編 ; 海部陽介, 米田穣, 隅山健太著. -- 講談社, 2009.12. -- (絵でわかるシリーズ). 3F開架新体系 469.2//SA25//5765

動物の生存戦略 : 行動から探る生き物の不思議 / 長谷川眞理子著. -- 左右社, 2009.3. -- (放送大学叢書 ; 002). 3F開架新体系 481.78//H36//0360

タゴガエル鳴く森に出かけよう! : トモミチ先生のフィールドノート / 小林朋道著. -- 技術評論社, 2010.6. -- (ThinkMap ; 005). 3F開架新体系 481.78//KO12//8989

ミミズの話 : 人類にとって重要な生きもの / エイミィ・ステュワート著 ; 今西康子訳. -- 飛鳥新社, 2010.8. 3F開架新体系 483.93//ST5//5037

アレックスと私 / アイリーン・M.ペパーバーグ著 ; 佐柳信男訳. -- 幻冬舎, 2010.12.  3F開架新体系 488.8//P39//9335

いちばんやさしい生理学の本 : 生きるしくみ / 當瀬規嗣著. -- 秀和システム, 2010.2.  3F開架新体系 491.3//TO71//3711

腸内フローラの構造と機能 / 森下芳行著. -- 普及版. -- 朝倉書店, 2008.10.  3F開架新体系 491.7//MO65//9535

地域保健スタッフのための「住民グループ」のつくり方・育て方 / 星旦二, 栗盛須雅子編集. -- 医学書院, 2010.10. 3F開架新体系 498.1//H92//7267

無窓 / 白井晟一著. -- 晶文社, 2010.9.  3F開架新体系 520.49//SH81//6193

Junya Ishigami : small images / 石上純也著. -- INAX出版, 2008.9. -- (現代建築家コンセプト・シリーズ ; 2). 3F開架新体系 520.87//I73//6872

mikan : architect's works file / みかんぐみ著. -- 1, 2. -- エクスナレッジ, 2007.1. 2 3F開架新体系 L520.87//MI21//7682

軍艦島全景 / オープロジェクト著. -- 三才ブックス, 2008.12. 3F開架新体系 L521.8//O69//4087

ペット・アーキテクチャー・ガイドブック / 東京工業大学建築学科塚本研究室, アトリエ・ワン著. -- ワールドフォトプレス, 2001.8. -- (ワールド・ムック ; 327 . Living spheres ; Vol. 2). 3F開架新体系 523.136//TO46//2976

最高の建築パースを描く方法 : Photoshop・GIMPの「スゴ技」を3日でマスター! / デジタルパースを考える会著. -- エクスナレッジ, 2009.5. -- (エクスナレッジムック). 3F開架新体系 525.18//D73//5041

みんなが知りたい超高層ビルの秘密 : クレーンは完成した建物からどう降ろす?どうして大きな地震がきても倒れないの? / 尾島俊雄, 小林昌一, 小林紳也著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2010.5. -- (サイエンス・アイ新書 ; SIS-162). 4F新書版 526.9//O35//6531

可笑しな家 : 世界中の奇妙な家・ふしぎな家60軒 / 黒崎敏, ビーチテラス編著. -- 二見書房, [2008.7]. 3F開架新体系 527//KU76//7003

NASAより宇宙に近い町工場 : 僕らのロケットが飛んだ / 植松努 [著]. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2009.11. 3F開架新体系 538.93//U41//4764

フェイスブック若き天才の野望 : 5億人をつなぐソーシャルネットワークはこう生まれた / デビッド・カークパトリック著 ; 滑川海彦, 高橋信夫訳. -- 日経BP社. 3F開架新体系 547.4833//KI53//9334

ブログ誕生 : 総表現社会を切り拓いてきた人々とメディア / スコット・ローゼンバーグ著 ; 井口耕二訳. -- NTT出版, 2010.12. 3F開架新体系 547.4833//R72//9314

現代の二都物語 : なぜシリコンバレーは復活し、ボストン・ルート128は沈んだか / アナリー・サクセニアン著 ; 山形浩生, 柏木亮二訳. -- 日経BP社. 3F開架新体系 549.09//SA98//8494

電子回路シミュレータLTspice入門編 : 素子数無制限!動作を忠実に再現! / 神崎康宏著. -- CQ出版, 2009.3. -- (ツール活用シリーズ). 3F開架新体系 549.3//KA59//8217

世界を動かすパワー半導体 : IGBTがなければ電車も自動車も動かない / IGBT図書企画編集委員会編著 ; 児玉浩憲本文著. -- 電気学会. 3F開架新体系 549.8//I23//4073

誰も語らなかった防衛産業 / 桜林美佐著. -- 並木書房, 2010.8.  3F開架新体系 559.09//SA46//9702

地産地消 : 豊かで活力のある地域経済への道標 / 下平尾勲, 伊東維年, 柳井雅也著. -- 日本評論社, 2009.10. 4F開架新体系 601.1//SH51//3737

フランチャイズ・ビジネス概論 / 白土健, 岸田弘著. -- 創成社, 2009.4.  4F開架新体系 673.32//SH81//6536
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