
学生用図書選定結果（教員選書）平成29年度

書名 資料ID 請求記号 選書部局

What doctors feel : how emotions affect the practice of medicine : pbk. 111702499 498.14||O19 教養基礎選書
Active listening : print (Research and resources in language teaching)

(Always learning) 111702500 830.7||R73 教養基礎選書
Writing essays : from sentence to paragraph Student book (Macmillan

writing series) 111702501 836||Z2 教養基礎選書
Writing essays : from sentence to paragraph Student book (Macmillan

writing series) 111702502 836||Z2 教養基礎選書
Writing essays : from sentence to paragraph Student book (Macmillan

writing series) 111702503 836||Z2 教養基礎選書
Writing essays : from sentence to paragraph Student book (Macmillan

writing series) 111702504 836||Z2 教養基礎選書
Reluctant intimacies : Japanese eldercare in Indonesian hands 111702629 369.26||Sw9 教養基礎選書
Passage to manhood : youth migration, heroin, and AIDS in Southwest

China : cloth (Studies of the East Asian Institute) 111702630 368.8||L73 教養基礎選書
100 TESOL activities for teachers : practical ESL/EFL activities for the

communicative classroom 111702631 830.7||D79 教養基礎選書
Petrology : principles and practice 111702632 458||Se56 教養基礎選書
Petroleum geoscience : from sedimentary environments to rock physics

2nd ed 111702633 568.1||B51 教養基礎選書
Sedimentology : process and product : pbk 111702634 455.9||L51 教養基礎選書
Fundamentals of physics 10th ed., extended 111702635 420||H21 教養基礎選書
Physics : principles with applications 7h ed 111702636 420||G41 教養基礎選書
Physics laboratory experiments 8th ed 111702637 420.75||W75 教養基礎選書

Complications : a surgeon's notes on an imperfect science 1st ed. hbk 111702649 494||G28 教養基礎選書
Writing essays : from sentence to paragraph Student book (Macmillan

writing series) 111702650 836||Z2 教養基礎選書

Experiments and demonstrations in physics : Bar-Ilan physics laboratory 111702651 420.75||Kr1 教養基礎選書
The politics of agriculture in Japan (The Nissan Institute/Routledge

Japanese studies series) 111702681 611.1||Mu29 教養基礎選書
Australia 8th ed (Culture shock! : a survival guide to customs and

etiquette) 111702682 302.71||Sh13 教養基礎選書
最新リハビリテーション医学 第3版 111702688 494.78||A14 教養基礎選書
Smith's patient-centered interviewing : an evidence-based method 3rd

ed 111702716 490.14||Sm5 教養基礎選書
テストが導く英語教育改革 : 「無責任なテスト」への処方箋 111702731 375.893||N62 教養基礎選書
フラット・カルチャー : 現代日本の社会学 111702735 302.1||E59 教養基礎選書
弱点克服大学生の電磁気学 111702736 427||I76 教養基礎選書
弱点克服大学生の電磁気学 111702737 427||I76 教養基礎選書

理科年表 机上版 第90冊(平成29年) 111702738

403.2||R41||201

7 教養基礎選書
公共日本語教育学 : 社会をつくる日本語教育 111702739 810.7||Ka94 教養基礎選書
誕生と変遷にまなぶ熱力学の基礎 111702740 426.5||To55 教養基礎選書
誕生と変遷にまなぶ熱力学の基礎 111702741 426.5||To55 教養基礎選書
動かして学ぶセキュリティ入門講座 (Informatics & IDEA) 111702742 007.609||I93 教養基礎選書
この一冊で全部わかるネットワークの基本 (イラスト図解式 : わかりやすさに
こだわった) 111702743 547.483||F79 教養基礎選書
超絶!きみょうな生き物大図鑑196 111702751 817.7||Ko65 教養基礎選書
高校生のための憲法入門 111702753 323.14||Sa25 教養基礎選書
政治思想家としてのグルントヴィ 111702754 311.238||Ko79 教養基礎選書

日本人が知りたい巨大地震の疑問50 : 東北地方太平洋沖地震の原因か
ら首都圏大地震の予測まで (サイエンス・アイ新書:SIS-205) 111702758 453||Sh39 教養基礎選書
デジタル一眼レフで撮る四季のネイチャーフォト : 日本のすばらしき
自然とそこに生きる生き物の一瞬を撮る (サイエンス・アイ新書:SIS-

115) 111702759 743||U76 教養基礎選書
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書名 資料ID 請求記号 選書部局
海に生きるものたちの掟 : 食うか食われるか、命を受け継ぐ食物連鎖
の秘密 (サイエンス・アイ新書:SIS-127) 111702760 468.8||Ku11 教養基礎選書
地図の科学 : なぜ昔の人は地球が楕円だとわかった?航空写真だけで地
図をつくれないワケは!? (サイエンス・アイ新書:SIS-184) 111702761 448.9||Y42 教養基礎選書
大人のやりなおし中学地学 : 震度とマグニチュードの違いは?飛行機雲
はどうしてできるの? (サイエンス・アイ新書:SIS-197) 111702762 450||Sa57 教養基礎選書
東北地方太平洋沖地震は"予知"できなかったのか? : 地震予知戦略や地
震発生確率の考え方から明らかになる超巨大地震の可能性 (サイエン
ス・アイ新書:SIS-207) 111702763 453.38||Ts67 教養基礎選書

みんなが知りたい地図の疑問50 : 地図はなぜ北が上なの?コンビニの
マークが地図記号にないのは? (サイエンス・アイ新書:SIS-173) 111702764 448.9||Ma46 教養基礎選書

大量絶滅がもたらす進化 : 巨大隕石の衝突が絶滅の原因ではない?絶滅
の危機がないと生物は進化を止める? (サイエンス・アイ新書:SIS-152) 111702765 467.5||Ka53 教養基礎選書

次の超巨大地震はどこか? : 過去に起こった巨大地震の記録から、可能
性の高い地域を推測する!! (サイエンス・アイ新書:SIS-225) 111702766 453||Ka37 教養基礎選書
地震予知の最新科学 : 発生のメカニズムと予知研究の最前線 (サイエン
ス・アイ新書:SIS-039) 111702767 453.38||Ts67 教養基礎選書
みんなが知りたい南極・北極の疑問50 : 南極点の標識が毎日移動して
いるって?南極の地下にある地底湖の正体とは? (サイエンス・アイ新
書:SIS-182) 111702768 402.9||Ka37 教養基礎選書
鉱物と宝石の魅力 : つくられかたから性質の違い、日本で取れる鉱物
まで (サイエンス・アイ新書:SIS-034) 111702769 459||Ma73 教養基礎選書

ポップカルチャーnew&old : ポップカルチャーで学ぶ初中級日本語 111702770 810.7||H27 教養基礎選書
事例でわかる情報モラル 2017 111702773 007.3||J51||2017 教養基礎選書
ピリオド楽器から迫るオーケストラ読本 (Ontomo mook) 111702774 764.3||O65 教養基礎選書
Ausgewählte Lieder Mezzo-Sopran oder Bariton = 中声用 1 151700662 767.08||Sc8||v.1 教養基礎選書
Ausgewählte Lieder Sopran oder Tenor = 高声用 1 151700663 767.08||Sc8||v.1 教養基礎選書
特別支援教育の基礎・基本 : 共生社会の形成に向けたインクルーシブ
教育システムの構築 新訂版 111702794 378||Ko49 教養基礎選書
デザインのための数学 111702797 410||Mu91 教養基礎選書
デザインのための数学 111702798 410||Mu91 教養基礎選書
デザインのための数学 111702799 410||Mu91 教養基礎選書
PT・OTが現場ですぐに使えるリハビリのコミュ力 111702803 494.78||N86 教養基礎選書

研究計画書デザイン : 大学院入試から修士論文完成まで 増補改訂 111702804 377.15||H94 教養基礎選書
学生を思考にいざなうレポート課題 111702808 377.15||N54 教養基礎選書
アートのための数学 111702810 410||Mu91 教養基礎選書
アートのための数学 111702811 410||Mu91 教養基礎選書
アートのための数学 111702812 410||Mu91 教養基礎選書
帝国・国民・言語 : 辺境という視点から 111702815 802||H68 教養基礎選書
「不思議」に満ちたことばの世界 上 111702817 804||Ta43||v.1 教養基礎選書
「不思議」に満ちたことばの世界 下 111702818 804||Ta43||v.2 教養基礎選書
医師の感情 : 「平静の心」がゆれるとき 111702823 498.14||O19 教養基礎選書
見てわかるリハビリ : 「活動」と「参加」につなげるコツ (ポケット介
護) 111702830 369.26||Sh29 教養基礎選書
Rによる統計解析 111702836 417||A53 教養基礎選書
Rによる統計解析 111702837 417||A53 教養基礎選書
昔話で学ぶ韓国語初級リーディング 111702841 829.17||Ki38 教養基礎選書
スタンダード統計学基礎 111702842 417||I96 教養基礎選書
音楽表現学のフィールド 2 111702843 761.1||N71||v.2 教養基礎選書
プレゼンは資料作りで決まる! : 意思決定を引き寄せる6つのステップ :

図解 111702844 336.49||A43 教養基礎選書
トコトンやさしいユニバーサルデザインの本 第2版 (B&Tブックス. 今
日からモノ知りシリーズ) 111702845 501.83||Mi74 教養基礎選書
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書名 資料ID 請求記号 選書部局
トコトンやさしいユニバーサルデザインの本 第2版 (B&Tブックス. 今
日からモノ知りシリーズ) 111702846 501.83||Mi74 教養基礎選書

環境年表 第5冊 (平成29・30年) (理科年表シリーズ) 111702847

519.03||O64||20

17/18 教養基礎選書
身体運動学 : 知覚・認知からのメッセージ 111702848 491.367||H56 教養基礎選書
量子力学と経路積分 新版 111702852 421.3||F23 教養基礎選書
ファインマン物理学問題集 1 111702854 420||F23||v.1 教養基礎選書
ファインマン物理学問題集 2 111702855 420||F23||v.2 教養基礎選書
教職員のための情報モラル&情報セキュリティ : 事例でわかるトラブル
回避法&対応策 111702856 374.35||F67 教養基礎選書
元素周期表パーフェクトガイド 111702858 431.11||G34 教養基礎選書
元素周期表パーフェクトガイド 111702859 431.11||G34 教養基礎選書
はじめて学ぶC言語プログラミング入門講座 111702860 007.64||C||N84 教養基礎選書
イラストでわかる高齢者の生活機能向上支援 : 地域ケアでの実践と手
法の活用 111702861 493.18||Y19 教養基礎選書
パフォーマンス評価で生徒の「資質・能力」を育てる : 学ぶ力を育て
る新たな授業とカリキュラム 111702863 375.1||N86 教養基礎選書
漫画でみる生活期リハビリテーション 第1版 111702864 369.26||N93 教養基礎選書
救急蘇生法の指針2015 : 市民用 改訂5版 解説編 111702865 492.29||N71 教養基礎選書
概論・アセスメント 第2版 (特別支援教育の理論と実践 : S.E.N.S養成
セミナー:1) 111702866 378||To35||v.1 教養基礎選書
たった1日で即戦力になるMacの教科書 111702868 007.6||Sa75 教養基礎選書
PTAという国家装置 111702871 374.6||I97 教養基礎選書
初めてのJavaScript : ES2015以降の最新ウェブ開発 第3版 111702873 547.483||P87 教養基礎選書
まねが育むヒトの心 (岩波ジュニア新書:728) 111702931 376.11||My 教養基礎選書
新編社会心理学 改訂版 111702932 361.4||Y86 教養基礎選書

