
学情センター２F企画展示

展示期間：2012.12.18から2013.1.12

学生選書学生選書学生選書学生選書
２Ｆ企画展示終了後は、３Ｆ学生選書コーナーに配架されます

書名 請求記号 巻号次
系統樹曼荼羅 : チェイン・ツリー・ネットワーク = Phylogeny mandala : chain, tree, and network / 三中信宏文 ;
杉山久仁彦図版. -- NTT出版, 2012.11.

002.7//MI36//9978

ユビキタステクノロジーのすべて : クルマ・ケータイ・IP電話・RFID・Web2.0等を支える / 荻野司, 井上博之編 ;
IRIユビテック・ユビキタス研究所著. -- エヌ・ティー・エス, 2007.2.

007.3//O25//0102

ハッカーの手口 : ソーシャルからサイバー攻撃まで / 岡嶋裕史著. -- PHP研究所, 2012.11. -- (PHP新書 ; 007.3//O39//9945
マスタースイッチ : 「正しい独裁者」を模索するアメリカ / ティム・ウー著 ; 斎藤栄一郎訳. -- 飛鳥新社, 2012.8. 007.35//W96//0062
Being Geek : ギークであり続けるためのキャリア戦略 / Michael Lopp著 ; 夏目大訳. -- オライリー・ジャパン. 007.6//L88//0077
ソーシャル・エンジニアリング : 最大の弱点"人間"をハッカーの魔の手から守るには / クリストファー・ハドナ
ジー著 ; 成田光彰訳. -- 日経BP社.

007.609//H11//0076

Cの絵本 : C言語が好きになる9つの扉 / アンク著. -- 翔泳社, 2002.3. 007.64//A49//0010
ワンクリック : ジェフ・ベゾス率いるAmazonの隆盛 / リチャード・ブラント著 ; 井口耕二訳. -- 日経BP社. 024.067//B71//0050
プラグマティズムの作法 / 藤井聡著. -- 技術評論社, 2012.5. -- (Art of living生きる技術!叢書). 113.6//F57//9985
「文化」の思想 : 現代日本の位置から / 西欣也著. -- 春風社, 2012.9. 118//N81//9956
やまと言葉で哲学する : 「おのずから」と「みずから」のあわいで / 竹内整一著. -- 春秋社, 2012.10. 121.04//TA67//0003
ウィトゲンシュタインの生涯と哲学 / 黒崎宏著. -- 新装版. -- 勁草書房, 1984.11. 134.97//KU76//9970 新装版
現れる存在 : 脳と身体と世界の再統合 / アンディ・クラーク著 ; 池上高志, 森本元太郎監訳. -- NTT出版, 141.51//C76//9974
芸術カウンセリング / 近喰ふじ子著. -- 駿河台出版社, 2002.5. -- (21世紀カウンセリング叢書). 146.8//KO75//0002
芸術と心理療法 : 創造と実演から表現アートセラピーへ / ショーン・マクニフ著 ; 小野京子訳. -- 誠信書房, 146.8//MA23//9995
新しい芸術療法の流れクリエイティブ・アーツセラピー / 関則雄編. -- フィルムアート社, 2008.1. 146.8//SE24//9994
『古事記』と壬申の乱 / 関裕二著. -- PHP研究所, 2012.3. -- (PHP新書 ; 791). 210.3//SE24//9946
古事記及び日本書紀の研究 : 建国の事情と万世一系の思想 / 津田左右吉著. -- 毎日ワンズ, 2012.8. 210.3//TS34//9959
教科書では学べない世界史のディープな人々 / 鶴岡聡著. -- 中経出版, 2012.8. 280.4//TS86//0066
誰も知らなかったココ・シャネル / ハル・ヴォーン著 ; 赤根洋子訳. -- 文藝春秋, 2012.8. 289//V46//0060
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, 2012.10. -- (文春文庫 ; [ま- 302.53//MA19//0071
メディアを語る / 東浩紀編著 ; 川上量生 [ほか] 著. -- コンテクチュアズ, 2012.3. -- (別冊思想地図β . ニコ
生対談本シリーズ ; 2).

304//A99//9954

震災から語る / 東浩紀編著 ; 和合亮一 [ほか] 著. -- コンテクチュアズ, 2012.1. -- (別冊思想地図β . ニコ
生対談本シリーズ ; 1).

