学情センター ２Ｆ企画

展示期間：2013.12.27～

学生選書２０１３
11月8日に行われた学生選書ツアーで選書された図書を展示しています。
展示終了後は３F学生選書コーナーへ配架されます。資料は全て貸出可能です。
書名

請求記号
002//R28//4530
学際研究 : プロセスと理論 / アレン・F.レプコ著 ; 光藤宏行 [ほか] 訳. -- 九州大学出版会, 2013.3.
//西田蔵書
007.35//L33//4657
インサイドアップル / アダム・ラシンスキー著 ; 依田卓巳訳. -- 早川書房, 2012.3.
007.35//SE16//4660
Think simple : アップルを生みだす熱狂的哲学 / ケン・シーガル著 ; 高橋則明訳. -- NHK出版, 2012.5.
007.609//A49//4638
SQLの絵本 : データベースがみるみるわかる9つの扉 / アンク著. -- 翔泳社, 2004.8.
//西田蔵書
007.634//A49//4637
UNIXの絵本 : UNIXが楽しくわかる9つの扉 / アンク著. -- 翔泳社, 2006.1.
//西田蔵書
007.64//A49//4630
C#の絵本 : C#が楽しくなる9つの扉 / アンク著. -- 翔泳社, 2008.2.
//西田蔵書
007.64//A49//4631
C++の絵本 : C++が好きになる9つの扉 / アンク著. -- 翔泳社, 2005.4.
//西田蔵書
007.64//A49//4632
アルゴリズムの絵本 : プログラミングが好きになる9つの扉 / アンク著. -- 翔泳社, 2003.8.
//西田蔵書
007.64//A49//4633
Visual Basicの絵本 : Windowsプログラミングがわかる9つの扉 / アンク著. -- 翔泳社, 2011.4.
//西田蔵書
パーフェクトJava / 井上誠一郎, 永井雅人, 松山智大著. -- 技術評論社, 2009.11. -- (Perfect series ;
007.64//I57//4576
02).
//西田蔵書
007.64//TS41//4583
Pythonスタートブック : いちばんやさしいパイソンの本 / 辻真吾著. -- 技術評論社, 2010.5.
//西田蔵書
Java言語を始めよう / 結城浩著. -- 第3版. -- ソフトバンククリエイティブ, 2012.11. -- (Java言語プログラ 007.64//Y97//4577
ミングレッスン / 結城浩著 ; 上).
//西田蔵書
オブジェクト指向を始めよう / 結城浩著. -- 第3版. -- ソフトバンククリエイティブ, 2012.11. -- (Java言語 007.64//Y97//4578
プログラミングレッスン / 結城浩著 ; 下).
//西田蔵書
024.9//H16//4514
近代ニッポン「しおり」大図鑑 / 羽島知之, 竹内貴久雄編. -- 国書刊行会, 2011.10.
//西田蔵書
世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え : 世界の第一人者100人が100の質問に答える / ジェンマ・エル
033//H33//4656
ウィン・ハリス編 ; 西田美緒子訳 ; タイマタカシ絵. -- 河出書房新社, 2013.11.
世界はなぜ「ある」のか? : 実存をめぐる科学・哲学的探索 / ジム・ホルト著 ; 寺町朋子訳. -- 早川書房, 112//H83//4654
ディアローグ : ドゥルーズの思想 / ジル・ドゥルーズ, クレール・パルネ著 ; 江川隆男, 増田靖彦訳. -- 河
135.5//D55//4650
出書房新社, 2011.12. -- (河出文庫).
135.57//H72//4615
後期フーコー : 権力から主体へ / 廣瀬浩司著. -- 青土社, 2011.3.
//西田蔵書
141.6//E43//4661
顔は口ほどに嘘をつく / ポール・エクマン著 ; 菅靖彦訳. -- 河出書房新社, 2006.6.
159.4//KO69//4531
あなたが輝く働き方 / 小室淑恵著. -- PHP研究所, 2013.11. -- (PHP文庫).
//西田蔵書
The power of habit : why we do what we do and how to change / Charles Duhigg. -- pbk.. -- Random
159//D95//4665
House, 2013.
159//W78//4655
その科学があなたを変える / リチャード・ワイズマン著 ; 木村博江訳. -- 文藝春秋, 2013.10.
175.8//KA93//4516
常若の思想 : 伊勢神宮と日本人 / 河合真如著. -- 祥伝社, 2013.9.