植物たちの静かな戦い : 化学物質があやつる生存競争 (DOJIN選書:71) 111702940 471.3||F57 教養基礎選書

植物たちの静かな戦い : 化学物質があやつる生存競争 (DOJIN選書:71) 111702941 471.3||F57 教養基礎選書
誰でもできる最新スポーツメンタルトレーニング : 図解でわかる!実力
アップの新常識 (Gakken sports books) 111702942 780.7||Ka71 教養基礎選書
はじめての英語史 : 英語の「なぜ?」に答える 111702943 830.2||H96 教養基礎選書

今度こそわかるファインマン経路積分 (今度こそわかるシリーズ) 111702944 421.3||W12 教養基礎選書
貧困と保育 : 社会と福祉につなぎ、希望をつむぐ 111702945 369.42||A37 教養基礎選書
大学4年間の経営学が10時間でざっと学べる 111702946 335.1||Ta33 教養基礎選書
マンキューマクロ経済学 第3版 2 応用篇 111702947 331||Ma44||v.2 教養基礎選書
個人的なハーモニー : ノルシュテインと現代アニメーション論 111702948 778.77||D83 教養基礎選書
アリソン・アトリーの生涯 : 物語の紡ぎ手 111702949 930.278||U96 教養基礎選書
この世界の片隅に : ノベライズ (双葉社ジュニア文庫) 111702950 817.7||Ko76 教養基礎選書
オリエント急行の殺人 (クリスティー・ジュニア・ミステリ:2) 111702951 817.7||C58 教養基礎選書
予告殺人 (クリスティー・ジュニア・ミステリ:4) 111702952 817.7||C58 教養基礎選書
聖書物語 新装版 新約編 (講談社青い鳥文庫:32-6,7) 111702953 817.7||Ka98||v.2 教養基礎選書
聖書物語 新装版 旧約編 (講談社青い鳥文庫:32-6,7) 111702954 817.7||Ka98||v.1 教養基礎選書
野生動物のお医者さん (世の中への扉) 111702955 817.7||Sa25 教養基礎選書
熱分析 第4版 111702956 433||N66 教養基礎選書
気候を人工的に操作する : 地球温暖化に挑むジオエンジニアリング
(DOJIN選書:69) 111702957 519||Mi97 教養基礎選書
地球の変動はどこまで宇宙で解明できるか : 太陽活動から読み解く地
球の過去・現在・未来 (DOJIN選書:061) 111702958 444||Mi73 教養基礎選書
料理と科学のおいしい出会い : 分子調理が食の常識を変える (DOJIN選
書:59) 111702959 498.53||I76 教養基礎選書
生体分子化学 : 基礎から応用まで (エキスパート応用化学テキストシ
リーズ) 111702960 464||Su38 教養基礎選書
二次元物質の科学 : グラフェンなどの分子シートが生み出す新世界
(CSJ Current Review:25) 111702961 431.04||N71 教養基礎選書
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書名 資料ID 請求記号 選書部局
発達障害の子どもが伸びるほめ方・しかり方・言葉かけ : 毎日の生活
に取り入れるだけで子どもは変わる 111702968 378||Sh73 教養基礎選書
親子で乗り越える思春期のADHD : 人間関係、性意識、自我の確立、
社会への適応…安心して思春期を過ごすために : 思春期ならではの
ADHDの特性がよく分かり親子で不安を解消! 111702969 378||Mi81 教養基礎選書
親子で理解する発達障害進学・就労準備の進め方 : 高校・大学進学、
そして就職へ子どもの自立・自活への不安を減らす本 : ASD・
ADHD・LDの特性を理解し、将来へ向けた支援とは 111702970 378||Su96 教養基礎選書
子どものADHD早く気づいて親子がラクになる本 111702971 378||Mi81 教養基礎選書
親子で乗り越える思春期の発達障害 : 家庭、学校、友だち、進路…将
来の不安を減らす本 : 自閉症スペクトラム・ADHD・LDの特性を理解
し支援できること 111702972 378||Sh73 教養基礎選書
ASD (アスペルガー症候群) 、ADHD、LD女の子の発達障害 : "思春期"

の心と行動の変化に気づいてサポートする本 111702973 378||Mi81 教養基礎選書
Autism : 自閉症スペクトラム障害 : 日本語版 : 一般小児科医・療育関係
者のためのガイドブック 111702974 493.937||A44 教養基礎選書
地図読解入門 追補版 (大学テキスト) 111702978 448.9||Ka19 教養基礎選書
障害児者の理解と教育・支援 : 特別支援教育/障害者支援のガイド : 障
害者との出会いと交流のために 改訂新版 111702987 369.27||H38 教養基礎選書
ロシアの世紀末 : 「銀の時代」への旅 111702995 238.05||U76 教養基礎選書
体育・スポーツ領野の探求 111702997 780.1||O38 教養基礎選書
エミリ・ブロンテ神への叛逆 111703001 930.268||B75 教養基礎選書
スマートグリッド・エコノミクス : フィールド実験・行動経済学・
ビッグデータが拓くエビデンス政策 111703002 543.1||I18 教養基礎選書
スポーツ障害 : 成長期に起こりやすい障害の早期発見と予防 (新体と健
康シリーズ : ビジュアル版) 111703004 780.19||O57 教養基礎選書
科学技術社会論序説 111703006 539.091||Sa47 教養基礎選書
風景&ネイチャー構図テクニック100 (玄光社MOOK. テクニック100シ
リーズ) 111703007 743||F73 教養基礎選書
日本の夫婦 : パートナーとやっていく幸せと葛藤 111703050 367.3||Ka77 教養基礎選書
世界一ゆるいいきもの図鑑 111703054 817.7||Ta33 教養基礎選書
憲法学読本 第2版 111703060 323.14||Y65 教養基礎選書
終末期医療ガイドライン (法学教室Library. 医療と法を考える:続) 111703062 498.12||H56||v.2 教養基礎選書
救急車と正義 (法学教室Library. 医療と法を考える:[正]) 111703064 498.12||H56||v.1 教養基礎選書

呼吸のトリビア : レスピ・サピエンス [1] 111703065

481.33||Ku95||v.

1 教養基礎選書

呼吸のトリビア : レスピ・サピエンス 2 111703066

481.33||Ku95||v.

2 教養基礎選書

呼吸のトリビア : レスピ・サピエンス 3 111703067

481.33||Ku95||v.

3 教養基礎選書
楽々LATEX 第2版 111703068 007.6||N92 教養基礎選書
ふるさと納税の理論と実践 (地方創生シリーズ) 111703069 318||H81 教養基礎選書
基礎から学べる環境学 111703072 519||Ta84 教養基礎選書
高校で物理を履修しなかった人のための熱力学 (フロー式物理演習シ
リーズ:7) 111703073 426.5||U97 教養基礎選書
高校で物理を履修しなかった人のための熱力学 (フロー式物理演習シ
リーズ:7) 111703074 426.5||U97 教養基礎選書
フィールド写真術 (100万人のフィールドワーカーシリーズ:14) 111703075 361.9||H99||v.14 教養基礎選書

ハン検 : 過去問題集5級 : 「ハングル」能力検定試験 2017年版 151700694

829.1||H29||201

7 教養基礎選書

ハン検 : 過去問題集4級 : 「ハングル」能力検定試験 2017年版 151700695

829.1||H29||201

7 教養基礎選書

ハン検 : 過去問題集3級 : 「ハングル」能力検定試験 2017年版 151700696

829.1||H29||201

7 教養基礎選書
イラストレイテッド光の実験 111703082 425.07||Ta16 教養基礎選書
イラストレイテッド光の実験 111703083 425.07||Ta16 教養基礎選書

よくわかる組織論 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 111703084 336.3||Ta89 教養基礎選書

4



学生用図書選定結果（教員選書）平成29年度

書名 資料ID 請求記号 選書部局
健康・フィットネスと生涯スポーツ 改訂版 [本冊] 111703086 780||To28||v.1 教養基礎選書
健康・フィットネスと生涯スポーツ 改訂版 別冊ワークブック 151700697 780||To28||v.B 教養基礎選書
体力トレーニングの理論と実際 111703091 780.7||O73 教養基礎選書
大学生のスポーツと健康生活 111703092 780.1||F82 教養基礎選書
実例でわかる英語テスト作成ガイド 111703093 375.893||Ko38 教養基礎選書
実習で学ぶ健康・運動・スポーツの科学 改訂版 111703095 498||Ky9 教養基礎選書
魚類生態学の基礎 111703099 487.51||Ts54 教養基礎選書
魚類生態学の基礎 111703100 487.51||Ts54 教養基礎選書
水圏生物科学入門 111703101 663||A24 教養基礎選書
水圏生物科学入門 111703102 663||A24 教養基礎選書
マーケティング (日経文庫:1044. 経営学入門シリーズ) 111703104 675||O68 教養基礎選書

冷戦とクラシック : 音楽家たちの知られざる闘い (NHK出版新書:521) 111703105 762.8||N32 教養基礎選書
経営学入門 第2版 上 (日経文庫:1282-1283, F33-F34) 111703106 335.1||Sa31||v.1 教養基礎選書
経営学入門 第2版 下 (日経文庫:1282-1283, F33-F34) 111703107 335.1||Sa31||v.2 教養基礎選書
経営組織 (日経文庫:537. 経営学入門シリーズ) 111703108 336.3||Ka44 教養基礎選書
マネジメントの名著を読む (日経文庫:1328) 111703109 336||N71 教養基礎選書
効かない健康食品危ない自然・天然 (光文社新書:885) 111703110 498.54||Ma83 教養基礎選書
世界を動かすことば : 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ (角川つ
ばさ文庫:Dも1-1) 111703112 817.7||Mo27 教養基礎選書
鉱山をゆく (イカロスMOOK) 111703115 560.92||Ko98 教養基礎選書
Macはじめよう 111703116 548.29||Ma13 教養基礎選書
虫とけものと家族たち (中公文庫:[タ-8-1]) 111703117 817.7||D98 教養基礎選書
「社会を変える」を仕事にする : 社会起業家という生き方 (ちくま文
庫:[こ-41-1]) 111703122 335.8||Ko62 教養基礎選書
「月給100円サラリーマン」の時代 : 戦前日本の「普通」の生活 (ちく
ま文庫:[い91-1]) 111703123 210.7||I96 教養基礎選書
みんなの経営学 : 使える実戦教養講座 (日経ビジネス人文庫:800) 111703129 335.1||Sa75 教養基礎選書
絵画の歴史 : 洞窟壁画からiPadまで 111703132 720.2||H81 教養基礎選書
感動する英語! : あなたの夢をかなえる英語の本 111703134 837.5||O62 教養基礎選書
生活科の理論と実践 : 「生きる力」をはぐくむ教育のあり方 111703137 375.312||Ki39 教養基礎選書