304//A99//9955

専門家の予測はサルにも劣る / ダン・ガードナー著 ; 川添節子訳. -- 飛鳥新社, 2012.5. 304//G22//0067
ローマ法王に米を食べさせた男 : 過疎の村を救ったスーパー公務員は何をしたか? / 高野誠鮮著. -- 講談 318.6//TA47//9987
住みよい街ベスト50 : 都市工学の専門家が推奨する / brain.net編著. -- 心交社, 2009.10. -- (Shinkosha
selection . 日本を識る).

318.7//B71//0121

Economics : an A-Z guide / Matthew Bishop. -- Profile, c2009. -- (The Economist books). 330.3//B47//9989
オークション理論とデザイン / ポール・ミルグロム著 ; 計盛英一郎, 馬場弓子訳. -- 東洋経済新報社, 331.19//MI26//9979
ヤル気の科学 : 行動経済学が教える成功の秘訣 / イアン・エアーズ著 ; 山形浩生訳. -- 文藝春秋, 2012.10. 331//A98//0059
Economics : making sense of the modern economy / edited by Saugato Datta. -- : pbk. -- 3rd ed. -- Profile,
c2011. -- (The Economist).

331//E19//9988 : pbk

海外インフラ整備プロジェクトの形成 = Guideline for infrastructure development projects in developing
countries / 藤野陽三 [ほか] 共著. -- 鹿島出版会, 2011.1.

333.8//F64//0111

200年企業 / 日本経済新聞社編. -- 日本経済新聞出版社, 2010.1. -- (日経ビジネス人文庫 ; 527). 335.21//N71//9947
200年企業 / 日本経済新聞社編. -- 2. -- 日本経済新聞出版社, 2012.11. -- (日経ビジネス人文庫). 335.21//N71//9948 2
リバース・イノベーション : 新興国の名もない企業が世界市場を支配するとき / ビジャイ・ゴビンダラジャン, クリ
ス・トリンブル著 ; 渡部典子訳. -- ダイヤモンド社, 2012.9.

335.5//G74//9999

企業経済学 / 小田切宏之著. -- 第2版. -- 東洋経済新報社, 2010.4. -- (プログレッシブ経済学シリーズ). 335//O17//9997
新しい市場のつくりかた : 明日のための「余談の多い」経営学 / 三宅秀道著. -- 東洋経済新報社, 2012.10. 336.1//MI76//0061
オープン・サービス・イノベーション : 生活者視点から、成長と競争力のあるビジネスを創造する / ヘンリー・
チェスブロウ著 ; 博報堂大学ヒューマンセンタード・オープンイノベーションラボ監修・監訳. -- 阪急コミュニ

336.17//C39//9998

コーポレートファイナンスの原理 / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey F. Jaffe著 ; 大野薫訳. -
- 金融財政事情研究会.

336.8//R73//9996

デリバティブのすべて / 田渕直也著. -- 日本実業出版社, 2012.3. -- (入門実践金融). 338.1//TA12//9992
投資取引訴訟の理論と実務 / 今川嘉文著. -- 中央経済社, 2011.6. 338.16//I42//9993
The ascent of money : a financial history of the world / Niall Ferguson. -- : pbk. -- Penguin, 2009. --
(Penguin books . History).

338.2//F21//9944 : pbk

世界の富の99%はハプスブルク家と英国王室が握っている / 真田幸光著. -- 宝島社, 2012.3. -- (宝島社新 338.9//SA61//0116
アセットマネジメント導入への挑戦 / 土木学会編. -- 技報堂出版, 2005.11. 343.7//D81//0100
若者を殺すのは誰か? / 城繁幸著. -- 扶桑社, 2012.11. -- (扶桑社新書 ; 127). 364.1//J56//0115
メイドと執事の文化誌 : 英国家事使用人たちの日常 : 図説 / シャーン・エヴァンズ著 ; 村上リコ訳. -- 原書房,
2012.10.

