
学情センター２F企画展示

購入希望図書制度購入希望図書制度購入希望図書制度購入希望図書制度
展示期間：2012.6.4～6.16

*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 配置場所 請求記号

C言語ではじめる音のプログラミング : サウンドエフェクトの信号処理 / 青木直史著. -- オーム3F開架新体系 007.1//A53//0098

ウェブ炎上 : ネット群集の暴走と可能性 / 荻上チキ著. -- 筑摩書房, 2007.10. -- (ちくま新書 4F新書版 007.3//O25//1939

エンジニアとしての生き方 : IT技術者たちよ、世界へ出よう! / 中島聡著. -- インプレスジャパン3F開架新体系 007.35//N34//2309

Hadoop徹底入門 : オープンソース分散処理環境の構築 / 太田一樹 [ほか] 著. -- 翔泳社3F開架新体系 007.6//O81//0842

知の広場 : 図書館と自由 / アントネッラ・アンニョリ[著] ; 萱野有美訳. -- みすず書房, 20113F開架新体系 010.1//A19//1938

すべての人に知っておいてほしいデザイン・レイアウトの基本原則 / 大橋幸二 [ほか] 執筆3F開架新体系 021.49//SU11//5819

性格のパワー : 世界最先端の心理学研究でここまで解明された / 村上宣寛著. -- 日経BP3F開架新体系 141.93//MU43//4595

マインド・コントロールとは何か / 西田公昭著. -- 紀伊國屋書店, 1995.7. 3F開架新体系 145.4//N81//9310

仕事の思想 : なぜ我々は働くのか / 田坂広志著. -- PHP研究所, 2003.9. -- (PHP文庫).4F文庫版 159.4//TA92//5839

「気づく」技術 / おちまさと著. -- ダイヤモンド社, 2011.11. 3F開架新体系 159//O15//8540

完全教祖マニュアル / 架神恭介, 辰巳一世著. -- 筑摩書房, 2009.11. -- (ちくま新書 ; 8144F新書版 160.4//KA16//9309

ふしぎなキリスト教 / 橋爪大三郎, 大澤真幸著. -- 講談社, 2011.5. -- (講談社現代新書 4F新書版 190//H38//5095

天皇はなぜ万世一系なのか / 本郷和人著. -- 文藝春秋, 2010.11. -- (文春新書 ; 781). 4F新書版 210.04//H84//9211

家族史としての女院論 / 野村育世著. -- 校倉書房, 2006.4. -- (歴史科学叢書). 3F開架新体系 210.4//N95//8375

原爆は日本人には使っていいな / 岡井敏著. -- 早稲田出版, 2010.7. 3F開架新体系 210.75//O38//8810

図説魔女狩り / 黒川正剛著. -- 河出書房新社, 2011.3. -- (ふくろうの本). 3F開架新体系 230.5//KU74//2303

名前とは何か なぜ羽柴筑前守は筑前と関係がないのか / 小谷野敦著. -- 青土社, 2011. 3F開架新体系 288.1//KO97//6167

謎とき平清盛 / 本郷和人著. -- 文藝春秋, 2011.11. -- (文春新書 ; 835). 4F新書版 289//H84//9308

殉法判事山口良忠遺文 : 33年の生涯と餓死への行進 /宮村多樫編. -- オフィスワイワイ蜜書房3F開架新体系 289//MI78//4042

日本案内 : ロシア語ガイドテキスト / ロシア語通訳協会2005年増補改訂版編集班 [編]. -- 3F開架新体系 291.09//R89//4599

南極越冬隊タロジロの真実 / 北村泰一著. -- 小学館, 2007.3. -- (小学館文庫). 4F文庫版 297.9//KI68//6945

日本がもし100人の村だったら = If Japan were a village of 100 people / 池上彰著. -- マガジンハウス4F開架新体系 302.1//I33//9535

「イギリス社会」入門 : 日本人に伝えたい本当の英国 / コリン・ジョイス著 ; 森田浩之訳. -- 4F新書版 302.33//J85//4645

なぜ悪人を殺してはいけないのか : 反時代的考察 / 小谷野敦著. -- 新曜社, 2006.3. 4F開架新体系 304//KO97//0147

日本の恐ろしい真実 : 財政、年金、医療の破綻は防げるか? / 辛坊治郎著. -- 角川SSコミュニケーションズ4F開架新体系 304//SH46//5828

他人のカネで生きているアメリカ人に告ぐ : リバータリアン政治宣言 / ロン・ポール著 ; 佐藤研一朗訳4F開架新体系 312.53//P28//8808

天皇と日本のナショナリズム / 神保哲生 [ほか] 著. -- 春秋社, 2006.10. -- (神保・宮台[○4F開架新体系 313.61//J51//5355