アイデンティティ研究の新展開 (ことばと社会 : 多言語社会研究:18号) 111703138 801.03||Ko94 教養基礎選書
温泉文学事典 (和泉事典シリーズ:32) 111703139 910.26||U84 教養基礎選書
ビジュアル経営の基本 第3版 (日経文庫:1915) 111703142 335||Mu93 教養基礎選書
環境デザインの授業 : 世界でいちばん受けたい : 70 keywords of

environmental architecture 111703143 525.1||N37 教養基礎選書
村上春樹翻訳「ほとんど」全仕事 111703148 817.7||Mu43 教養基礎選書
多様化する言語習得環境とこれからの日本語教育 111703149 810.7||Sa32 教養基礎選書
君の名は。 (角川つばさ文庫:Cし1-1) 111703151 817.7||Sh64 教養基礎選書
東京駅の履歴書 : 赤煉瓦に刻まれた一世紀 (交通新聞社新書:048) 111703154 686.5||Ts41 教養基礎選書
一流患者と三流患者 : 医者から最高の医療を引き出す心得 (朝日新
書:562) 111703155 498.04||U45 教養基礎選書
組織は戦略に従う 111703160 335.25||C33 教養基礎選書
競争の戦略 新訂 111703167 336.1||P83 教養基礎選書
魚学入門 111703171 487.51||I93 教養基礎選書
魚学入門 111703172 487.51||I93 教養基礎選書
事例で学ぶ数学活用法 111703173 501.1||O55 教養基礎選書
事例で学ぶ数学活用法 111703174 501.1||O55 教養基礎選書
事例で学ぶ数学活用法 111703175 501.1||O55 教養基礎選書
水産無脊椎動物学入門 111703176 481.72||H48 教養基礎選書
電気電子情報のための線形代数 111703177 411.3||O55 教養基礎選書
電気電子情報のための線形代数 111703178 411.3||O55 教養基礎選書
電気電子情報のための線形代数 111703179 411.3||O55 教養基礎選書
電気電子情報のための線形代数 111703180 411.3||O55 教養基礎選書
電気電子情報のための線形代数 111703181 411.3||O55 教養基礎選書
自然ツーリズム学 (よくわかる観光学:2) 111703182 689||Ki24 教養基礎選書
文化ツーリズム学 (よくわかる観光学:3) 111703183 689||Ki24 教養基礎選書
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学生用図書選定結果（教員選書）平成29年度

書名 資料ID 請求記号 選書部局
電磁気学 : 入門コース 新版 111703184 427||G72 教養基礎選書
電磁気学 : 入門コース 新版 111703185 427||G72 教養基礎選書
英語を使いこなすための実践的学習法 : my Englishのすすめ 111703187 830.7||Ta84 教養基礎選書
実践例で学ぶ第二言語習得研究に基づく英語指導 111703188 830.7||Su96 教養基礎選書
日本語を分析するレッスン : アクティブ・ラーニング対応 111703189 810.1||N92 教養基礎選書
スポーツモチベーション : スポーツ行動の秘密に迫る! 111703190 780.14||N81 教養基礎選書
今度こそわかる量子コンピューター (今度こそわかるシリーズ) 111703195 007.1||N85 教養基礎選書
未来の学校 : テスト教育は限界か 111703202 372.53||W14 教養基礎選書

スイミング・フィットネスクラブ再創造への道 : 佐野豪のファシリ
テーション・メソッド (生かされ活きる倶楽部創りシリーズ) 111703203 780.67||Sa66 教養基礎選書
里山いきもの図鑑 111703204 817.7||I44 教養基礎選書
いちばんやさしい憲法入門 第5版 (有斐閣アルマ:Interest) 111703206 323.14||Sh92 教養基礎選書

遊びのリアリティー : 事例から読み解く子どもの豊かさと奥深さ 111703207 376.11||N31 教養基礎選書
ざんねんないきもの事典 : おもしろい!進化のふしぎ 続 111703208 817.7||I43||v.2 教養基礎選書
ざんねんないきもの事典 : おもしろい!進化のふしぎ [正] 111703209 817.7||I43||v.1 教養基礎選書
世界でもっとも美しい10の科学実験 111703211 402.8||C92 教養基礎選書
世界でもっとも美しい量子物理の物語 : 量子のモーメント 111703212 421.3||C92 教養基礎選書
中華文化スター列伝 (ドラゴン解剖学:竜の子孫の巻) 111703213 282.2||C62 教養基礎選書
中国現代文化14講 (ドラゴン解剖学:登竜門の巻) 111703214 302.22||C62 教養基礎選書
国語科授業研究の展開 : 教師と子どもの協同的授業リフレクション研
究 111703215 375.85||Sa95 教養基礎選書
ブロンテ姉妹 (時代のなかの作家たち:1) 111703218 930.268||B75 教養基礎選書
松居直と『こどものとも』 : 創刊号から149号まで (シリーズ・松居直
の世界:2) 111703222 019.53||Ma77 教養基礎選書
貧者を喰らう国 : 中国格差社会からの警告 増補新版 (新潮選書) 111703223 361.8||A38 教養基礎選書
金利と経済 : 高まるリスクと残された処方箋 111703226 338.12||O52 教養基礎選書

人工知能はどのようにして「名人」を超えたのか? : 最強の将棋AIポナ
ンザの開発者が教える機械学習・深層学習・強化学習の本質 111703227 007.13||Y31 教養基礎選書
近代日本を創った身体 111703229 780.21||So27 教養基礎選書
たくましい心とかしこい体 : 身心統合のスポーツサイエンス 111703230 780.1||So94 教養基礎選書

保育のグランドデザインを描く : これからの保育の創造にむけて 111703233 376.1||Sh74 教養基礎選書
特別支援学級だからこそできること 111703235 378||Z3 教養基礎選書
水産利用化学の基礎 111703236 667||W45 教養基礎選書
水産利用化学の基礎 111703237 667||W45 教養基礎選書
水圏生化学の基礎 111703238 663.4||W45 教養基礎選書
水圏生化学の基礎 111703239 663.4||W45 教養基礎選書
中国の音楽文化 : 三千年の歴史と理論 (アジア遊学:201) 111703240 762.22||Ka92 教養基礎選書
ことわざ生活 あっち篇 111703242 817.7||A29||v.2 教養基礎選書
ことわざ生活 こっち篇 111703243 817.7||A29||v.1 教養基礎選書
しくみがわかる建築環境工学 : 基礎から計画・制御まで 111703258 525.1||U45 教養基礎選書
教養の現代化学 新版第2版 111703260 430||Ta17 教養基礎選書
教養の現代化学 新版第2版 111703261 430||Ta17 教養基礎選書
理工系のための現代基礎化学 : 物質の構成と反応 111703262 430||N31 教養基礎選書
好きになる化学基礎実験 111703263 432||Ma58 教養基礎選書
プレゼン資料のための正しいデザイン : ビジネスを成功に導くレイア
ウトの技術 111703264 336.49||Su96 教養基礎選書
青トレ : 青学駅伝チームのコアトレーニング&ストレッチ 111703265 782.3||H31 教養基礎選書
今度こそわかるくりこみ理論 (今度こそわかるシリーズ) 111703266 421.3||So45 教養基礎選書
今度こそわかる場の理論 111703267 421.3||N85 教養基礎選書
写真で行く満洲鉄道の旅 111703269 686.2||Ta29 教養基礎選書
これから学ぶmacOSターミナル 111703270 007.634||Z||O87 教養基礎選書
大学生のための力学入門 111703271 423||Ko65 教養基礎選書
大学生のための力学入門 111703272 423||Ko65 教養基礎選書
村上春樹と中国 111703274 910.268||Mu43 教養基礎選書
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書名 資料ID 請求記号 選書部局
企業の本質 (専門基礎ライブラリー. 経営学:1) (プラスNavi) 111703277 335.1||Sh99 教養基礎選書
日本の石炭産業遺産 111703279 567.092||To41 教養基礎選書
そして五人がいなくなる (講談社文庫:[は-78-1]. 名探偵夢水清志郎事件
ノート) 111703281 817.7||H47 教養基礎選書
アカシヤの大連 (講談社文芸文庫:[き-A1]) 111703282 913.6||Ki89 教養基礎選書
しくじり動物大集合 : なんでそうした!?そうなった!? : 進化に失敗した
ポンコツな動物たち150種以上! 111703284 817.7||Sh69 教養基礎選書
長登銅山跡 (日本の遺跡:49) 111703285 210.2||I32 教養基礎選書
三内丸山遺跡 (日本の遺跡:48) 111703286 210.25||O38 教養基礎選書
イラッとされないビジネスメール正解不正解 111703290 670.9||H66 教養基礎選書
ナビラとマララ : 「対テロ戦争」に巻き込まれた二人の少女 111703291 817.7||Mi84 教養基礎選書
金融政策の「誤解」 : "壮大な実験"の成果と限界 111703293 338.3||H46 教養基礎選書
マンキューマクロ経済学 第4版 1 入門篇 111703319 331||Ma44||v.1 教養基礎選書
鉄と銅の生産の歴史 : 古代から近世初頭にいたる : 金・銀・鉛も含め
て 増補改訂版 111703320 564.02||Sa75 教養基礎選書
みんなが知りたい化石の疑問50 : 一部の化石からどうして全体がわか
るの?映画のようにDNAから恐竜を再生できる? (サイエンス・アイ新
書:SIS-198) 111703323 457||Ki68 教養基礎選書
楽譜でわかるクラシック音楽の歴史 : 古典派・ロマン派・20世紀の音
楽 111703343 762.3||H72 教養基礎選書

Korea : pbk (Culture shock! : a survival guide to customs and etiquette) 111703357 302.21||H98 教養基礎選書
漱石辞典 111703361 910.268||N58 教養基礎選書

筋肉・関節・骨の動きとしくみ : オールカラー (運動・からだ図解) 111703366 780.193||Mu55 教養基礎選書
三池炭鉱史 (教育社歴史新書:日本史 145) 111703476 567.092||Ko99 教養基礎選書
経営入門 第3版 (日経文庫:11156,1156. ベーシック) 111703488 336||Ta45 教養基礎選書
USA (Culture shock! : a survival guide to customs and etiquette) 111703500 302.53||W37 教養基礎選書
はじめてのマック : Windowsとは違うMacのキホン 2018 (マイナビ
ムック. Mac Fan:special) 151700720 007.6||H16 教養基礎選書
水俣病にまなぶ旅 : 水俣病の前に水俣病はなかった 111703512 493.15||H32 教養基礎選書
真珠湾を語る : 歴史・記憶・教育 111702805 210.75||Y16 教育・教科教育
「戦跡」の戦後史 : せめぎあう遺構とモニュメント (岩波現代全
書:072) 111702827 210.75||F77 教育・教科教育
哲学者の密室 : ダッソー家殺人事件 (創元推理文庫) 111702923 913.6||Ka72 教育・教科教育
想像ラジオ 111702924 913.6||I89 教育・教科教育
私とは何か : 「個人」から「分人」へ (講談社現代新書:2172) 111702925 914.6||H66 教育・教科教育
小学校家庭科授業づくり : ベストモデル&ワークシート : 題材設定から
評価までバッチリ! 111702988 375.52||Ts93 教育・教科教育
小学校家庭科授業成功の極意 (スペシャリスト直伝!) 111703053 375.52||Ka88 教育・教科教育
子どもを守る防災手帖 : 被災ママ1089人の声に学ぶ! 111703103 369.31||Ma41 教育・教科教育
セメント樽の中の手紙ほか : プロレタリア文学 (ちくま文庫:[き41-6].