366.8//E88//0086

おいしい話に、のってみた : “問題商法"潜入ルポ / 多田文明著. -- 扶桑社, 2012.9. 368.6//TA16//0051
視覚障害学入門 / 佐藤泰正編. -- 補訂. -- 学芸図書, 1999.11. 378.1//SA85//0112
独学術 / 白取春彦 [著]. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2012.9. -- (ディスカヴァー携書 ; 088). 379.7//SH86//0117
職業としてのAV女優 / 中村淳彦著. -- 幻冬舎, 2012.5. -- (幻冬舎新書 ; 263 ; [な-12-1]). 384.7//N37//0070
野生の科学 / 中沢新一著. -- 講談社, 2012.8. 389//N46//9961
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書名 請求記号 巻号次
現代人のための統合科学 : ビッグバンから生物多様性まで = Integrated science for students of today : from
the Big Bang to biological diversity / 小笠原正明 [ほか] 編著. -- 筑波大学出版会.

400//O22//9976

サイエンス・インポッシブル : SF世界は実現可能か / ミチオ・カク著 ; 斉藤隆央訳. -- 日本放送出版協会, 404//KA28//0056
感じる科学 / さくら剛著. -- サンクチュアリ出版, 2011.12. 404//SA46//0058
スバラシク実力がつくと評判の大学基礎数学キャンパス・ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽に
取れる! / 馬場敬之, 高杉豊著. -- マセマ出版社, [2008.2].

410//B12//0021

親子で学ぶ数学図鑑 : 基礎からわかるビジュアルガイド / キャロル・ヴォーダマン著 ; 渡辺滋人訳. -- 創元社, 410//V91//0007
スバラシク実力がつくと評判の演習線形代数キャンパス・ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽に
取れる! / 馬場敬之, 高杉豊著. -- マセマ出版社, [2007.9].

411.3//B12//0013

スバラシク実力がつくと評判の線形代数キャンパス・ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽に取れ
る! / 馬場敬之著. -- 改訂1. -- マセマ出版社, [2012.7].

411.3//B12//0028

スバラシク実力がつくと評判の演習微分積分キャンパス・ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽に
取れる! / 馬場敬之, 高杉豊著. -- マセマ出版社, [2008.3].

413.3//B12//0012

スバラシク実力がつくと評判の微分積分キャンパス・ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽に取れ
る! / 馬場敬之, 高杉豊 [著]. -- マセマ出版社, [2003.4].

413.3//B12//0027

スバラシク実力がつくと評判の複素関数キャンパス・ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽に取れ
る! / 馬場敬之, 高杉豊著. -- マセマ出版社, 2006.7.

413.52//B12//0026

スバラシク実力がつくと評判のラプラス変換キャンパス・ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽に取
れる! / 馬場敬之, 高杉豊著. -- マセマ出版社, [2008.12].

413.56//B12//0020

スバラシク実力がつくと評判のフーリエ解析キャンパス・ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽に取
れる! / 馬場敬之, 高杉豊著. -- 改訂1. -- マセマ出版社, [2012.6].

413.59//B12//0017

スバラシク実力がつくと評判の常微分方程式キャンパス・ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽に
取れる! / 馬場敬之, 久池井茂著. -- マセマ出版社, [2010.5].

413.62//B12//0019

スバラシク実力がつくと評判の偏微分方程式キャンパス・ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽に
取れる! / 馬場敬之, 高杉豊著. -- マセマ出版社, [2009.10].

413.63//B12//0022

スバラシク実力がつくと評判のベクトル解析キャンパス・ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!単位なんて楽に取
れる! / 馬場敬之, 高杉豊著. -- マセマ出版社, [2007.6].

414.7//B12//0025

四次元が見えるようになる本 / 根上生也著. -- 日本評論社, 2012.9. 415.2//N62//0081
ランダム : 数学における偶然と秩序 / エドワード・ベルトラミ著 ; 好田順治, 今井幹晴訳. -- 青土社, 2002.6. 417.1//B33//0055
スバラシク実力がつくと評判の演習統計学キャンパス・ゼミ / 高杉豊, 馬場敬之著. -- マセマ出版社, 2011.9. 417//TA54//0014
スバラシク実力がつくと評判の統計力学キャンパス・ゼミ : 大学の物理がこんなに分かる!単位なんて楽に取れ
る! / 馬場敬之, 高杉豊著. -- マセマ出版社, [2011.1].

421.4//B12//0024

フラクタル・カオス・パワー則 : はてなし世界からの覚え書 / マンフレッド・シュレーダー著 ; 竹迫一雄訳. --
POD版. -- 森北出版, 2010.11.