//西田蔵書
世界を変えた100日 : 写真がとらえた歴史の瞬間 / ニック・ヤップ著 ; ナショナルジオグラフィック, ゲッティ 209.6//Y59//4525
イメージズ写真 ; 村田綾子訳. -- 日経ナショナルジオグラフィック社. -- (ナショナルジオグラフィック).
//西田蔵書
209//F92//4593
世界の歴史を変えた日1001 / ピーター・ファータド編集 ; 荒井理子 [ほか] 訳. -- ゆまに書房, 2013.10.
//西田蔵書
210.3//MO45//4520
敗者の古代史 / 森浩一著. -- 中経出版, 2013.6.
//西田蔵書
210.3//SH82//4508
古墳からみた倭国の形成と展開 / 白石太一郎著. -- 敬文舎, 2013.9. -- (日本歴史私の最新講義 ; 07).
//西田蔵書
210.6//O67//4505
新聞資料明治話題事典 / 小野秀雄編. -- : 新装版. -- 東京堂出版, 1995.9.
//西田蔵書
281.038//R27//4509
レンズが撮らえた幕末維新の志士たち / 小沢健志監修. -- 山川出版社, 2012.4.
//西田蔵書
289//H87//4652
ゼロ : なにもない自分に小さなイチを足していく / 堀江貴文著. -- ダイヤモンド社, 2013.10.
ノーモア立川明日香 : 養護施設で育ち、政治家辞職までの全真相 / 小川善照編著 ; インベカヲリ★撮影. 289//O24//4623
-- 三空出版, 2013.10.
//西田蔵書
女チャリダーふれあい日本一周ひとり旅 : よく泣いてよく笑った700日自転車旅日記 / くぼたまきこ著. -- 291.09//KU14//4528
イカロス出版, 2013.7.
//西田蔵書
291.65//W12//4515
古代大和を歩く / 和田萃著. -- 吉川弘文館, 2013.11. -- (歴史の旅).
//西田蔵書
304//F89//4594
日本の真相! : わが身に危険が迫ってもこれだけは伝えたい / 船瀬俊介著. -- 成甲書房, 2013.2.
//西田蔵書
パラダイムシフト・日本再生 = Paradigm shift and regeneration of Japan / 三浦宏一編著. -- 改訂版. -- 304//MI67//4602
第一法規, 2012.10.
//西田蔵書

304//TA56//4591
//西田蔵書
304//U45//4532
ニッポンが変わる、女が変える / 上野千鶴子著. -- 中央公論新社, 2013.10.
//西田蔵書
未来の選択 : 僕らの将来は、政策でどう変わる? / 金野索一, 日本政策学校編. -- ディスカヴァー・トゥエ 310.4//KO75//4590
ンティワン, 2013.7. -- (U25 Survival manual series).
//西田蔵書
311.7//O48//4592
激論日本の民主主義に将来はあるか / 岡崎久彦, 長谷川三千子著. -- 海竜社, 2012.6.
//西田蔵書
321.1//N35//4614
「法と自由」講義 : 憲法の基本を理解するために / 仲正昌樹著. -- 作品社, 2013.11.
//西田蔵書
331//I25//4579
マクロ経済学 / 井堀利宏著. -- ナツメ社, 2002.8. -- (図解雑学 : 絵と文章でわかりやすい!).
//西田蔵書
335.3//G72//4589
ファミリービジネス : 知られざる実力と可能性 / 後藤俊夫編著. -- 白桃書房, 2012.7.
//西田蔵書
実践ワーク・ライフ・ハピネス : 働き方が変わる会社が変わる! / 阿部重利, 榎本恵一著. -- 万来舎,
335.35//A12//4533
2013.5.
//西田蔵書
社会起業家になりたいと思ったら読む本 : 未来に何ができるのか、いまなぜ必要なのか / デービッド・
335.8//B65//4621
ボーンステイン, スーザン・デイヴィス著 ; 有賀裕子訳. -- ダイヤモンド社, 2012.3.
//西田蔵書
イノベーションは新興国に学べ! : カネをかけず、シンプルであるほど増大する破壊力 / ナヴィ・ラジュ,
336.1//R11//4658
ジャイディープ・プラブ, シモーヌ・アフージャ著 ; 月沢李歌子訳. -- 日本経済新聞出版社, 2013.8.