教科書で読む名作) 111703118 913.68||H47 教育・教科教育
山月記・名人伝ほか (ちくま文庫:[き41-2]. 教科書で読む名作) 111703119 913.6||N36 教育・教科教育
羅生門・蜜柑ほか (ちくま文庫:[き41-1]. 教科書で読む名作) 111703120 913.6||A39 教育・教科教育

走れメロス・富嶽百景ほか (ちくま文庫:[き-41-8]. 教科書で読む名作) 111703124 913.6||D49 教育・教科教育
陰翳礼讃・刺青ほか (ちくま文庫:[き41-4]. 教科書で読む名作) 111703125 918.68||Ta88 教育・教科教育
伊豆の踊子・禽獣ほか (ちくま文庫:[き-41-7]. 教科書で読む名作) 111703126 913.6||Ka91 教育・教科教育

一つのメルヘンほか : 詩 (ちくま文庫:[き-41-10]. 教科書で読む名作) 111703127 911.568||N33 教育・教科教育

高瀬舟・最後の一句ほか (ちくま文庫:[き-41-9]. 教科書で読む名作) 111703128 913.6||Mo45 教育・教科教育
夏の花ほか : 戦争文学 (ちくま文庫:[き41-3]. 教科書で読む名作) 111703130 913.68||H31 教育・教科教育
夢十夜・文鳥ほか (ちくま文庫:[き41-5]. 教科書で読む名作) 111703131 913.6||N58 教育・教科教育
防災Walker : 関係省庁に徹底取材! : 「備え」と「知恵」の最新情報、
一挙掲載! (角川SSCムック) 111703133 369.3||B66 教育・教科教育
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書名 資料ID 請求記号 選書部局
文学研究から現代日本の批評を考える : 批評・小説・ポップカル
チャーをめぐって 111703135 904||N86 教育・教科教育
ウルトラマン「正義の哲学」 (朝日文庫) 111703157 778.8||Ka39 教育・教科教育

社会を創る市民の教育 : 協働によるシティズンシップ教育の実践 111703164 375.31||O86 教育・教科教育
坂口安吾の未来 : 危機の時代と文学 111703210 910.268||Sa28 教育・教科教育
社会科教育の今を問い、未来を拓く : 社会科(地理歴史科、公民科)授業
はいかにしてつくられるか 111703216 375.3||N71 教育・教科教育
ウルトラQの精神史 (フィギュール彩:64) 111703231 778.8||O67 教育・教科教育
ゴジラの精神史 (フィギュール彩:13) 111703232 778.21||O67 教育・教科教育
これからの「歴史教育法」 111703275 375.324||N98 教育・教科教育
人生で大切なことはすべて家庭科で学べる : ふくしまの男性教員によ
る授業 111703283 375.5||Su17 教育・教科教育
情痴小説の研究 111703342 910.26||Ki63 教育・教科教育
東アジアの音楽文化 : 物語と交流と (アジア遊学:170) 111702809 302.2||H31 教育・音楽教育
東北の民俗芸能と祭礼行事 111703005 386.8||Ki24 教育・音楽教育

大人のための独習バイエル : これならひとりでマスターできる! 上巻 151700698 763.2||B14||v.1 教育・音楽教育

大人のための独習バイエル : これならひとりでマスターできる! 下巻 151700699 763.2||B14||v.2 教育・音楽教育
ヴァイオリン奏法 新訳版 111703273 763.42||Mo98 教育・音楽教育
近代デザインの美学 111702851 701.1||Ta57 教育・美術教育
構成学のデザイントレーニング : デザインに活かす造形力 111702986 757||Mi64 教育・美術教育
Graphic recorder : 議論を可視化するグラフィックレコーディングの教
科書 111703136 809.6||Sh49 教育・美術教育
未来を築くデザインの思想 : ポスト人間中心デザインへ向けて読むべ
き24のテキスト 111703146 757.04||A79 教育・美術教育

ハーバード・プロジェクト・ゼロの芸術認知理論とその実践 : 内なる
知性とクリエティビティを育むハワード・ガードナーの教育戦略 111703165 371.4||I35 教育・美術教育
デザインの小さな哲学 111703294 501.83||F35 教育・美術教育
実践柔道論 111702733 789.2||Ko61 教育・スポーツ
日本の柔道フランスのJUDO 111702752 789.2||Mi93 教育・スポーツ
図説ダンスの解剖・運動学大事典 : テクニックの上達と損傷予防のた
めの基礎とエクササイズ 111702795 769.9||C78 教育・スポーツ
ダンス解剖学 (スポーツ解剖学シリーズ) 111702840 769.9||H11 教育・スポーツ

オリンピックと平和 : 課題と方法 (広島経済大学研究双書:第38冊) 111702996 780.69||U24 教育・スポーツ
空間紛争としての持続的スポーツツーリズム : 持続的開発が語らない
地域の生活誌 111703077 780.13||Mu59 教育・スポーツ
空間紛争としての持続的スポーツツーリズム : 持続的開発が語らない
地域の生活誌 111703078 780.13||Mu59 教育・スポーツ
ダンサーなら知っておきたい「からだ」のこと 111703087 769.9||Mi95 教育・スポーツ
体つくり (小学校体育写真でわかる運動と指導のポイント) 111703088 375.492||Ma28 教育・スポーツ
マット (小学校体育写真でわかる運動と指導のポイント) 111703089 375.492||Ma81 教育・スポーツ
特別支援教育時代の体育・スポーツ : 動きを引き出す教材80 111703090 378||G72 教育・スポーツ
スポーツメンタルトレーニング教本 3訂版 111703094 780.7||N71 教育・スポーツ
ダンスの言語 : 動きを読む・書く・表現する 111703096 769||G91 教育・スポーツ
ダンサーなら知っておきたい「トレーニング」のこと 111703097 769.9||Mi95 教育・スポーツ
ダンステクニックとケガ : その予防と治療 改訂版 111703098 769.9||H96 教育・スポーツ
バレエ・ヒストリー : ビジュアル版 : バレエ誕生からバレエ・リュス
まで 111703114 769.9||H12 教育・スポーツ
ボール運動の教材を創る : ゲームの魅力をクローズアップする授業づ
くりの探究 111703192 375.49||I97 教育・スポーツ
体育授業のためのやさしい教授学 111703228 375.49||Ku95 教育・スポーツ
日本武道と東洋思想 111703295 789||So27 教育・スポーツ
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書名 資料ID 請求記号 選書部局
Oxford English grammar course, intermediate : a grammar practice

book for intermediate and upper-intermediate students of English : with

answers 111702495 835||Sw2 教育・英語教育
Oxford English grammar course, basic : a grammar practice book for

elementary to pre-intermediate students of English : student's book and

CD-ROM pack with answers 111702496 835||Sw2 教育・英語教育
ESL classroom activities for teens and adults 5th ed 111702581 830.7||V62 教育・英語教育
The sot-weed factor : a novel 1st Dalkey Archive ed : pbk (American

literature series) 111702582 933.7||B25 教育・英語教育
The floating opera, and, The end of the road 1st Anchor books ed 111702583 933.7||B25 教育・英語教育
Selected plays 111702640 932.7||P97 教育・英語教育
Word frequencies in written and spoken English : based on the British

National Corpus : hbk 111702667 834||L51 教育・英語教育
The complete short stories of James Purdy 111702668 933.7||P97 教育・英語教育
小学校で英語を教えるためのミニマム・エッセンシャルズ : 小学校外
国語科内容論 111702732 375.893||Sa29 教育・英語教育
兄弟喧嘩のイギリス・アイルランド演劇 111702872 932.4||I97 教育・英語教育
小学校英語教科化への対応と実践プラン : 新学習指導要領ポイントは
ここ! : 時間割・指導・評価・研修…全面実施までにすべきこと (教職
研修総合特集) 111703055 375.893||Y86 教育・英語教育

英語学習のメカニズム : 第二言語習得研究にもとづく効果的な勉強法 111703191 830.7||H71 教育・英語教育
図説アイルランドの歴史 (ふくろうの本) 111703220 233.9||Y31 教育・英語教育
天才たちのつくった数学の世界 (綜合ムック) 111702771 410.28||Su96 教育・数学教育
4次元のトポロジー 新版 111702796 415.7||Ma81 教育・数学教育
楽しもう射影平面 : 目で見る組合せトポロジーと射影幾何学 111702867 414.4||O81 教育・数学教育
現代数理統計学の基礎 (共立講座 数学の魅力:11) 111702992 417||Ku13 教育・数学教育
数理統計学の基礎 (クロスセクショナル統計シリーズ:1) 111703070 417||O12 教育・数学教育
円周率 : 歴史と数理 (数学のかんどころ:22) 111703071 414.12||N37 教育・数学教育
量子情報理論 第2版 (Springer university textbooks) 111702813 007.1||Sa16 教育・理科教育

「資質・能力」を育成する理科授業モデル : 使える授業ベーシック研
究会発 (小学校新学習指導要領のカリキュラム・マネジメント) 111702862 375.422||Sa75 教育・理科教育
授業が変わる! : 新学習指導要領ハンドブック 中学校理科編 111702926 375.1||J49 教育・理科教育
入門量子ダイナミクス : 時間依存の量子力学を中心に 上 111702927 421.3||Ta88||v.1 教育・理科教育
入門量子ダイナミクス : 時間依存の量子力学を中心に 下 111702928 421.3||Ta88||v.2 教育・理科教育
超伝導磁束状態の物理 111702929 427.45||Ka14 教育・理科教育
基礎化学実験安全オリエンテーション 111703051 432.1||Y24 教育・理科教育
相対性理論で正しく動くGPS (化学のはたらきシリーズ:第2巻. 家電製
品がわかる:2) 111703140 545.88||N71 教育・理科教育
自動車がわかる : 自動車を動かす化学のちから (化学のはたらきシリー
ズ:3) 111703141 537||N71 教育・理科教育
グラフィック演習量子力学の基礎 (ライブラリ物理学グラフィック講
義:別巻4) 111703144 421.3||W12 教育・理科教育
理科授業をデザインする理論とその展開 : 自律的に学ぶ子どもを育て
る 111703217 375.42||Mo55 教育・理科教育
力学 第2版 (物理学スーパーラーニングシリーズ) 111703360 423||Sa16 教育・理科教育
Macroscale and microscale organic experiments 7th ed., student ed :

[hardback] 111703422 437.075||W74 教育・理科教育

量子渦のダイナミクス : 砂丘と風紋の動力学 (非線形科学シリーズ:1) 111703659 426.7||Ts19 教育・理科教育
Organizational culture and leadership 5th ed : pbk. 111702584 336.3||Sc2 教育・発達教育
ヘルダー旅日記 111702747 134.1||H53 教育・発達教育
美の形成 (こぶし文庫:26. 戦後日本思想の原点) 111702755 704||Ki39 教育・発達教育
表現愛 (こぶし文庫:21. 戦後日本思想の原点) 111702756 104||Ki39 教育・発達教育
倫理学・教育学論集 (ディルタイ全集:第6巻) 111702800 134.9||D74 教育・発達教育
近代日本における読書と社会教育 : 図書館を中心とした教育活動の成
立と展開 111702802 015.6||Y35 教育・発達教育
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書名 資料ID 請求記号 選書部局
社会教育の公共性論 : 社会教育の制度設計と評価を考える (講座転形期
の社会教育:5) 111702819

379.08||Ko98||v.

5 教育・発達教育
社会教育の連携論 : 社会教育の固有性と連携を考える (講座転形期の社
会教育:2) 111702820

379.08||Ko98||v.

2 教育・発達教育
社会教育の学習論 : 社会教育がめざす人間像を考える (講座転形期の社
会教育:4) 111702821

379.08||Ko98||v.