決断できない日本 = The Japan that can't decide / ケビン・メア著. -- 文藝春秋, 2011.8. -- (4F新書版 319.1//MA29//5588

中国 : 隣りの大国とのつきあいかた / 神保哲生 [ほか] 著. -- 春秋社, 2007.6. -- (神保・宮台4F開架新体系 319.1022//J51//5356

ゲーム理論 / 武藤滋夫著. -- オーム社, 2011.6. -- (Tokyo tech be‐text). 4F開架新体系 331.19//MU93//4472

基礎から学ぶ動学マクロ経済学に必要な数学 / 中田真佐男著. -- 日本評論社, 2011.12.4F開架新体系 331//N43//7805

国際協力師になるために / 山本敏晴著. -- 白水社, 2007.6. 4F開架新体系 333.8//Y31//7519

国富論から幸福論へ : GDP成長を超えて暮らしの質を高める時代 / 福島清彦著. -- 税務経理協会4F開架新体系 333//F84//9532

なぜリーダーは「失敗」を認められないのか : 現実に向き合うための8の教訓 / リチャード・S4F開架新体系 335.13//TE14//3450

新連携時代の中小企業 / 日本中小企業学会編. -- 同友館, 2006.7. -- (日本中小企業学会論集 4F開架新体系 335.35//N71//1323

ブルー・オーシャン戦略 : 競争のない世界を創造する / W・チャン・キム, レネ・モボルニュ 4F開架新体系 336.1//KI31//3203

日本製造業の戦略 : テクノロジー・サービスがもたらすポスト・グーグル時代の新たな競争力 4F開架新体系 336.17//H13//9701

洗脳するマネジメント : 企業文化を操作せよ / ギデオン・クンダ著 ; 樫村志保訳. -- 日経BP4F開架新体系 336.3//KU41//3099

創発(はぐれ)人材をさがせ : イノベーションを興す / 村井啓一著. -- 日本経済新聞出版社4F開架新体系 336.4//MU41//9694

日本人ビジネスマン「見せかけの勤勉」の正体 : なぜ成果主義は失敗したか / 太田肇著. -- 4F開架新体系 336.4//O81//7800

上場企業監査人・監査報酬白書 / 監査人・監査報酬問題研究会編著. -- 2008年版 - 20114F開架新体系 336.97//KA59//5822

藩札の経済学 / 鹿野嘉昭著. -- 東洋経済新報社, 2011.3. 4F開架新体系 337.21//SH33//0845

フィナンシャルリスクマネジメント / ジョン・C・ハル著 ; 竹谷仁宏訳. -- ピアソン・エデュケーション4F開架新体系 338.01//H98//9213

株とギャンブルはどう違うのか : 資産価値の経済学 / 三土修平著. -- 筑摩書房, 2008.9. -- (4F新書版 338.155//MI63//4043

ゼロ金利との闘い : 日銀の金融政策を総括する / 植田和男著. -- 日本経済新聞社, 20054F開架新体系 338.3//U32//5354

思いやり格差が日本をダメにする : 支え合う社会をつくる8つのアプローチ / 稲場圭信著. -- 4F新書版 361.4//I51//0851

いじめと現代社会 : 「暴力と憎悪」から「自由ときずな」へ / 内藤朝雄著. -- 双風舎, 2007. 4F開架新体系 361.4//N29//1934

検証 : 東日本大震災の流言・デマ / 荻上チキ著. -- 光文社, 2011.5. -- (光文社新書 ; 5184F新書版 361.45//O25//5096

リトル・ピープルの時代 / 宇野常寛著. -- 幻冬舎, 2011.7. 4F開架新体系 361.5//U77//6117

労働法のキモが2時間でわかる本 / 石井孝治著. -- 日本実業出版社, 2007.11. 4F開架新体系 366.14//I75//6651

アスペルガー症候群・高機能自閉症の人のハローワーク : 能力を伸ばし最適の仕事を見つけるための4F開架新体系 366.28//G77//9533

不惑のフェミニズム / 上野千鶴子著. -- 岩波書店, 2011.5. -- (岩波現代文庫 ; 学術 ; 2514F文庫版 367.1//U45//3535

夏目漱石から読み解く「家族心理学」読論 / 亀口憲治著. -- 福村出版, 2011.9. 4F開架新体系 367.3//KA33//6938

3・11後の心を立て直す / 香山リカ著. -- KKベストセラーズ, 2011.7. -- (ベスト新書 ; 333 4F新書版 369.31//KA98//8951