421.4//SC7//9967

フラクタル / 高安秀樹著. -- : 新装版. -- 朝倉書店, 2010.3. 421.4//TA57//9984 : 新装版
スバラシク実力がつくと評判の解析力学キャンパス・ゼミ : 大学の物理がこんなに分かる!単位なんて楽に取れ
る! / 馬場敬之著. -- マセマ出版社, [2010.7].

423.35//B12//0018

トコトンやさしい流体力学の本 / 久保田浪之介著. -- 日刊工業新聞社, 2007.9. -- (B&Tブックス . 今日からモ
ノ知りシリーズ).

423.8//KU14//0040

スバラシク実力がつくと評判の演習力学キャンパス・ゼミ / 馬場敬之, 高杉豊著. -- マセマ出版社, [2008.10]. 423//B12//0015
スバラシク実力がつくと評判の力学キャンパス・ゼミ : 大学の物理がこんなに分かる!単位なんて楽に取れる! /
馬場敬之著, 高杉豊著. -- 改訂1. -- マセマ出版社, [2012.5].

423//B12//0030

スバラシク実力がつくと評判の熱力学キャンパス・ゼミ : 大学の物理がこんなに分かる!単位なんて楽に取れる!
/ 馬場敬之, 高杉豊著. -- マセマ出版社, [2008.8].

426.5//B12//0029

トコトンやさしい熱力学の本 / 久保田浪之介著. -- 日刊工業新聞社, 2010.9. -- (B&Tブックス . 今日からモノ
知りシリーズ).

426.5//KU14//0042

スバラシク実力がつくと評判の演習熱力学キャンパス・ゼミ / 高杉豊, 馬場敬之著. -- マセマ出版社, 426.5//TA54//0016
スバラシク実力がつくと評判の電磁気学キャンパス・ゼミ : 大学の物理がこんなに分かる!単位なんて楽に取れ
る! / 馬場敬之, 高杉豊著. -- 改訂1. -- マセマ出版社, [2011.3].

427//B12//0023

物質の電子状態 / R.M.マーチン著 ; 寺倉清之, 寺倉郁子, 善甫康成訳. -- 上, 下. -- 丸善出版, 2012.1-
2012.11. -- (Springer university textbooks).

428.4//MA53//0048 上

物質の電子状態 / R.M.マーチン著 ; 寺倉清之, 寺倉郁子, 善甫康成訳. -- 上, 下. -- 丸善出版, 2012.1-
2012.11. -- (Springer university textbooks).

428.4//MA53//0049 下

電子物性 / 松澤剛雄, 高橋清, 斉藤幸喜共著. -- 新版. -- 森北出版, 2010.2. 428.4//MA93//0047
よくある質問NMRスペクトルの読み方 / 福士江里著 ; 講談社サイエンティフィク編集. -- 講談社, 2009.2. --
(よくある質問シリーズ).

433.57//F83//0032

よくある質問NMRの基本 / 竹内敬人, 加藤敏代著 ; 講談社サイエンティフィク編集. -- 講談社, 2012.4. -- (よ
くある質問シリーズ).

433.57//TA67//0031

よくわかる最新分析化学の基本と仕組み : 基礎から学ぶ分析化学の現場とノウハウ : 分析の常識 / 津村ゆか
り著. -- 秀和システム, 2009.4. -- (How-nual図解入門).

433//TS74//0078

数学で生命の謎を解く / イアン・スチュアート著 ; 水谷淳訳. -- ソフトバンククリエイティブ, 2012.9. 461.9//ST5//9991
細菌が世界を支配する : バクテリアは敵か?味方か? / アン・マクズラック著 ; 西田美緒子訳. -- 白揚社, 465.8//MA24//0052
快感回路 : なぜ気持ちいいのかなぜやめられないのか / デイヴィッド・J・リンデン著 ; 岩坂彰訳. -- 河出書房
新社, 2012.1.

491.371//L63//0053

精神科は今日も、やりたい放題 : "やくざ医者"の、過激ながらも大切な話 / 内海聡著. -- 三五館, 2012.4. 493.7//U96//0108
がん、放射能から守る!ミドリムシとフコイダン : サバイバル時代を生き抜く次世代食品 / 金子はな子著 ; 星野泰
三監修. -- 木楽舎, 2012.5.