4 教育・発達教育
災害と子ども支援 : 復興のまちづくりに子ども参加を 111702826 369.4||A12 教育・発達教育
インタラクティブな英語リーディングの指導 111702930 375.893||I89 教育・発達教育
「考え、議論する道徳」の指導法と評価 111702975 375.35||N85 教育・発達教育
仏教的世界の教育論理 : 仏教と教育の接点 111702989 187||N71 教育・発達教育
今すぐ出来る!全校『学び合い』で実現するカリキュラム・マネジメン
ト 111703052 375||N83 教育・発達教育
若手教師がぐんぐん育つ学力上位県のひみつ : なぜ新採でもすぐに結
果が出せるのか 111703056 374.3||C42 教育・発達教育
若手教師がぐんぐん育つ学力上位県のひみつ : なぜ新採でもすぐに結
果が出せるのか 111703057 374.3||C42 教育・発達教育
若手教師がぐんぐん育つ学力上位県のひみつ : なぜ新採でもすぐに結
果が出せるのか 111703058 374.3||C42 教育・発達教育
保育の場で子どもを理解するということ : エピソード記述から"しる"と
"わかる"を考える 111703079 376.1||Mu76 教育・発達教育
どうすれば子どもたちのいのちは守れるのか : 事件・災害の教訓に学
ぶ学校安全と安全教育 111703081 374.92||Ma77 教育・発達教育
どこまでやるか、町内会 (ポプラ新書:118) 111703156 318.8||Ka39 教育・発達教育
なぜ世界の幼児教育・保育を学ぶのか : 子どもの豊かな育ちを保障す
るために 111703162 376.12||I99 教育・発達教育
国際理解教育指導事例集 小学校編 111703170 375||Mo31 教育・発達教育

英文法導入のための「フォーカス・オン・フォーム」アプローチ 111703186 375.893||Ta54 教育・発達教育

子どもの遊びの世界を知り、学び、考える! : 子育て・保育セミナー 111703224 376.1||O17 教育・発達教育
「藤里方式」が止まらない : 弱小社協が始めたひきこもり支援が日本
を変える可能性? (市民力ライブラリー) 111703225 367.68||Ki24 教育・発達教育
カリキュラム・マネジメント入門 111703234 375||Ta82 教育・発達教育
「ゆとり」批判はどうつくられたのか : 世代論を解きほぐす 111703287 372.107||Sa85 教育・発達教育
絵本の絵を読み解く 111703341 726.601||Su48 教育・発達教育
小中連携Q&Aと実践 : 小学校外国語活動と中学校英語をつなぐ40のヒ
ント 改訂 111703924 375.893||Y84 教育・発達教育

本当のかしこさとは何か : 感情知性(EI)を育む心理学 (心理学叢書) 111703049 141.6||H18 教育・心理学
ポテンシャル知覚心理学 (テキストライブラリ心理学のポテンシャ
ル:2) 111703145 141.27||N37 教育・心理学
関係の中で人は生きる : 「接面」の人間学に向けて 111703163 140.7||Ku25 教育・心理学
心理学のためのサンプルサイズ設計入門 111703194 140.7||Mu41 教育・心理学
心理学マニュアル要因計画法 111703196 140.75||G72 教育・心理学
石の虚塔 : 発見と捏造、考古学に憑かれた男たち 111703200 210.23||U36 教育・心理学
ヒトとイヌがネアンデルタール人を絶滅させた 111703219 469.2||Sh79 教育・心理学
障害の重い子どもの指導Q&A : 自立活動を主とする教育課程 111702857 378.3||Z3 教育・特別支援
イラスト版発達障害児の楽しくできる感覚統合 : 感覚とからだの発達
をうながす生活の工夫とあそび 111702979 378||O81 教育・特別支援
ちょっとしたスペースで発達障がい児の脳と感覚を育てるかんたん運
動 111702980 378||Mo64 教育・特別支援
イラスト版ADHDのともだちを理解する本 : こんなときこうする、み
んなでなかよし応援団 111702981 378||H31 教育・特別支援
イラスト版発達障害の子がいるクラスのつくり方 : これが基本子ども
が困らない35のスキル 111702982 378||U66 教育・特別支援

イラスト版LDのともだちを理解する本 : 楽しく学ぶなかよし応援団 111702983 378||U45 教育・特別支援
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イラスト版発達に遅れのある子どもと学ぶ性のはなし : 子どもとマス
ターする性のしくみ・いのちの大切さ 111702984 378||I89 教育・特別支援
イラスト版自閉症のともだちを理解する本 : いっしょに学ぶなかよし
応援団 111702985 378||H31 教育・特別支援
通常学級在籍の病気の子どもと特別な教育的配慮の研究 111702990 378.4||I31 教育・特別支援
基礎から学ぶ特別支援教育の授業づくりと生活の指導 111703085 378||U32 教育・特別支援
社会的身体 : ハビトゥス・アイデンティティ・欲望 111702746 361||C93 教育・地域社会
古代文明に刻まれた宇宙 : 天文考古学への招待 111702749 440.2||Ma29 教育・地域社会
古代文明に刻まれた宇宙 : 天文考古学への招待 111702750 440.2||Ma29 教育・地域社会
あたらしい家づくりの教科書 111702772 527||Ma26 教育・地域社会
実験が切り開く21世紀の社会科学 (フロンティア実験社会科学:1) 111702801 301.6||Sa19 教育・地域社会
環境・設備から考える建築デザイン (はじめての建築学:建築・環境共
生デザイン基礎編) 111702806 525.1||Ke41 教育・地域社会

住宅をデザインする 新版 (はじめての建築学:建築デザイン基礎編) 111702807 527.1||Ke41 教育・地域社会
行政法 (日評ベーシック・シリーズ) 111702814 323.9||Sh55 教育・地域社会
一歩前へ出る司法 : 泉徳治元最高裁判事に聞く 111702822 327.12||I99 教育・地域社会
近代の観察 : 新装版 (叢書・ウニベルシタス:766) 111702824 361.234||L96 教育・地域社会
司法と憲法9条 : 自衛隊違憲判決と安全保障 111702829 323.142||N14 教育・地域社会
現代の行政 新版 111702839 317.1||Mo66 教育・地域社会
地域マーケティングの核心 : 地域ブランドの構築と支持される地域づ
くり 新版 111702849 601.1||Sa75 教育・地域社会
分裂と統合の日本政治 : 統治機構改革と政党システムの変容 111702853 312.1||Su73 教育・地域社会
国際経済学 第3版 (現代経済学入門) 111702869 333.6||W26 教育・地域社会
社会環境学の世界 111702870 519.1||Ta67 教育・地域社会
ゼミナール経営学入門 第3版 111702933 335.1||I88 教育・地域社会
ゼミナールマーケティング入門 第2版 111702934 675||I75 教育・地域社会
MBAのための基本問題集 : 戦略,マーケティング,組織行動,会計・財務,

ビジネス経済・統計 : master of business administration : basic training

改訂版 111702935 336||O84 教育・地域社会
失業なき雇用流動化 : 成長への新たな労働市場改革 111702936 366.21||Y19 教育・地域社会
参加型GISの理論と応用 : みんなで作り・使う地理空間情報 111702976 448.9||W17 教育・地域社会

都市の景観地理 アジア・アフリカ編 111702977

290.173||A12||v.

7 教育・地域社会
森の日本文明史 111702994 652.1||Y62 教育・地域社会
民法(全) 111703059 324||Sh74 教育・地域社会
地方自治法概説 第7版 111703061 318.1||U53 教育・地域社会
はじめてのマーケティング (有斐閣ストゥディア) 111703063 675||Ku14 教育・地域社会
ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学 111703076 335.1||I64 教育・地域社会
データ分析の力 : 因果関係に迫る思考法 (光文社新書:878) 111703111 417||I89 教育・地域社会

マーケットデザイン : 最先端の実用的な経済学 (ちくま新書:1032) 111703113 331.845||Sa29 教育・地域社会
社会学の考え方 第2版 (ちくま学芸文庫:[ハ-35-2]) 111703121 361||B28 教育・地域社会
組織デザイン (日経文庫:1023:F40) 111703153 336.3||N99 教育・地域社会
グロービスMBA組織と人材マネジメント 111703158 336.4||G95 教育・地域社会
グロービスMBA経営戦略 新版 111703159 336.1||G95 教育・地域社会
政策研究のための統計分析 (BASIC公共政策学:14) 111703161 301||A87 教育・地域社会
グロービスMBAマネジメント・ブック 改訂3版 [1] 111703168 336||G95||v.1 教育・地域社会
グロービスMBAマネジメント・ブック 2 111703169 336||G95||v.2 教育・地域社会
新しい債権法を読みとく 111703193 324.4||Y38 教育・地域社会
キャリアで語る経営組織 : 個人の論理と組織の論理 (有斐閣アル
マ:Specialized) 111703205 336.3||I51 教育・地域社会
行動経済学入門 111703241 331||Ts93 教育・地域社会
住まいと社会 (図解住居学:4) 111703259 527||Z6||v.4 教育・地域社会
実証分析のための計量経済学 : 正しい手法と結果の読み方 111703276 331.19||Y31 教育・地域社会
1からの戦略論 第2版 111703278 336.1||Sh37 教育・地域社会

話者の言語哲学 : 日本語文化を彩るバリエーションとキャラクター 111702748 810.1||Ma98 教育・人間文化
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学生用図書選定結果（教員選書）平成29年度

書名 資料ID 請求記号 選書部局

中国・台湾・香港映画のなかの日本 (明治大学リバティブックス) 111702757 778.22||A62 教育・人間文化

チャイナ・ガールの1世紀 : 女性たちの写真が語るもうひとつの中国史 111702816 367.222||R32 教育・人間文化
泰平のしくみ : 江戸の行政と社会 111702825 210.5||F67 教育・人間文化
島の反乱、一九四八年四月三日 : 済州四・三事件の真実 111702828 221.07||G34 教育・人間文化
近世江戸の都市法とその構造 111702850 322.15||Sa32 教育・人間文化
犬の心臓 復刻新版 111702937 983||B88 教育・人間文化

ソ連という実験 : 国家が管理する民主主義は可能か (筑摩選書:0140) 111702938 238.07||Ma75 教育・人間文化
映画ジャンル論 : ハリウッド映画史の多様なる芸術主義 111702939 778.253||Ka86 教育・人間文化
日本映画一〇〇年史 : そうだったのか!あの時、あの映画 明治・大正・
昭和編 111702991 778.21||N83 教育・人間文化
朝河貫一論 : その学問形成と実践 (早稲田大学学術叢書:7) 111702993 289.1||A84 教育・人間文化
中世フランスの文化 111702998 235.04||So71 教育・人間文化
空間と歴史 (フランスのアイデンティティ:第1篇) 111702999 293.5||B71||v.1 教育・人間文化
人々と物質的条件 (フランスのアイデンティティ:第2篇) 111703000 293.5||B71||v.2 教育・人間文化
世界の庭園墓地図鑑 : 歴史と景観 111703003 629.8||Ka57 教育・人間文化
アーネスト・ヘミングウェイの文学 (Minerva英米文学ライブラ
リー:14) 111703080 930.278||I44 教育・人間文化
映画を知るための教科書 : 1912-1979 111703147 778.09||Sa25 教育・人間文化
中国抗日映画・ドラマの世界 (祥伝社新書:342) 111703152 778.22||R98 教育・人間文化