最前線のリーダーシップ : 危機を乗り越える技術 / ロナルド・A・ハイフェッツ, マーティ・リンスキー著 ;
336.3//H51//4666
ハーバード・MIT卒業生翻訳チーム訳. -- ファーストプレス, 2007.11.
なぜ人と組織は変われないのか : ハーバード流自己変革の理論と実践 / ロバート・キーガン, リサ・ラスコ
336.3//KE18//4659
ウ・レイヒー著 ; 池村千秋訳. -- 英治出版, 2013.10.
ワークライフバランス : 考え方と導入法 = Work-life balance / 小室淑恵著. -- 改訂版. -- 日本能率協会 336.4//KO69//4535
マネジメントセンター, 2010.3.
//西田蔵書
国際比較の視点から日本のワーク・ライフ・バランスを考える : 働き方改革の実現と政策課題 / 武石恵美 336.4//TA62//4529
子編著. -- ミネルヴァ書房, 2012.6.
//西田蔵書
336.9//Y19//4588
問題です。2000円の弁当を3秒で「安い!」と思わせなさい / 山田真哉著. -- 小学館, 2012.12.
//西田蔵書
342.1//U39//4596
消費増税亡国論 : 三つの政治ペテンを糺す! / 植草一秀著. -- 飛鳥新社, 2012.4.
//西田蔵書
家族と職業の両立 / 本澤巳代子, ウタ・マイヤー=グレーヴェ編. -- 信山社, 2013.10. -- (総合叢書 ;
364.1//MO93//4536
14)(家族のための総合政策 / 本沢巳代子, ベルント・フォン・マイデル編 ; 3).
//西田蔵書
366.15//Y61//4547
やさしくわかる労働基準法 : 最新版 / 中村俊之監修. -- ナツメ社, 2009.11.
//西田蔵書
366.7//A95//4534
イクメンで行こう! : 育児も仕事も充実させる生き方 / 渥美由喜著. -- 日本経済新聞出版社, 2010.12.
//西田蔵書
367.625//I75//4553
レンタルチャイルド : 神に弄ばれる貧しき子供たち / 石井光太著. -- 新潮社, 2010.5.
//西田蔵書
「オネェ」がメディアにモテる理由 (わけ) : ぼくたちはなぜセックスを語るのか / 藤井誠二 [ほか著]. -- 春 367.9//F57//4558
秋社, 2013.7.
//西田蔵書
367.9//TA87//4557
性同一性障害 : 3.11を超えて / 谷合規子著. -- 論創社, 2012.9.
//西田蔵書
ゲイのボクから伝えたい「好き」のハテナ?がわかる本 : みんなが知らないLGBT / 石川大我著. -- 太郎次 367.97//I76//4556
郎社エディタス, 2011.1.
//西田蔵書
367.97//I76//4571
ボクの彼氏はどこにいる? / 石川大我 [著]. -- 講談社, 2009.3. -- (講談社文庫 ; [い-120-1]).
//西田蔵書
カミングアウト・レターズ : 子どもと親、生徒と教師の往復書簡 / RYOJI, 砂川秀樹編. -- 太郎次郎社エ
367.97//R96//4570
ディタス, 2007.12.
//西田蔵書
375.9//KO48//4511
国民の修身 / 渡部昇一監修. --低学年用 -- 産経新聞出版.
//西田蔵書
375.9//KO48//4512
国民の修身 / 渡部昇一監修. --高学年用-- 産経新聞出版.
//西田蔵書
379.7//SA22//4622
「最高の授業」を、世界の果てまで届けよう / 税所篤快著. -- 飛鳥新社, 2013.6.
//西田蔵書
382.1//KI63//4521
守貞謾稿圖版集成 / [喜田川守貞著] ; 高橋雅夫編著. --上巻-- 普及版. -- 雄山閣, 2012.6.
//西田蔵書
382.1//KI63//4522
守貞謾稿圖版集成 / [喜田川守貞著] ; 高橋雅夫編著. --下巻-- 普及版. -- 雄山閣, 2012.6.
//西田蔵書
384.9//SU45//4552
飛田の子 : 遊郭の街に働く女たちの人生 / 杉坂圭介著. -- 徳間書店, 2013.8.
//西田蔵書
384.9//SU45//4555
飛田で生きる : 遊郭経営10年、現在、スカウトマンの告白 / 杉坂圭介著. -- 徳間書店, 2012.8.