いじめの直し方 / 内藤朝雄, 荻上チキ著. -- 朝日新聞出版, 2010.3. 4F開架新体系 371.42//N29//1749

選ばれる学校・選ばれない学校 : 公立小・中学校の学校選択制は今 / 嶺井正也, 中川登志男編著4F開架新体系 373.1//MI42//2306

三國清三シェフの味覚の授業 : KIDSシェフ / 本多由紀子編・著. -- 小学館, 2004.7. 4F開架新体系 375.52//H84//0965

総合の新しい授業アイディア50選 : 教科書を使いこなす! / 田村学著. -- 小学校編. -- ぎょうせい4F開架新体系 375//TA82//5825



書名 配置場所 請求記号

米国製エリートは本当にすごいのか? / 佐々木紀彦著. -- 東洋経済新報社, 2011.7. 4F開架新体系 377.253//SA75//5321

就活って何だ : 人事部長から学生へ / 森健著. -- 文藝春秋, 2009.9. -- (文春新書 ; 7154F新書版 377.9//MO45//9536

eラーニング白書 / 先進学習基盤協議会 (ALIC) 編著. -- 2001/2002年版 - 2008/2009年版4F開架新体系 379.7//N71//9316

拙者は食えん! : サムライ洋食事始 / 熊田忠雄著. -- 新潮社, 2011.4. 4F開架新体系 383.83//KU32//5316

現代葬儀考 : お葬式とお墓はだれのため? / 柿田睦夫著. -- 新日本出版社, 2006.10. 4F開架新体系 385.6//KA26//6654

今この世界を生きているあなたのためのサイエンス / リチャード・ムラー著 ; 二階堂行彦訳 3F開架新体系 404//MU29//1935

明日をどこまで計算できるか? : 「予測する科学」の歴史と可能性 / デイヴィッド・オレル著 ; 3F開架新体系 404//O71//9314

パソコンのやさしい使い方 : 科学論文がスラスラ書ける! : 図表・グラフ作成から統計解析, 3F開架新体系 407//MI96//6948

数学ガール / 結城浩著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2007.6. 3F開架新体系 410.4//Y97//1321

「渋滞」の先頭は何をしているのか? / 西成活裕著. -- 宝島社, 2009.6. -- (宝島社新書). 4F新書版 410//N85//8529

ヤバい統計学 / カイザー・ファング著 ; 矢羽野薫訳. -- 阪急コミュニケーションズ, 2011.3.3F開架新体系 417//F89//0967

みんなのためのノンパラメトリック回帰 / 竹澤邦夫著. -- 上, 下. -- POD版第3版. -- 吉岡書店3F開架新体系 417//TA69//9349

みんなのためのノンパラメトリック回帰 / 竹澤邦夫著. -- 上, 下. -- POD版第3版. -- 吉岡書店3F開架新体系 417//TA69//9350

恐竜再生 : ニワトリの卵に眠る、進化を巻き戻す「スイッチ」 / ジャック・ホーナー, ジェームズ3F開架新体系 457.87//H89//5088

ダイヤモンドの物性 / H. B. ノビコフ編 ; 藤田英一監訳 ; 細見暁, 久下修平共訳. -- オーム3F開架新体系 459.7//N97//5818

働かないアリに意義がある / 長谷川英祐著. -- メディアファクトリー, 2010.12. -- (メディアファクトリー4F新書版 481.71//H36//5093

医療系研究論文の読み方・まとめ方 : 論文のPECOから正しい統計的判断まで / 対馬栄輝著3F開架新体系 490.7//TS91//9697

実験動物としてのマウス・ラットの感染症対策と予防 / 日本実験動物学会, マウス・ラット感染症対策委員会編集3F開架新体系 490.769//N71//1776

Excelによる画像再構成入門 / 篠原広行, 坂口和也, 橋本雄幸著. -- 医療科学社, 2007.93F開架新体系 492.1//SH67//1971

ブリーフセラピーで切り抜ける対人トラブル即解決力 / 生田倫子著. -- 日総研出版, 20113F開架新体系 492.9014//I39//9218

がん生と死の謎に挑む / 立花隆, NHKスペシャル取材班著. -- 文藝春秋, 2010.12. 3F開架新体系 494.5//TA13//4598

食育実践ハンドブック : 明日の授業で生かせるアイディア70 / 篠田信司, 原美津子, 長島和子編3F開架新体系 498.5//SH66//3093

魔女の薬草箱 / 西村佑子著. -- 山と溪谷社, 2006.4. 3F開架新体系 499.87//N84//3267

世界を変えるデザイン : ものづくりには夢がある / シンシア・スミス編 ; 北村陽子訳. -- 英治出版3F開架新体系 504//SM5//6349

QC七つ道具 : やさしいQC手法演習 / 細谷克也著. -- 新JIS完全対応版. -- 日科技連出版社3F開架新体系 509.66//H95//0847

まちづくり市民事業 : 新しい公共による地域再生 / 佐藤滋編著 ; 白木里恵子 [ほか] 著. -- 3F開架新体系 518.8//SA85//6348

ジュゼッペ・テラーニ : 時代を駆けぬけた建築. -- 第2版. -- INAX出版, 1999.11. -- (INAX3F開架新体系 523.37//G47//3208