空間と時間の中の方言 : ことばの変化は方言地図にどう現れるか 111703166 818.04||O66 教育・人間文化
済州島で暮らせば 111703201 914.6||Ki38 教育・人間文化
図説ジャンヌ・ダルク : フランスに生涯をささげた少女 (ふくろうの
本) 111703221 289.3||J31 教育・人間文化
ヨーロッパの幻想美術 : 世紀末デカダンスとファム・ファタール (宿命
の女) たち 111703257 723.3||U76 教育・人間文化
図説台湾の歴史 増補版 111703268 222.4||Sh99 教育・人間文化
ルイ14世とリシュリュー : 絶対王政をつくった君主と宰相 (世界史リブ
レット人:54) 111703280 289.3||L92 教育・人間文化
修道院の歴史 : 聖アントニオスからイエズス会まで (創元世界史ライブ
ラリー) 111703288 195||Su49 教育・人間文化
ジャンヌ=ダルクの百年戦争 新訂版 (新・人と歴史拡大版:06) 111703289 289.3||J31 教育・人間文化
異端カタリ派の歴史 : 十一世紀から十四世紀にいたる信仰、十字軍、
審問 (講談社選書メチエ:635) 111703292 192.3||R69 教育・人間文化
歴史のなかのブロンテ 111703478 930.268||B75 教育・人間文化
イオン交換膜 : 基礎と応用 111702212 578.45||Ta84 工学・応用化学
「有機反応機構」ワークブック : 巻矢印で有機反応を学ぶ! 111702213 437||O57 工学・応用化学
演習無機化学 : 基本から大学院入試まで 第2版 111702253 435||H67 工学・応用化学
トコトンやさしい色彩工学の本 (B&Tブックス. 今日からモノ知りシ
リーズ) 111702254 425.7||Ma26 工学・応用化学
結晶学と構造物性 : 入門から応用,実践まで (物質・材料テキストシ
リーズ) 111702289 459.9||N92 工学・応用化学
新・よくわかるISO環境法 : ISO14001と環境関連法規 改訂第12版 111702290 519.12||Su96 工学・応用化学
基礎固体化学 : 無機材料を中心とした 新版 111702314 435||Mu41 工学・応用化学
エネルギー変換型光触媒 (化学の要点シリーズ:21) 111702315 572.7||H76 工学・応用化学
ウェイド有機化学 上 111702359 437||W12||v.1 工学・応用化学
バイオチップの基礎と応用 : 原理から最新の研究・開発動向まで
(CMC books) 111702379 464||I89 工学・応用化学
遷移金属酸化物・化合物の超伝導と磁性 (物質・材料テキストシリー
ズ) 111702388 427.45||Sa85 工学・応用化学
ゲノム編集入門 : ZFN・TALEN・CRISPR-Cas9 111702389 467.25||Y31 工学・応用化学
有害有毒プランクトンの科学 111702399 663.9||I43 工学・応用化学
金属クラスターの化学 : 新しい機能単位としての基礎と応用 (ライブラ
リ大学基礎化学:D4) 111702463 436||Ts67 工学・応用化学
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学生用図書選定結果（教員選書）平成29年度

書名 資料ID 請求記号 選書部局
高分子科学 : 合成から物性まで (エキスパート応用化学テキストシリー
ズ) 111702477 431.9||H55 工学・応用化学
高分子科学 : 合成から物性まで (エキスパート応用化学テキストシリー
ズ) 111702478 431.9||H55 工学・応用化学
遮熱・断熱材料の設計、性能評価と応用 111703345 524.29||I89 工学・応用化学
細胞の分子生物学 第6版 111702216 463||A41 工学・生命化学
細胞の分子生物学 第6版 111702217 463||A41 工学・生命化学
細胞の分子生物学 第6版 111702218 463||A41 工学・生命化学
アトキンス一般化学 上 111702271 430||A94||v.1 工学・生命化学
アトキンス一般化学 上 111702272 430||A94||v.1 工学・生命化学
Essential細胞生物学 111702400 463||A41 工学・生命化学
Essential細胞生物学 111702401 463||A41 工学・生命化学
Essential細胞生物学 111702402 463||A41 工学・生命化学
分子細胞生物学 第7版 111702403 463||D42 工学・生命化学
分子細胞生物学 第7版 111702404 463||D42 工学・生命化学
分子細胞生物学 第7版 111702405 463||D42 工学・生命化学
アトキンス一般化学 下 111702406 430||A94||v.2 工学・生命化学
アトキンス一般化学 下 111702407 430||A94||v.2 工学・生命化学
分子細胞免疫学 111702408 491.8||A11 工学・生命化学
分子細胞免疫学 111702409 491.8||A11 工学・生命化学
分子細胞免疫学 111702410 491.8||A11 工学・生命化学
分子細胞免疫学 111702464 491.8||A11 工学・生命化学
世界中で水素エネルギー社会が動き出した : 30年後に結願となる
(CMC books:B1195) 111702380 501.6||I38 工学・材料工学
Charge and heat transport phenomena in electronic and spin structures

in B20-type compounds (Springer theses : recognizing outstanding Ph.

D. research) 111702588 436||Ka48 工学・材料工学
Topological structures in ferroic materials : domain walls, vortices and

skyrmions (Springer series in materials science:v. 228) 111702590 541.65||Se17 工学・材料工学
アルミニウム技術便覧 DVD版 111702723 DVD-ROM||36 工学・材料工学
燃料電池 : システム制御と基盤技術 (TRC R&D library) 111703426 572.1||To66 工学・材料工学
私のダイカストロマン : 「光輝くダイカストへの挑戦」日本列島を鋳
造技術の宝石箱に! 111703489 566.18||I88 工学・材料工学

Houdiniではじめる3Dビジュアルエフェクト (I/O books) 111702230 007.642||H64

工学・人間情報工
学

関係データ学習 (MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ) 111702240 007.13||I73

工学・人間情報工
学

デジタル言語処理学事典 111702255 007.636||G34

工学・人間情報工
学

VRコンテンツ開発ガイド2017 111702273 548||N83

工学・人間情報工
学

深層学習による自然言語処理 (MLP機械学習プロフェッショナルシ
リーズ) 111702291 007.636||Ts15

工学・人間情報工
学

バンディット問題の理論とアルゴリズム (MLP機械学習プロフェッ
ショナルシリーズ) 111702292 007.13||H84

工学・人間情報工
学

データ解析におけるプライバシー保護 (MLP機械学習プロフェッショ
ナルシリーズ) 111702293 007.609||Sa45

工学・人間情報工
学

画像認識 (MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ) 111702294 007.1||H32

工学・人間情報工
学

プログラミングXamarin : Xamarin.FormsとC#によるクロスプラット
フォームモバイルアプリ開発 上 (マイクロソフト公式解説書) 111702303

007.64||Z||P47・
v.1

工学・人間情報工
学

Pythonではじめるデータラングリング : データの入手、準備、分析、
プレゼンテーション 111702308 007.609||Ka99

工学・人間情報工
学

Swift実践入門 : 直感的な文法と安全性を兼ね備えた言語 (Web+DB

Pressプラスシリーズ) 111702309 007.64||Z||I76

工学・人間情報工
学

軽量・高速モバイルデータベースRealm入門 111702310 694.6||Su28

工学・人間情報工
学
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書名 資料ID 請求記号 選書部局

実例で学ぶゲーム3D数学 111702311 007.642||D97

工学・人間情報工
学

IoT時代のエクスペリエンス・デザイン 111702316 675||A88

工学・人間情報工
学

統計的因果探索 (MLP機械学習プロフェッショナルシリーズ) 111702317 007.13||Sh49

工学・人間情報工
学

アルゴリズム図鑑 : 絵で見てわかる26のアルゴリズム 111702326 007.64||Z||I72

工学・人間情報工
学

TensorFlowで学ぶディープラーニング入門 : 畳み込みニューラルネッ
トワーク徹底解説 111702339 007.13||N34

工学・人間情報工
学

Unity5の教科書 : 2D&3Dスマートフォンゲーム入門講座 : はじめてで
も安心! (Entertainment & IDEA) 111702340 798.5||Ki68

工学・人間情報工
学

理論と実践で学ぶHoudini SOP&VEX編 111702341 007.642||Sa45

工学・人間情報工
学

言語の事典 : 新装版 111702342 803||N34

工学・人間情報工
学

デジタルビジネスへの挑戦 (情報サービス産業白書:2017. White paper

of information service industry) 111702349

007.35||J66||201

7

工学・人間情報工
学

医用画像3Dモデリング・3Dプリンター活用実践ガイド 111702350 492.8||Su38

工学・人間情報工
学

進化するヒトと機械の音声コミュニケーション 111702351 548.21||Sh64

工学・人間情報工
学

情報メディア白書 2017 111702352

007.35||D61||20

17

工学・人間情報工
学

VR/AR医療の衝撃 : ヘルスケアから医療現場、教育、コンテンツビジ
ネスへ 111702411 492.8||Su38

工学・人間情報工
学

デジタルトランスフォーメーション : 破壊的イノベーションを勝ち抜
くデジタル戦略・組織のつくり方 111702412 336.17||B32

工学・人間情報工
学

3次元画像処理 111702413 007.1||L83

工学・人間情報工
学

UnityによるVRアプリケーション開発 : 作りながら学ぶバーチャルリア
リティ入門 111702414 548||L64

工学・人間情報工
学

たっきゅんのガチンコツール開発部 : Maya Python 101 (CG Pro

Insights) 111702415 007.642||I89

工学・人間情報工
学

3Dアーティストのための人体解剖学 : Anatomy for 3D artists日本語版 111702416 007.642||Su76

工学・人間情報工
学

スカルプターのための美術解剖学 [1] 111702417 701.5||Z1

工学・人間情報工
学

デジタル人工知能学事典 111702418 007.13||J52

工学・人間情報工
学

SAP、アップル、アマゾン、オラクル、グーグル、セールスフォー
ス、フェイスブック、マイクロソフトの動向 : 21世紀ITの変革者たち :

1998年3月-2015年3月 : ソフト/クラウドベンダー激闘史DVD-ROM 111702479 DVD-ROM||35

工学・人間情報工
学

車載ディスプレイのHMI(ヒューマンマシンインターフェース)と視認
性、安全性向上 111703346 537.6||Mu59

工学・人間情報工
学

微分トポロジー講義 (シュプリンガー数学クラシックス:第6巻) 111702214 415.7||Mi28 工学・数理科学
メビウスの作った曲面 (本格数学練習帳:2) 111702215 410||F73 工学・数理科学
トポロジカル絶縁体入門 111702232 428.8||A47 工学・数理科学
ベイズ法の基礎と応用 : 条件付き分布による統計モデリングとMCMC

法を用いたデータ解析 111702256 417||Ma64 工学・数理科学
現象から微積分を学ぼう 111702257 413.3||Ka26 工学・数理科学
ルベーグ積分入門 111702295 413.4||Ta89 工学・数理科学
曲面結び目理論 (シュプリンガー現代数学シリーズ:第16巻) 111702360 415.7||Ka31 工学・数理科学
微分トポロジー (シュプリンガー数学クラシックス:第25巻) 111702361 415.7||H75 工学・数理科学
反復積分の幾何学 (シュプリンガー現代数学シリーズ:14) 111702362 415.7||Ko76 工学・数理科学
トポロジカル絶縁体・超伝導体 (シュプリンガー現代理論物理学シ
リーズ:6) 111702363 428.8||N95 工学・数理科学
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書名 資料ID 請求記号 選書部局
曲面と多様体 (講座数学の考え方:14) 111702465 415.7||Ka97 工学・数理科学
Galois theory 4th ed : pbk 111702497 411.73||St5 工学・数理科学
Codes and automata : hardback (Encyclopedia of mathematics and its

applications:[129]) 111702594 007.1||B38 工学・数理科学
Quantum field theory and critical phenomena 4th ed (The international

series of monographs on physics:113) (Oxford science publications) 111702595 421.3||Z4 工学・数理科学
Varieties in projective space 3rd ed (Basic algebraic geometry:1) 111702596 411.8||Sh11||v.1 工学・数理科学
Schemes and complex manifolds 3rd ed (Basic algebraic geometry:2) 111702597 411.8||Sh11||v.2 工学・数理科学
Monodromy and asymptotics of integrals (Modern Birkhäuser

classics:Singularities of differentiable maps / V.I. Arnold, S.M. Gusein-

Zade, A.N. Varchenko:v. 2) 111702598 415.7||A79||v.2 工学・数理科学
Algebra pbk. 111702599 411||G88 工学・数理科学
Introduction to axiomatic set theory 2nd ed : pbk. (Graduate texts in

mathematics:1) 111702600 410.9||Ta67 工学・数理科学
An introduction to algebraic topology : us (Graduate texts in

mathematics:119) 111702601 415.7||R74 工学・数理科学
The finite simple groups (Graduate texts in mathematics:251) 111702602 411.63||W75 工学・数理科学
Algebra Corrected 12th print : us (Graduate texts in mathematics:73) 111702603 411||H98 工学・数理科学
The classification of critical points, caustics and wave fronts (Modern