//西田蔵書
「写真」坂井三郎大空のサムライ = The photo story of Japan's greatest zero fighter / 雑誌「丸」編集部 391.2074//Z1//4510
編. -- 新装版. -- 潮書房光人社, 2013.12.
//西田蔵書
CIA極秘マニュアル : 日本人だけが知らないスパイの技術 / H.キース・メルトン, ロバート・ウォレス著 ; 北 391.6//ME36//4598
川玲訳. -- 創元社, 2013.8.
//西田蔵書
シークレット・ウォーズ : イランvs.モサド・CIAの30年戦争 / ロネン・バーグマン著 ; 佐藤優監訳 ; 河合洋一 391.6272//B38//4595
郎訳. -- 並木書房, 2012.10.
//西田蔵書
392.1076//H99//4597
日本人が知らない軍事学の常識 / 兵頭二十八著. -- 草思社, 2012.3.
//西田蔵書
マッカーサーは慰安婦がお好き / 高山正之著. -- 新潮社, 2013.8. -- (変見自在).

普天間の謎 : 基地返還問題迷走15年の総て / 森本敏著. -- 海竜社, 2010.7.
数の悪魔 : 算数・数学が楽しくなる12夜 / エンツェンスベルガー著 ; ベルナー絵 ; 丘沢静也訳. -- 普及
版. -- 晶文社, 2000.9.
面白くて眠れなくなる数学プレミアム / 桜井進著. -- PHPエディターズ・グループ.
数学を変えた14の偉大な問題 : フェルマーの最終定理からリーマン予想まで / イアン・スチュアート著 ;
水谷淳訳. -- SBクリエイティブ, 2013.10.
体感する数学 / 竹内薫著. -- エンターブレイン.
数字のモノサシ : 絵で見る数字の感じ方 / 寄藤文平著. -- 大和書房, 2008.12.
最新MATLABハンドブック / 小林一行著. -- 第4版. -- 秀和システム, 2011.11.
Matlabの総合応用 : 例題による解説 / 高谷邦夫著. -- 森北出版, 2002.2.
MATLAB可視化プログラミング / 上坂吉則著. -- 牧野書店.
単位が取れる微積ノート / 馬場敬之著. -- 講談社, 2002.6.
単位が取れる微積演習帳 / 西岡康夫著. -- 講談社, 2008.11. -- (単位が取れるシリーズ).
単位が取れる微積エッセンス / 齋藤寛靖著. -- 講談社, 2012.5. -- (単位が取れるシリーズ).
単位が取れる微分方程式ノート / 齋藤寛靖著. -- 講談社, 2007.3. -- (単位が取れるシリーズ).
MATLAB/Scilabで理解する数値計算 / 櫻井鉄也著. -- 東京大学出版会, 2003.10.
面白くて眠れなくなる物理 / 左巻健男著. -- PHPエディターズ・グループ.
For the love of physics : from the end of the rainbow to the edge of time-- a journey through the
wonders of physics / Walter Lewin with Warren Goldstein. -- : pbk. -- 1st Free Press trade paperback
ed. -- Free Press, 2012, c2011.
連続体力学 / 佐野理著. -- 朝倉書店, 2002.4. -- (基礎物理学シリーズ / 清水忠雄, 矢崎紘一, 塚田捷
監修 ; 12).

395.39//MO55//4599
//西田蔵書
410.4//E64//4646
//西田蔵書
410.4//SA47//4572
//西田蔵書
410.4//ST5//4573
//西田蔵書
410.4//TA67//4645
//西田蔵書
410.4//Y84//4492
//西田蔵書
410//KO12//4608
//西田蔵書
410//TA56//4607
//西田蔵書
410//U47//4604
//西田蔵書
413.3//B12//4628
//西田蔵書
413.3//N86//4647
//西田蔵書
413.3//SA25//4634
//西田蔵書
413.6//SA25//4629
//西田蔵書
418.1//SA47//4605
//西田蔵書
420.4//SA57//4575
//西田蔵書
420//L58//4662

423.1//SA66//4587
//西田蔵書
423//SH67//4580
力学 / 篠本滋, 坂口英継著 ; 植松恒夫, 青山秀明編集. -- 東京図書, 2013.10. -- (基幹講座物理学).
//西田蔵書
単位が取れる熱力学ノート / 橋元淳一郎著 ; 講談社サイエンティフィク編集. -- 講談社, 2005.7. -- (単位 426.5//H38//4644
が取れるシリーズ).