498.3//KA53//0080

図説死因百科 / マイケル・ラルゴ著. -- 紀伊國屋書店, 2012.7. 498//L32//0075
ものが生まれる産地ものを輝かせるデザイン : ある公設試験場指導員の80→90年代奮闘記 / 影山和則著. --
ラトルズ, 2012.9.

501.83//KA18//0093

Senseware : Tokyo Fiber : Japan creation support exhibition / ジャパン・クリエーション実行委員会編. -- '07,
'09. -- 朝日新聞社, 2007.8-.

501.83//SE73//0079 '09

技術コンサルティングハンドブック / 日本技術士会プロジェクトチーム技術図書刊行会編. -- オーム社, 503.6//N71//0101
メイカーズ : 21世紀の産業革命が始まる / クリス・アンダーソン著 ; 関美和訳. -- NHK出版, 2012.10. 509.5//A46//0094
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書名 請求記号 巻号次
インフラコンサルタント物語 : 土木技術者として生きた50年 / 清野茂次著. -- 日刊建設通信新聞社, 2008.5. 510.9//SE19//0109
建設業者 / 建築知識編集部編著. -- エクスナレッジ, 2012.9. 510.95//KE41//0118
バリアフリーと地下空間 / 後藤惠之輔, 森正著. -- 電気書院, 2007.8. 518.83//G72//0103
建築家へのABC : ハウ・トゥー・アーキテクト / ダグ・パット著 ; 矢代眞己訳. -- 鹿島出版会, 2012.8. 520//P27//0069
トコトンやさしい旋盤の本 / 澤武一著. -- 日刊工業新聞社, 2012.9. -- (B&Tブックス . 今日からモノ知りシリー 532.1//SA93//0039
トコトンやさしい工作機械の本 / 清水伸二 [ほか] 著. -- 日刊工業新聞社, 2011.10. -- (B&Tブックス . 今日か
らモノ知りシリーズ).

532//SH49//0043

はじめての人のための電気回路がよくわかる本 : 電気回路の基本と役割を図解する! : 回路の不思議 / 宮崎
誠一著. -- 秀和システム, 2009.11. -- (How-nual図解入門).

541.1//MI88//0035

テスターの使い方がよくわかる本 : 基礎入門 / 大矢隆生著. -- 技術評論社, 2009.8. 541.53//O94//0046
トコトンやさしいプリント配線板の本 / 高木清著. -- 日刊工業新聞社, 2012.6. -- (B&Tブックス . 今日からモノ
知りシリーズ).

547.36//TA29//0045

Ajaxデザインパターン : ユーザビリティと開発効率の向上のために / Michael Mahemoff著 ; 牧野聡訳. -- オラ
イリー・ジャパン. -- (Theory in practice).

547.48..//MA29//9965

Ajaxの基本と実践 : システム開発に役立つ知識とテクニック / 松塚貴英著. -- 日経BP社. 547.4833//MA88//9973
サーバサイドAjax入門 : Java/PHP/ASP.NET連携でAjaxプログラミングを極める! / 山田祥寛著. -- 翔泳社, 547.4833//Y19//9964
図解これでわかったGPS : ユビキタス情報通信時代の位置情報 / ITS情報通信システム推進会議編. -- 第2
版. -- 森北出版, 2005.1.

547.66//I91//0110

モバイルGPSナビゲーションブック / 野村弘明著. -- ピーワーク. 547.66//N95//0104
ICタグビジネス : 実践手法と新分野への適用 / 井熊均著. -- 東洋経済新報社, 2004.7. 548.232//I38//0105
RFID+ICタグシステム導入・構築標準講座 : ICタグ技術の適用によるITシステム開発全フェーズの解説 / 西村
泰洋著. -- 翔泳社, 2006.11.

548.232//N84//0097

AR拡張現実で何が変わるのか? / 川田十夢, 佐々木博著 ; ソーシャルメディア・セミナー編. -- 技術評論社,
2010.12. -- (PCポケットカルチャー . ソーシャルメディア・セミナー ; 1).

548//KA92//0120

AR入門 : 身近になった拡張現実 / 佐野彰著. -- 工学社, 2010.11. -- (I/O books). 548//SA66//0119
はじめての人のための電子回路がよくわかる本 : 電子回路の基本と役割を図解する! : 回路の主眼点 / 宮崎
誠一著. -- 秀和システム, 2011.1. -- (How-nual図解入門).