Birkhäuser classics:Singularities of differentiable maps / V.I. Arnold,

S.M. Gusein-Zade, A.N. Varchenko:v. 1) 111702604 415.7||A79||v.1 工学・数理科学
Algebraic topology 1st corr. Springer ed : us : pbk 111702605 415.7||Sp2 工学・数理科学
Introduction to topology : pure and applied 111702641 415.7||A16 工学・数理科学
Combinatorics on words Reissued [ed.] / the Cambridge mathematical

library : pbk (Cambridge mathematical library) 111702669 411.22||L91 工学・数理科学
Field and Galois theory (Graduate texts in mathematics:167) 111702709 411.73||Mo41 工学・数理科学
Graph coloring problems (Wiley-Interscience series in discrete

mathematics and optimization) 111703554 415.7||J37 工学・数理科学
圧縮性流体の計測と制御 : 空気圧解析入門 (初歩と実用シリーズ) 111702235 534.92||Ka17 工学・機械工学
図解はじめての油圧装置 改訂版 (やさしいメカトロニクス入門シリー
ズ) 111702236 534.5||Sh77 工学・機械工学
振動工学 : 振動の基礎から実用解析入門まで : 新装版 111702241 501.24||F67 工学・機械工学
アクチュエータが未来を創る 111702258 531.38||O47 工学・機械工学
ミュオンスピン回転法 : 謎の粒子ミュオンが拓く物質科学 (基本法則か
ら読み解く物理学最前線:10) 111702259 429.6||Ka14 工学・機械工学
システム制御基礎理論 111702296 548.31||Ka86 工学・機械工学
物質中の電場と磁場 : 物性をより深く理解するために (フロー式物理演
習シリーズ:13) 111702297 428||Mu43 工学・機械工学
機能性酸化鉄粉とその応用 111702327 501.42||H88 工学・機械工学
倒立振子で学ぶ制御工学 111702343 548.31||Ka98 工学・機械工学

実践ロバスト制御 (システム制御工学シリーズ:11) 111702344

548.3||Sh91||v.1

1 工学・機械工学
MATLABと実験でわかるはじめての自動制御 111702345 548.3||Ku33 工学・機械工学
機械系の振動学 111702346 531.18||Y27 工学・機械工学
未来を動かすソフトアクチュエータ : 高分子・生体材料を中心とした
研究開発 普及版 (CMCテクニカルライブラリー:597. 新材料・新素材
シリーズ) 111702381 492.89||O72 工学・機械工学
自動車用センサの最新動向 普及版 (CMCテクニカルライブラリー:543.

エレクトロニクスシリーズ) 111702382 537.6||Ki31 工学・機械工学
磁性ビーズのバイオ・環境技術への応用展開 普及版 (CMCテクニカル
ライブラリー:425. 新材料・新素材シリーズ) 111702383 541.66||H29 工学・機械工学

スピントロニクス入門 : 物理現象からデバイスまで (材料学シリーズ) 111702390 549||I56 工学・機械工学
機械力学 (Professional engineer library) 111702419 531.3||H84 工学・機械工学
工業熱力学の基礎と要点 111702420 501.26||N45 工学・機械工学
工業熱力学の基礎と要点 111702421 501.26||N45 工学・機械工学
伝熱学 : 基礎と要点 111702422 426.3||Ki24 工学・機械工学
伝熱学 : 基礎と要点 111702423 426.3||Ki24 工学・機械工学
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機械力学の基礎 : 力学への入門 (機械工学テキストライブラリ:USM-2) 111702466 531.3||Mi79 工学・機械工学
Far- and Deep-ultraviolet Spectroscopy 111702607 433.57||O96 工学・機械工学
Fundamental principles of engineering nanometrology 2nd ed : hbk

(Micro & nano technologies) 111702670 501.22||L46 工学・機械工学

スペースデブリ : 宇宙活動の持続的発展をめざして 111702260 538.9||Ka86

工学・創造生産工
学

ImageJではじめる生物画像解析 111702328 460.7||Mi67

工学・創造生産工
学

顕微鏡の使い方ノート : はじめての観察からイメージングの応用まで
改訂第3版 (無敵のバイオテクニカルシリーズ) 111702353 460.75||N93

工学・創造生産工
学

Spacecraft systems engineering 4th ed : hardback 111702710 538.9||F39

工学・創造生産工
学

Fundamentals of astrodynamics and applications 4th ed : pbk (Space

technology library) 111703529 441.1||V24

工学・創造生産工
学

「音響学」を学ぶ前に読む本 111702234 424||Sa32 工学・電気電子
圧電現象 111702238 427.3||Mo66 工学・電気電子
永久磁石同期モータの制御 : センサレスベクトル制御技術 111702245 542.33||Sh64 工学・電気電子
誘導モータのベクトル制御技術 111702261 542.43||Sh64 工学・電気電子
光メタ表面材料 : 表面ナノ構造の光学 111702262 549.9||Ma51 工学・電気電子
電気エネルギー工学 : 発電から送配電まで : 新装版 111702298 543||Y61 工学・電気電子
熱設計と数値シミュレーション 111702299 549||Ku45 工学・電気電子
音響学入門ペディア 111702300 424||N71 工学・電気電子
C++で学ぶディープラーニング : ニューラルネットワークの基礎から
C++による実装まで 111702312 007.13||F67 工学・電気電子
アナログ・センスで正しい電子回路計測 : 高速時代は回路の理解&プ
ロービングが成功のかぎ (アナログ・デザイン・シリーズ) 111702329 549.3||I75 工学・電気電子
最新電気鉄道工学 3訂版 111702330 546||D58 工学・電気電子
原子・分子の密度汎関数法 111702364 431.19||P25 工学・電気電子
ものづくりのための超音波非破壊材料評価・検査 111702365 501.55||Ka97 工学・電気電子
パワーエレクトロニクス回路における小型・高効率設計法 : 昇圧
チョッパから結合インダクタの設計まで (設計技術シリーズ) 111702366 549.8||Y31 工学・電気電子
パターン形成の数理とバイオメディカルへの応用 (マレー数理生物学:

応用編) 111702367 461.9||Mu79 工学・電気電子
基礎電気回路 第2版 : 新装版 111702391 541.1||I68 工学・電気電子
基礎電気回路 第2版 : 新装版 111702392 541.1||I68 工学・電気電子
コレスポンデンス分析の利用法 : 一般対応分析モデル 第2版 (統計解説
書シリーズ:A-48) 111702393 417||Ki34 工学・電気電子
商品開発・評価のための生理計測とデータ解析ノウハウ : 生理指標の
特徴、測り方、実験計画、データの解釈・評価方法 111702424 501.84||N71 工学・電気電子
Electrochemical energy storage : pbk (Energy series:Energy storage -

Batteries and supercapacitors set vol.1) 111702610 572.12||Ta91 工学・電気電子
Servo motors and industrial control theory 2nd ed. : hbk (Mechanical

engineering series) 111702611 531.38||F27 工学・電気電子
Impedance Analysis and Modeling of Lithium-ion Batteries 111702612 工学・電気電子
The liquid crystal display story : 50 years of liquid crystal R&D that lead

the way to the future 111702613 549.9||Ko29 工学・電気電子
液晶科学実験講座 : 基礎と計測 111703405 428.35||N71 工学・電気電子
液晶科学実験講座 : 基礎と計測 111703406 428.35||N71 工学・電気電子
光スイッチネットワーク 111703513 547.68||Ma31 工学・電気電子

巨大地震による複合災害 : 発生メカニズム・被害・都市や地域の復興 111702233 369.31||Y15 工学・土木環境
基礎からのFreeCAD (フリーキャド) (I/O books) 111702237 501.8||Ts19 工学・土木環境
交通研究のダイナミクス : 転換期をとらえる視点 111702242 680||Ta88 工学・土木環境
マンガでわかる土質力学 111702274 511.3||Ka58 工学・土木環境
マンガでわかる土質力学 111702275 511.3||Ka58 工学・土木環境
マンガでわかる土質力学 111702276 511.3||Ka58 工学・土木環境
絵とき土質力学 改訂3版 111702277 511.3||Y64 工学・土木環境
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書名 資料ID 請求記号 選書部局
絵とき土質力学 改訂3版 111702278 511.3||Y64 工学・土木環境
絵とき土質力学 改訂3版 111702279 511.3||Y64 工学・土木環境
交通インフラの多様性 111702301 681.4||Te95 工学・土木環境
オープンCAEで学ぶ構造解析入門 : DEXCS-WinXistrの活用 111702302 531.9||Sh18 工学・土木環境
未来をひらく道 : ネパール・シンズリ道路40年の歴史をたどる 111702318 514||Ka34 工学・土木環境

防護柵の設置基準・同解説 [平成28年]改訂版 111702319

514.2||N71||201

6 工学・土木環境
海岸工学 (環境・都市システム系教科書シリーズ:9) 111702320 517.8||H69 工学・土木環境
コンクリート構造物のサステイナビリティ設計 : 地球環境と人間社会
の不確実性への挑戦 111702347 511.78||Sa29 工学・土木環境
静解析 1 (CAE Books. オープンソースCAEソフトウェア『Salome-

Meca』Ver.2015.1 : 無料で使える「プリポスト」&「構造解析ソル
バー」:1) 111702355 501.34||E63 工学・土木環境
交通のインフラ (日本のインフラ : 県別データでよくわかる. 2) 111702356 681.4||I89 工学・土木環境

保存・耐久性 (木材科学講座:12) 111702394

657.08||Mo21||v.