//西田蔵書
429.6//TA67//4574
面白くて眠れなくなる素粒子 / 竹内薫著. -- PHPエディターズ・グループ.
//西田蔵書
440.4//SA85//458
ますます眠れなくなる宇宙のはなし : 「地球外生命」は存在するのか / 佐藤勝彦著. -- 宝島社, 2011.12.
1//西田蔵書
What on Earth happened? : the complete story of the planet, life and people from the Big Bang to the
450//L76//4664
present day / Christopher Lloyd. -- : pbk. -- Bloomsbury, 2012.
460//F82//4625
やわらかな生命 = Flexibility of life / 福岡伸一著. -- 文藝春秋, 2013.8.
//西田蔵書
474.85//H84//4519
里山のきのこ / 本田尚子著. -- 幻冬舎ルネッサンス, 2012.8.
//西田蔵書
481.74//I73//4545
深海生物 : 奇妙で楽しいいきもの / 石垣幸二執筆・監修. -- 笠倉出版社, 2013.7.
//西田蔵書
ダンゴムシの本 : まるまる一冊だんごむしガイド : 探し方、飼い方、生態まで / 奥山風太郎, みのじ著. -- 485.3//O57//4548
DU BOOKS.
//西田蔵書
487.5//Y92//4542
日本の海水魚 / 吉野雄輔写真・解説. -- 山と渓谷社, 2008.9. -- (山溪ハンディ図鑑 ; 13).
//西田蔵書
Your medical mind : how to decide what is right for you / Jerome Groopman and Pamela Hartzband. -- :
490.145//G87//4663
pbk. -- Penguin, 2012, c2011. -- (Penguin books . Health).
新ことばの科学入門 / Lawrence J.Raphael, Gloria J.Borden, Katherine S.Harris著 ; 廣瀬肇訳. -- 第2版. 491.368//R17//4610
-- 医学書院, 2008.10.
//西田蔵書
493.878//I44//4569
知りたいことがここにあるHIV感染症診療マネジメント / 今村顕史著. -- 医薬ジャーナル社, 2013.7.
//西田蔵書
女性の曲線美はなぜ生まれたか : 進化論で読む女性の体 / D.P.バラシュ, J.E.リプトン著 ; 越智典子訳. 495.1//B21//4653
- 白揚社, 2013.7.
496.9//N71//4609
新編声の検査法 / 日本音声言語医学会編. -- 医歯薬出版, 2009.3.
//西田蔵書
においと味わいの不思議 : 知ればもっとワインがおいしくなる / 東原和成, 佐々木佳津子, 伏木亨著. -- 498.53//TO23//4562
虹有社, 2013.9.
//西田蔵書
498.55//KA91//4496
しっかり学べる!栄養学 : オールカラー / 川端輝江編著. -- ナツメ社, 2012.11.
//西田蔵書
498.6//I75//4554
感染宣告 : エイズなんだから、抱かれたい / 石井光太著. -- 講談社, 2010.11.
//西田蔵書

499.87//J46//4539
//西田蔵書
ファー・アウト : 銀河系から130億光年のかなたへ / マイケル・ベンソン著 ; 檜垣嗣子訳. -- 新潮社,
L443.6//B35//4585
2010.11.
//西田蔵書
L444//B35//4586
ビヨンド : 惑星探査機が見た太陽系 / マイケル・ベンソン著 ; 檜垣嗣子訳. -- 新潮社, 2005.3.
//西田蔵書
素顔の動物たち : ナショナルジオグラフィック傑作写真ワイルドライフ / 関利枝子訳. -- 日経ナショナルジ L481.7//SU26//4550
オグラフィック社.
//西田蔵書
ワイルドライフ / 尾澤和幸, 芳尾太郎訳. --2-- 日経ナショナルジオグラフィック社. -- (ナショナルジオグ L481.7//W73//4551
ラフィック傑作写真ベスト100).
//西田蔵書
トコトンやさしいセンサの本 / 山崎弘郎著. -- 日刊工業新聞社, 2002.7. -- (B&Tブックス . 今日からモノ 501.22//Y43//4643
知りシリーズ).
//西田蔵書
501.6//KA56//4600
自然エネルギー白書 / 環境エネルギー政策研究所(ISEP)編. -- 2012, 2013. -- 七つ森書館, 2012.5-.