549.3//MI88//0034

トコトンやさしいトランジスタの本 / 谷腰欣司著. -- 日刊工業新聞社, 2008.11. -- (B&Tブックス . 今日からモノ
知りシリーズ).

549.6//TA88//0044

よくわかる最新LED照明の基本と仕組み : 電球形、直管形、スポットライト形、ライン照明… : LED照明の最新
技術 / 中島竜興, 福多佳子著. -- 第2版. -- 秀和システム, 2012.11. -- (How-nual図解入門).

549.81//N34//0033

トコトンやさしい電子部品の本 / 谷腰欣司著. -- 日刊工業新聞社, 2011.8. -- (B&Tブックス . 今日からモノ知
りシリーズ).

549//TA88//0041

目で見てわかるはんだ付け作業 / 野瀬昌治著. -- [正], 鉛フリーはんだ編. -- 日刊工業新聞社, 2009-2011.
-- (Visual books).

566.68//N97//0036 [正]

目で見てわかるはんだ付け作業 / 野瀬昌治著. -- [正], 鉛フリーはんだ編. -- 日刊工業新聞社, 2009-2011.
-- (Visual books).

566.68//N97//0037
鉛フリー
はんだ編

トコトンやさしい炭素繊維の本 / 平松徹編著. -- 日刊工業新聞社, 2012.7. -- (B&Tブックス . 今日からモノ知
りシリーズ).

578.5//H65//0038

マダム・ルロワの愛からワイン : ブルゴーニュ土の味・風の香り / 星谷とよみ著. -- 文園社, 1998.8. 588.55//H92//0089
ロスチャイルド家と最高のワイン : 名門金融一族の権力、富、歴史 / ヨアヒム・クルツ著 ; 瀬野文教訳. -- 日本
経済新聞出版社, 2007.12.

588.55//KU79//0054

ワインの世界史 : 海を渡ったワインの秘密 / ジャン=ロベール・ピット著 ; 幸田礼雅訳. -- 原書房, 2012.2. 588.55//P69//0088
テロワールとワインの造り手たち : ヴィニュロンが語るワインへの愛 / ジャッキー・リゴー編著 ; 野澤玲子訳. --
作品社, 2010.7.

588.55//R39//0063

ワインビジネス : ブドウ畑から食卓までつなぐグローバル戦略 / リズ・サッチ, ティム・マッツ編 ; 横塚弘毅 [ほ
か] 監訳. -- 昭和堂, 2010.12.

588.55//TH1//0087

ウイスキー・ドリーム : アイラ島のシングルモルトに賭けた男たち / スチュアート・リヴァンス著 ; 北代美和子訳. -
- 白水社, 2011.2.

588.57//R49//0065

はじめての木工 : 誰でも作れる!簡単木工入門. -- 新版. -- 学研パブリッシング. -- (Gakken mook ; DIY 592.7//H16//0006
手づくり木工大図鑑 / 田中一幸, 山中晴夫監修. -- 講談社, 2008.3. 592.7//TA84//0004
定食と文学 / 今柊二著. -- 本の雑誌社, 2010.11. 596.04//KO71//0091
パンづくりの科学 : パンのなぜ?に答える / 吉野精一著. -- 誠文堂新光社, 2012.9. 596.63//Y92//0057
日本全国ご当地スーパー掘り出しの逸品 / 菅原佳己著. -- 講談社, 2012.11. 596//SU28//0072
123人の家 = Actus staff 123 homes / Masanori Araki ed. -- アクタス. 597//A15//0011
イラストだから簡単!なんでも自分で修理する本 / 片桐雅量著. -- 保存版. -- 洋泉社, 2008.4. 597//KA81//0008
36歳、名門料理学校に飛び込む! : リストラされた彼女の決断 / キャスリーン・フリン著 ; 野沢佳織訳. -- 柏書
房, 2012.10.

673.97//F33//0064

天才シェフ危機一髪 : 世界一流レストランの舞台裏で起きた40の本当のお話 / キンバリー・ウィザースプーン,
アンドリュー・フリードマン編 ; 実川元子, 松野泰子訳. -- 日経BP社.