空間感 : sense of space / 杉本博司著. -- マガジンハウス, 2011.8. -- (Casa books). 3F開架新体系 526.7//SU38//5817

中村好文普通の住宅、普通の別荘 / 中村好文著 ; 雨宮秀也写真. -- TOTO出版, 2010.3F開架新体系 527//N37//5594

中国次世代自動車市場への参入戦略 : 現地発イノベーションの最前線 / 周磊著 ; 日経Automotive Technology3F開架新体系 537.09//SH99//0099

原発のウソ / 小出裕章著. -- 扶桑社, 2011.6. -- (扶桑社新書 ; 094). 4F新書版 543.5//KO29//5090

できるホームページHTML&CSS入門 : Windows 7/Vista/XP対応 / 佐藤和人, できるシリーズ3F開架新体系 547.4833//SA85//5821

インターネット&Webの必須常識100 / WebSig24/7著. -- ワークスコーポレーション, 2009.103F開架新体系 547.4833//W52//5820

ウイスキーは日本の酒である / 輿水精一著. -- 新潮社, 2011.8. -- (新潮新書 ; 431). 4F新書版 588.57//KO86//6627

博覧の世紀 : 消費/ナショナリティ/メディア / 福間良明, 難波功士, 谷本奈穂編著. -- 梓出版社4F開架新体系 606.91//F77//7518

日本は世界5位の農業大国 : 大嘘だらけの食料自給率 / 浅川芳裕 [著]. -- 講談社, 20104F新書版 611.021//A84//2585

海は誰のものか : 東日本大震災と水産業の新生プラン / 小松正之著. -- マガジンランド, 4F開架新体系 661.1//KO61//6652

コンビニがなくなる日 : どうなる?流通最終戦争 / 平野和之著. -- 主婦の友社, 2011.4. -- (4F新書版 673.86//H66//5094

最新葬儀業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 4F開架新体系 673.93//KI22//6939

成功するキャラクターデザインの法則 / 山下和彦取材・文. -- パイインターナショナル, 20104F開架新体系 674.3//Y44//2919

メッシュ : すべてのビジネスは「シェア」になる / リサ・ガンスキー著 ; 実川元子訳. -- 徳間書店4F開架新体系 675//G19//5089

マーケティング22の法則 : 売れるもマーケ当たるもマーケ / アル・ライズ, ジャック・トラウト共著 4F開架新体系 675//R38//3451

生きている文化遺産と観光 : 住民によるリビングヘリテージの継承 / 藤木庸介編著. -- 学芸出版社4F開架新体系 689//F59//4474

芸術闘争論 / 村上隆著. -- 幻冬舎, 2010.11. 3F開架新体系 704//MU43//2897

現代アートビジネス / 小山登美夫著. -- アスキー・メディアワークス. -- (アスキー新書 ; 0614F新書版 706.7//KO97//8817

彼らが写真を手にした切実さを : 《日本写真》の50年 / 大竹昭子著. -- 平凡社, 2011.6. 3F開架新体系 740.21//O82//6707

クラシック音楽マネジメント : 音楽の感動を届ける仕事 / 木杳舎構成・執筆. -- ヤマハミュージックメディア3F開架新体系 760.69//MO21//3213

音楽ビジネス仕組みのすべて : 音楽ビジネスの本場、アメリカを理解すれば日本が見えてくる3F開架新体系 760.9//Y96//3452

指揮者という仕事 / シャルル・ミュンシュ著 ; 福田達夫訳. -- : 新装版. -- 春秋社, 2008.93F開架新体系 761.9//MU32//3197

走らないランニング・トレーニング : you don't have to run so hard! / 青山剛著. -- 毎日コミュニケーションズ3F開架新体系 782//A58//9531

魚偏漢字の話 / 加納喜光著. -- 中央公論新社, 2011.5. -- (中公文庫 ; [か-77-1]). 4F文庫版 821.2//KA58//3549

カラー版ロシア語が面白いほど身につく本 / 中野久夫, オレグ・ヴィソーチン著. -- 中経出版3F開架新体系 880//N39//4597

嵐が丘 / E.ブロンテ著 ; 小野寺健訳. -- 上, 下. -- 光文社, 2010.1-2010.3. -- (光文社古典新訳文庫 4F文庫版 933.6//B75//6665

嵐が丘 / E.ブロンテ著 ; 小野寺健訳. -- 上, 下. -- 光文社, 2010.1-2010.3. -- (光文社古典新訳文庫 4F文庫版 933.6//B75//7464

どの教科でもできる学級担任のための食育の授業 / 藤本勇二著. -- ひまわり社, 2009.7. 4F開架新体系 L374.97//F62//5824