//西田蔵書
自動車のしくみパーフェクト事典 : ダイナミック図解 : 知っておきたい基本構造から最新技術まで / 古川 537//J48//4641
修監修. -- ナツメ社, 2013.11.
//西田蔵書
545.88//MA92//4495
70年代アナログ家電カタログ : メイド・イン・ジャパンのデザイン! / 松崎順一著. -- 青幻舎, 2013.6.
//西田蔵書
MATLAB入門 : 「信号処理」「画像処理」のための / 高井信勝著. -- 増補版. -- 工学社, 2002.3. -- (I/O 547.1//TA34//4606
books).
//西田蔵書
547.482//A49//4636
TCP/IPの絵本 : ネットワークが面白くなる9つの扉 / アンク著. -- 翔泳社, 2003.12.
//西田蔵書
547.4833//A49//4635
ASP.NETの絵本 : Webアプリ開発が好きになる9つの扉 / アンク著. -- 翔泳社, 2010.2.
//西田蔵書
547.4833//A49//4639
HTML5の絵本 : Webコンテンツ作りの基本がわかる9つの扉 / アンク著. -- 翔泳社, 2012.4.
//西田蔵書
547.4833//A49//4640
JavaScriptの絵本 : ホームページ作りが楽しくなる9つの扉 / アンク著. -- 翔泳社, 2007.9.
//西田蔵書
トコトンやさしい有機ELの本 / 森竜雄著. -- 日刊工業新聞社, 2008.4. -- (B&Tブックス . 今日からモノ知 549.9//MO45//4642
りシリーズ).
//西田蔵書
588.32//W46//4649
田舎のパン屋が見つけた「腐る経済」 / 渡邉格著. -- 講談社, 2013.9.
588.5//H81//4561
マッコリの正体 : その歴史と文化 / ホ・シミョン著 ; 中村唯訳. -- 亜紀書房, 2013.5.
//西田蔵書
588.55//SU14//4563
フランスワイン33のエピソード / 須藤海芳子著. -- 白水社, 2011.10.
//西田蔵書
Pricing beauty : the making of a fashion model / Ashley Mears. -- : cloth, : pbk. -- University of
589.2//ME11//4667
California Press, c2011.
593.1//KI36//4507
着物の事典 : 伝統を知り、今様に着る / 大久保信子監修. -- 池田書店, [2011.4].
//西田蔵書
653.2//H29//4549
葉っぱで見わける樹木ハンドブック / 高橋秀男監修. -- 池田書店, 2011.3.
//西田蔵書
葉っぱで気になる木がわかる : Q&Aで見分ける350種樹木鑑定 / 林将之著. -- 廣済堂あかつき株式会 653.2//H48//4543
社出版事業部, 2011.6.
//西田蔵書
自然が見える!樹木観察フィールドノート : 枝ぶりや立地、進化の歴史を知れば環境がまるごと見えてくる 653.21//A49//4540
/ 姉崎一馬著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2012.4. -- (サイエンス・アイ新書 ; SIS-242).
//西田蔵書
657.86//H77//4541
ひと目で探せる四季の山菜 : 採り方と食べ方 / 畔上能力監修. -- 成美堂出版, 2002.4.
//西田蔵書
657.86//N71//4544
里山の山菜・木の実ハンドブック / 今井國勝写真 ; NHK出版編. -- NHK出版, 2013.4.
//西田蔵書
670.93//P36//4612
5分で書く!英文ビジネスeメールパターン辞典 / ペク・ソンヨプ著. -- アスク出版, 2012.2.
//西田蔵書
大人が知らない「さとり世代」の消費とホンネ : 不思議な若者マーケットのナゾを解く! / 牛窪恵著. -- PHP 675//U93//4490
研究所, 2013.11.
//西田蔵書
678.3//H32//4601
TPPでさらに強くなる日本 / 原田泰, 東京財団著. -- PHP研究所, 2013.4.
//西田蔵書
L653.2//P77//4546
世界で一番美しい樹皮図鑑 / セドリック・ポレ著 ; 南條郁子訳. -- 創元社, 2013.11.
//西田蔵書
現代アーティスト事典 : クーンズ、ハーストから村上隆まで : 1980年代以後のアート入門 / 美術手帖編. - 702.07//B42//4486
- 美術出版社, 2012.10. -- (BT books).