673.97//W79//0083

表現の技術 : グッとくる映像にはルールがある / 高崎卓馬著. -- 電通. 674.6//TA52//0090
交通シミュレーション活用のススメ / 交通工学研究会編. -- 交通工学研究会. 680//KO94//0122
交通のビジネスモデルと戦略 / 澤喜司郎著. -- 成山堂書店, 2011.12. -- (交通論おもしろゼミナール ; 7). 680//SA93//0099
関西交通経済ポケットブック / 運輸省近畿運輸局 [ほか] 監修. -- 1981年版 - 2011年版. -- 関西交通経済
研究センター, 1981.1-.

682.16//KA59//9968
2011年
版

鉄道は生き残れるか : 「鉄道復権」の幻想 / 福井義高著. -- 中央経済社, 2012.8. 686.1//F76//9986
アジアの鉄道の謎と不思議 / 小牟田哲彦著. -- 東京堂出版, 2005.7. 686.22//KO69//0114
世界の路面電車 / ピーピーエス通信社, 三浦一幹写真. -- ピエ・ブックス, 2011.4. 686.9//SE22//0113
観光振興論 : 観光協力等の実践を踏まえて / 新井佼一著. -- 国際観光サービスセンター, 2008.9. 689.1//A62//9983
新しい観光の時代 : 観光政策・温泉・ニューツーリズム幻想 / 吉田春生著. -- 原書房, 2010.3. 689.1//Y86//9982

観光白書 / 国土交通省観光庁編. -- 平成22年版, 平成24年版. -- コンパクト版. -- 日経印刷, 2010.7-. 689.21//KA56//9969
平成24
年版

観光ビジネス未来白書 : 統計に見る実態・分析から見える未来戦略 / 加藤弘治編著. -- [2009年版] - 2012
年版. -- 同友館, 2009.5-.

689.21//KA86//9963
2012年
版
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書名 請求記号 巻号次
観光という「商品」の生産 : 日本～ベトナム旅行会社のエスノグラフィ / 鈴木涼太郎著. -- 勉誠出版, 2010.3. 689.6//SU96//9981
観光の思想と理論 / 大橋昭一著. -- 文眞堂, 2010.6. 689//O28//9977
アート・ヒステリー : なんでもかんでもアートな国・ニッポン / 大野左紀子著. -- 河出書房新社, 2012.9. 704//O67//0092
巨匠に教わる絵画の見かた / 視覚デザイン研究所編. -- 視覚デザイン研究所, 1996.10. 720.79//SH33//0074
巨匠に学ぶ構図の基本 / 内田広由紀著. -- 視覚デザイン研究所, 2009.2. 720.79//U14//0073
巨匠に学ぶ配色の基本 / 内田広由紀著. -- 視覚デザイン研究所, 2009.2. 720.79//U14//0084
ヘンな日本美術史 / 山口晃著. -- 祥伝社, 2012.11. 721.02//Y24//0082
フェルメール光の王国 / 福岡伸一著. -- 木楽舎, 2011.8. -- (翼の王国books). 723.359//F82//9942
フェルメール巡礼 / 朽木ゆり子, 前橋重二著. -- 新潮社, 2011.11. -- (とんぼの本). 723.359//KU15//9943
週末木工術 / 成美堂出版編集部編. -- 成美堂出版, 2009.4. 754.3//SE17//0009
倍音 : 音・ことば・身体の文化誌 / 中村明一著. -- 春秋社, 2010.10. 761.12//N37//9957
音楽界戦後50年の歩み : 事件史と音楽家列伝 / 中曽根松衛編著. -- 芸術現代社, 2001.10. 762.1//N42//9960
ショパンの響き / ジャン=ジャック・エーゲルディンゲル著 ; 小坂裕子監訳 ; 小坂裕子, 西久美子訳. -- 音楽之
友社, 2007.8.

762.349//E37//9938

フランス音楽史 / ノルベール・デュフルク [著] ; 遠山一行, 平島正郎, 戸口幸策訳. -- 新装復刊. -- 白水社, 762.35//D95//9971
ストラディヴァリウス : 5挺のヴァイオリンと1挺のチェロと天才の物語 / トビー・フェイバー著 ; 中島伸子訳. -- 白
揚社, 2008.11.