/西田蔵書
704//SA75//4497
踊れわれわれの夜を、そして世界に朝を迎えよ / 佐々木中著. -- 河出書房新社, 2013.8.
//西田蔵書
706.9//N39//4487
はじめてのルーヴル / 中野京子著. -- 集英社, 2013.7.
//西田蔵書
海底美術館 / ジェイソン・デカイレス・テイラー, ジェームズ・バクストン著 ; 内山卓則, 尾澤和幸訳. -- 日 717.087//TA98//452
経ナショナルジオグラフィック社. -- (ナショナルジオグラフィック).
7
死ぬまでに観ておきたい世界の絵画1001 / スティーヴン・ファージング編集 ; 藤村奈緒美 [ほか] 訳. -- 720.2//F15//4485
実業之日本社, 2013.2.
//西田蔵書
もっと知りたい伊藤若冲 : 生涯と作品 / 佐藤康宏著. -- 改訂版. -- 東京美術, 2011.7. -- (アート・ビギ
721.4//SA85//4488
ナーズ・コレクション).
//西田蔵書
721.8//SH83//4626
奇想の春画 / 白倉敬彦著. -- 洋泉社, 2012.12.
//西田蔵書
自分で採れる薬になる植物図鑑 / 増田和夫監修. -- 柏書房, 2006.11.

もっと知りたい竹内栖鳳 : 生涯と作品 / 吉中充代, 中村麗子著. -- 東京美術, 2013.9. -- (アート・ビギ
ナーズ・コレクション).
山靴の画文ヤ辻まことのこと / 駒村吉重著. -- 山川出版社, 2013.1.
モローとルオー : 聖なるものの継承と変容 / NHKプロモーション, 淡交社編集・制作. -- 淡交社, 2013.9.
マグリット : 光と闇に隠された素顔 / 森耕治著. -- マール社, 2013.1.
佐々木マキ : アナーキーなナンセンス詩人 / 佐々木マキ著 ; 小原央明編. -- 河出書房新社, 2013.10. -(らんぷの本 . mascot).
色彩と配色セオリー / 石田恭嗣著. -- エムディエヌコーポレーション. -- (デザインを学ぶ ; 2).
世界のサインとマーク / 村越愛策監修. -- 世界文化社, 2002.4.
絵と言葉の一研究 : 「わかりやすい」デザインを考える / 寄藤文平著. -- 美術出版社, 2012.12.
プロの撮り方完全マスター / ジェームズ・P・ブレア, スコット・S・スタッキー, プリート・ベシリンド著 ; 武田正
紀, 関利枝子, 倉田真木訳. -- 日経ナショナルジオグラフィック社. -- (ナショナルジオグラフィック).
露出を極める / ブライアン・ピーターソン著 ; 武田正紀, 関利枝子訳. -- 日経ナショナルジオグラフィック
社. -- (ナショナルジオグラフィック . プロの撮り方).
世界のパンチカラー配色見本帳 / 橋本実千代 [ほか] 著. -- パイインターナショナル, 2012.1.
フランスの伝統色 / 城一夫著. -- パイインターナショナル, 2012.9.
色の名前 / ネイチャー・プロ編集室構成・文. -- 角川書店, 2000.4.
ショパン紀行 : あの日ショパンが見た風景 / 堀内みさ文 ; 堀内昭彦写真. -- 東京書籍, 2005.12.
オーケストラの文明史 : ヨーロッパ三千年の夢 / 小宮正安著. -- 春秋社, 2011.9.
一冊でわかるオペラガイド130選 / 山田治生他編著. -- 成美堂出版, [2008.4].
歌手ならだれでも知っておきたい「からだ」のこと / メリッサ・マルデ, メリージーン・アレン, クルト=アレクサ
ンダー・ツェラー著 ; 若松惠子, 森薫訳. -- 春秋社, 2010.4.
魅惑のミュージカル鑑賞入門 : 人気の50作品を徹底ガイド : 保存版 / 中島薫監修. -- 世界文化社,
2013.8.
マイケル・ムーア、語る。 / マイケル・ムーア著 ; 満園真木訳. -- 辰巳出版, 2013.10.
ロープとひもの結び方ハンドブック : 緊急時に使える!1分でできる : 完全保存版 / 小暮幹雄監修. -- ネ
コ・パブリッシング, 2012.3.
図と写真でよくわかるひもとロープの結び方 / 小暮幹雄監修. -- 新星出版社, [2011.6].