763.42//F11//9941

楽都ウィーンの光と陰 : 比類なきオーケストラのたどった道 / 岡田暁生著. -- 小学館, 2012.2. 764.3//O38//9940
オーケストラは未来をつくる : マイケル・ティルソン・トーマスとサンフランシスコ交響楽団の挑戦 / 潮博恵著. --
アルテスパブリッシング, 2012.10.

764.3//U94//9990

近代演劇の水脈 : 歌舞伎と新劇の間 / 神山彰著. -- 森話社, 2009.5. 772.1//KA39//9975
アメリカスポーツと社会 : 批判的洞察 / ジョージ・H・セージ著 ; 深澤宏訳. -- 不昧堂出版, 1997.4. 780.253//SA16//9952
アメリカ・スポーツビジネスに学ぶ経営戦略 / デビッド・カーター, ダレン・ロベル原著 ; 原田宗彦訳. -- 大修館
書店, 2006.7.

780//C23//9962

スポーツ・マネジメント理論と実務 / 広瀬一郎編著. -- 東洋経済新報社, 2009.3. 780//H12//9951
実践スポーツビジネスマネジメント : 劇的に収益力を高めるターンアラウンド (事業再生) モデル / 小寺昇二著.
-- 日本経済新聞出版社, 2009.3.

780//KO93//9953

データで読む常識をくつがえす野球 / 小林信也著. -- 草思社, 2006.5. 783.7//KO12//9949
プロ野球「衝撃の昭和史」 / 二宮清純著. -- 文藝春秋, 2012.10. -- (文春新書 ; 881). 783.7//N76//9972
プロ野球を殺すのはだれだ / 豊田泰光著. -- ベースボール・マガジン社, 2009.3. -- (ベースボール・マガジ
ン社新書 ; 024).

783.7//TO83//9958

茶事・茶会の会話集 : 亭主の立場客の立場 / 三田富子著. -- 淡交社, 2006.6. 791.7//MI56//0106
言語哲学への新視角 : ウィトゲンシュタインはソシュールを読んだ! / 川崎誠著. -- 理想社, 2011.9. 801.01//KA97//9980
これなら覚えられる!タイ語単語帳 / 水野潔著. -- NHK出版, 2012.2. -- (CD BOOK). 829.36//MI96//0098
史上最強のフランス語のEメール&チャット表現事典 / パトリス・ルロワ著. -- ナツメ社, 2011.3. 856.6//L56//0085
古事記 : 神々と神社の物語 / 日本歴史探検の会著. -- 宝島社, 2012.11. 913.2//N71//9950
外交官のア・ラ・カルト : 文化と食を巡る外交エッセイ / 近藤誠一著. -- かまくら春秋社, 2011.2. 914.6//KO73//0068
障がい者よ、街へ出よう : 「網膜色素変性症」で視覚をなくしても、現役プロデューサー / 津久見圭著. -- プラ
チナボックス.

916//TS68//0107

イギリス文学への招待 / 秋篠憲一 [ほか] 著. -- 朝日出版社, 1999.4. 930.2//A36//9939
ビジネスモデル・ジェネレーション : ビジネスモデル設計書 : ビジョナリー、イノベーターと挑戦者のためのハン
ドブック / アレックス・オスターワルダー, イヴ・ピニュール著 ; 小山龍介訳. -- 翔泳社, 2012.2.

L336.1//O78//0000

ビジネスモデルYou : キャリア再構築のための1ページメソッド / ティム・クラーク著 ; アレックス・オスターワル
ダー&イヴ・ピニュール共著 ; 神田昌典訳. -- 翔泳社, 2012.10.

L336.29//C76//0001

震災後の余暇を考える / 日本生産性本部編集. -- 日本生産性本部. -- (レジャー白書 / 余暇開発センター
編 ; 2012).

L365.7//N71//9966

ヒッグス粒子素粒子の世界 : 科学界最大の関心事が、みるみる理解できる / 村山斉監修. -- ニュートンプレス,
2012.10. -- (ニュートン別冊 . サイエンステキストシリーズ)(NEWTONムック).

L429.6//H55//0005

生活道路のゾーン対策マニュアル / 交通工学研究会. -- 交通工学研究会. L681.1//KO94//0095
ITS新時代 : スマートウェイがつくる世界最先端の道路交通社会 / 日経コンストラクション編. -- 日経BP社. L685//N73//0096
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