必携茶の湯やきものハンドブック / 里文出版編. -- 里文出版, 2010.8. -- (日本の文化がよくわかる).
はじめて学ぶ茶の湯 : 表千家流 / 堀内宗心指導. -- 世界文化社, 2013.10.
クリムト作品集 / クリムト [画] ; 千足伸行著. -- 東京美術, 2013.10.
「ゴッホの夢」美術館 : ポスト印象派の時代と日本 / 圀府寺司監修・著. -- 小学館, 2013.3.
ナショナルジオグラフィック傑作写真ベスト100. -- 日経ナショナルジオグラフィック社.
ステンドグラスで表現するミュシャと花の世界 / 彩の会編. -- 日貿出版社, 2010.5.
キクタン中国語 : 聞いて覚える中国語単語帳 / 関西大学中国語教材研究会編. -- 初中級編-- アルク,
2008.5-.
キクタン中国語 : 聞いて覚える中国語単語帳 / 関西大学中国語教材研究会編. -- 中級編-- アルク,
2008.5-.
キクタン中国語 : 聞いて覚える中国語単語帳 / 関西大学中国語教材研究会編. -- 上級編-- アルク,
2008.5-.
英語はアジアで学べばうまくいく / 星野達彦著. -- 秀和システム, 2013.7.
英語を暗記しないでモノにする方法 / 関正生著. -- 中経出版, 2012.12.
キクタンフランス語 : 聞いて覚えるフランス語単語帳 / 福島祥行, 今中舞衣子著. -- 初中級編-- アルク,
2011.1-.
川端康成伝 : 双面の人 / 小谷野敦著. -- 中央公論新社, 2013.5.
謎の村上春樹 / 助川幸逸郎著. -- プレジデント社, 2013.10.
内田樹による内田樹 / 内田樹著. -- 140B, 2013.9.

721.9//Y92//4489
//西田蔵書
723.1//KO58//4624
//西田蔵書
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//西田蔵書
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//西田蔵書
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//西田蔵書
757.3//N58//4584
//西田蔵書
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//西田蔵書
764.3//KO65//4517
//西田蔵書
766.1//Y19//4504
//西田蔵書
767.1//MA39//4603
//西田蔵書
775.4//MI69//4506
//西田蔵書
778.253//MO39//456
4
786//R69//4538
//西田蔵書
786//Z8//4537
//西田蔵書
791.5//R33//4502
//西田蔵書
791//H89//4501
//西田蔵書
L723.346//KL6//4482
//西田蔵書
L723.359//KO21//44
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//西田蔵書
L748//N55//4526
//西田蔵書
L751.5//SA22//4513
//西田蔵書
824//KA59//4565
//西田蔵書
824//KA59//4566
//西田蔵書
824//KA59//4568
//西田蔵書
830.7//H92//4613
//西田蔵書
830.7//SE24//4611
//西田蔵書
854//KI29//4567
//西田蔵書
910.268//KO97//450
0
910.268//SU54//461
8
910.268//U14//4648

村上春樹読める比喩事典 = Murakami Haruki's figurative expressions : a guidebook with citations and
comments / 芳川泰久, 西脇雅彦著. -- ミネルヴァ書房, 2013.9.
古事記完全講義 / 竹田恒泰著. -- 学研パブリッシング.
おとなの背中 / 鷲田清一著. -- 角川学芸出版.
消えた国追われた人々 : 東プロシアの旅 / 池内紀 [著]. -- みすず書房, 2013.5.
ノンセンスの領域 / エリザベス・シューエル著 ; 高山宏訳. -- 白水社, 2012.11. -- (高山宏セレクション
「異貌の人文学」).
アリス狩り / 高山宏著. -- 新版. -- 青土社, 2008.9.
ハイブリッド・フィクション : 人種と性のアメリカ文学 / 山下昇著. -- 開文社出版, 2013.10.
文学のミニマル・イメージ : モーリス・ブランショ論 / 郷原佳以著. -- 左右社, 2011.2. -- (流動する人文
学).

910.268//Y89//4620
//西田蔵書
913.2//TA59//4503
//西田蔵書
914.6//W42//4617
//西田蔵書
915.6//I35//4651
930.26//SE97//4499
//西田蔵書
930.26//TA56//4498
//西田蔵書
930.29//Y44//4616
//西田蔵書
950.278//G57//4619
//西田蔵書