12 工学・土木環境

複合構造標準示方書 2014年制定 原則編・維持管理編 111702425

513.1||D81||201

4 工学・土木環境

複合構造標準示方書 2014年制定 原則編・施工編 111702426

513.1||D81||201

4 工学・土木環境

複合構造標準示方書 2014年制定 原則編・設計編 111702427

513.1||D81||201

4 工学・土木環境
ドイツ都市交通行政の構造 : 運輸連合の形成・展開・組織機制 111702428 681.8||Ko12 工学・土木環境
交通心理学 改訂版 (放送大学教材:1529234-1-1711) 111702429 681.3||R27 工学・土木環境
交通心理学 改訂版 (放送大学教材:1529234-1-1711) 111702430 681.3||R27 工学・土木環境
土木技術者のための木材工学入門 111702431 511.41||D81 工学・土木環境
Maximaによる力学入門 (I/O books) 111702432 423||A31 工学・土木環境
Maximaで学ぶ微分積分 (I/O books) 111702433 413.3||A31 工学・土木環境
土質力学 (解いてわかる!) 111702434 511.3||Ki44 工学・土木環境
土質力学 (解いてわかる!) 111702435 511.3||Ki44 工学・土木環境
土質力学 (解いてわかる!) 111702436 511.3||Ki44 工学・土木環境
土木技術者のための木材工学入門 111702437 511.41||D81 工学・土木環境
日本土木史 平成3年-平成22年 111702438 510.2||D81 工学・土木環境
森林の根系特性と構造 : バイオマス算定に向けた基礎解析 111702439 653.1||Ka67 工学・土木環境
The ParaView guide : updated for ParaView version 4.3 full color

version 111702614 007.642||A98 工学・土木環境
Multi-scale modelling of structural concrete 111702671 511.7||Ma27 工学・土木環境
漁港・漁場の施設の設計参考図書 2015年版上巻 111703420 517.8||Z3||v.1 工学・土木環境
漁港・漁場の施設の設計参考図書 2015年版下巻 111703421 517.8||Z3||v.2 工学・土木環境
「なんで英語やるの?」の戦後史 : 《国民教育》としての英語、その伝
統の成立過程 111702231 375.893||Te62 工学免許・日本語

高等専修学校における適応と進路 : 後期中等教育のセーフティネット 111702239 376.7||I89 工学免許・日本語

「わたし」と「みんな」の社会学 (大澤真幸Thinking 「O」:014) 111702244 361.04||O74 工学免許・日本語

「原因と結果」の経済学 : データから真実を見抜く思考法 111702246 331.19||N37 工学免許・日本語

現代日本の「社会の心」 : 計量社会意識論 111702247 361.9||Ki22 工学免許・日本語

社会の道徳 111702248 361.234||L96 工学免許・日本語

社会学の力 : 最重要概念・命題集 111702263 361||To61 工学免許・日本語

現代と社会学 111702264 361||H92 工学免許・日本語
教育における包摂と排除 : もうひとつの若者論 (差別と排除の「い
ま」:5) 111702265 371.3||I52 工学免許・日本語
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見栄と消費 111702266 331.87||U14 工学免許・日本語

入門家族社会学 111702267 361.63||N23 工学免許・日本語

教育をよみとく : 教育学的探究のすすめ 111702322 371||Ta84 工学免許・日本語

「今、ここ」から考える社会学 (ちくまプリマー新書:270) 111702323 361||Y88 工学免許・日本語

公教育をイチから考えよう 111702324 373.1||R39 工学免許・日本語
「育休世代」のジレンマ : 女性活用はなぜ失敗するのか? (光文社新
書:713) 111702331 366.38||N39 工学免許・日本語

インターネットで死ぬということ 111702332 289.1||H81 工学免許・日本語

こじらせ女子の日常 111702333 367.21||H81 工学免許・日本語

社会の不思議 : だれが決めたの? 111702334 307||H38 工学免許・日本語
教育の最新事情がよくわかる本 : これだけは知っておきたい教員とし
ての最新知識! 3 (教職研修総合特集) 111702335 372.107||Ky4 工学免許・日本語

ピエール・ブルデューの世界 増補版 (プラチック論叢) 111702336 361.235||Y31 工学免許・日本語

ことばにできない想いを伝える : 非言語コミュニケーションの心理学 111702337 801.9||P27 工学免許・日本語

暮らしの中の社会心理学 111702357 361.4||A47 工学免許・日本語

代替養育の社会学 : 施設養護から「脱家族化」を問う 111702441 369.43||To49 工学免許・日本語
ポスト「カワイイ」の文化社会学 : 女子たちの「新たな楽しみ」を探
る (叢書現代社会のフロンティア:25) 111702442 367.21||Y91 工学免許・日本語

社会学入門 111702467 361||Se19 工学免許・日本語

メディア空間 : コミュニケーション革命の構造 111702468 361.453||N39 工学免許・日本語
VRコンテンツ開発ガイド2017 111702280 548||N83 工学ものづくり
VRエンジニア養成読本 : 現実を拡張&融合する「VR」開発の基礎知識
(Software design plusシリーズ) 111702281 548||Y85 工学ものづくり
VRエンジニア養成読本 : 現実を拡張&融合する「VR」開発の基礎知識
(Software design plusシリーズ) 111702282 548||Y85 工学ものづくり
刀に生きる : 刀工・宮入小左衛門行平と現代の刀職たち 111702283 756.6||Sh75 工学ものづくり
刀に生きる : 刀工・宮入小左衛門行平と現代の刀職たち 111702284 756.6||Sh75 工学ものづくり
古刀再現名刀燭台切光忠に挑む 111702285 756.6||N98 工学ものづくり
古刀再現名刀燭台切光忠に挑む 111702286 756.6||N98 工学ものづくり
名刀に挑む : 日本刀を知れば日本の美がわかる (PHP新書:1096) 111702287 756.6||Ma74 工学ものづくり
名刀に挑む : 日本刀を知れば日本の美がわかる (PHP新書:1096) 111702288 756.6||Ma74 工学ものづくり
色素増感太陽電池研究者のための色素データ集 111702384 549.51||H89 工学ものづくり
ドローンを作ろう!飛ばそう! 第2版 111702443 507.9||Ta33 工学ものづくり
ドローンを作ろう!飛ばそう! 第2版 111702444 507.9||Ta33 工学ものづくり
ドローンを作ろう!飛ばそう! 第2版 111702445 507.9||Ta33 工学ものづくり
ドローンを作ろう!飛ばそう! 第2版 111702446 507.9||Ta33 工学ものづくり
ドローンを作ろう!飛ばそう! 第2版 111702447 507.9||Ta33 工学ものづくり
鉄と火と水の技 : 時代の波と鍛冶職人 (考古民俗叢書) 111702448 566.2||Ka87 工学ものづくり
鉄と火と水の技 : 時代の波と鍛冶職人 (考古民俗叢書) 111702449 566.2||Ka87 工学ものづくり
ゼータ電位 : 微粒子界面の物理化学 111702450 431.8||Ki64 工学ものづくり
熱処理のおはなし 訂正版 (おはなし科学・技術シリーズ) 111702469 566.3||O93 工学ものづくり
熱処理のおはなし 訂正版 (おはなし科学・技術シリーズ) 111702470 566.3||O93 工学ものづくり
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プログラミングWindows : C#とXAMLによるWindowsストアアプリ開
発 上 (マイクロソフト公式解説書) 111702304

007.634||W||P47

・v.1

工学共同ライフサ
イクルデザイン

プログラミングWindows : C#とXAMLによるWindowsストアアプリ開
発 下 (マイクロソフト公式解説書) 111702305

007.634||W||P47

・v.2

工学共同ライフサ
イクルデザイン

C#実践開発手法 : デザインパターンとSOLID原則によるアジャイルな
コーディング (マイクロソフト公式解説書) 111702306 007.64||C||H21

工学共同ライフサ
イクルデザイン

.NETのエンタープライズアプリケーションアーキテクチャ : .NETを例
にしたアプリケーション設計原則 (マイクロソフト公式解説書) 111702307 007.63||Z||E74

工学共同ライフサ
イクルデザイン

詳解Swift 第3版 111702313 007.64||Z||O25

工学共同ライフサ
イクルデザイン

Effective debugging : ソフトウェアとシステムをデバッグする66項目 111702325 007.64||Z||Sp5

工学共同ライフサ
イクルデザイン

磁界共鳴によるワイヤレス電力伝送 111702348 544.2||I49

工学共同ライフサ
イクルデザイン

IoTシステムによるモーター設計とローコスト技術 : 省資源→再利用 :

Life cycle costing (設計技術シリーズ) 111702368 542.13||Mu55

工学共同ライフサ
イクルデザイン

交流モータの原理と設計法 : 永久磁石モータから定数可変モータまで
(設計技術シリーズ) 111702369 542.33||H56

工学共同ライフサ
イクルデザイン

再生可能エネルギーにおけるコンバータ原理と設計法 (設計技術シ
リーズ) 111702370 501.6||G55

工学共同ライフサ
イクルデザイン

環境磁界発電原理と設計法 (設計技術シリーズ) 111702371 543||Ta93

工学共同ライフサ
イクルデザイン

回転機の電磁界解析 : 実用化技術と設計法 (設計技術シリーズ) 111702372 542.2||Ka97

工学共同ライフサ
イクルデザイン

市民性形成とことばの教育 : 母語・第二言語・外国語を超えて (リテラ
シーズ叢書:6) 111702734 807||H94 留学生・教育文化
グローバル化社会と言語教育 : クリティカルな視点から (久保田竜子著
作選:1) 111702744 807||Ku14 留学生・教育文化
異文化間教育とは何か : グローバル人材育成のために (リテラシーズ叢
書:4) 111702745 371.5||N87 留学生・教育文化
異文化コミュニケーション論 : グローバル・マインドとローカル・ア
フェクト 111702838 361.45||Y61 留学生・教育文化

くらべてわかる日本語表現文型辞典 : 表現文型765収録 111703150 810.7||O42 留学生・教育文化
英語で学ぶ土質力学 1 111702243 511.3||Sa29||v.1 留学生・理工
日本の道路がわかる事典 : 知れば知るほどおもしろい 111702321 685.2||A83 留学生・理工
ドナルド・キーン : 知の巨人、日本美を語る! (和樂ムック) 111702354 930.278||Ke18 留学生・理工
英語で学ぶ土質力学 2 111702440 511.3||Sa29||v.2 留学生・理工
Biodegradable polyesters : hbk 111702585 578.43||F12 留学生・理工
Organic chemistry I for dummies, a Wiley brand 2nd ed : pbk (--For

dummies) 111702586 437||W77 留学生・理工
Organic chemistry II for dummies : [pbk.] (--For dummies) 111702587 437||Mo39 留学生・理工
Charge and heat transport phenomena in electronic and spin structures

in B20-type compounds (Springer theses : recognizing outstanding Ph.

D. research) 111702589 436||Ka48 留学生・理工
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Topological structures in ferroic materials : domain walls, vortices and

skyrmions (Springer series in materials science:v. 228) 111702591 541.65||Se17 留学生・理工
Remote sensing and GIS for ecologists : using open source software :

hbk (Data in the wild series) 111702592 654||W54 留学生・理工
Image processing with ImageJ : extract and analyze data from complex

images with ImageJ, the world's leading image processing tool 2nd ed :

pbk 111702593 460.7||B75 留学生・理工
Algebraic graph theory : hbk (Graduate texts in mathematics:207) 111702606 415.7||G55 留学生・理工
GNU Octave beginner's guide : Become a proficient octave user by

learning this high-level scientific numerical tool from the ground up

(Packt open source) 111702608 418.1||H29 留学生・理工
GNU Octave beginner's guide : Become a proficient octave user by

learning this high-level scientific numerical tool from the ground up

(Packt open source) 111702609 418.1||H29 留学生・理工
The symmetric group : representations, combinatorial algorithms, and

symmetric functions 2nd ed (Graduate texts in mathematics:203) 111702642 411.6||Sa15 留学生・理工
Scientific computing with MATLAB and Octave 4th ed (Texts in

computational science and engineering:2) 111702643 418.1||Q1 留学生・理工
The mathematical theory of nonblocking switching networks 2nd ed.

(Series on applied mathematics:v. 15) 111702644 547.483||H98 留学生・理工
Water wave mechanics for engineers and scientists (Advanced series

on ocean engineering:v. 2) 111702645 534.1||D51 留学生・理工
Principles of digital image processing : advanced methods

(Undergraduate topics in computer science) 111702708 007.1||B92 留学生・理工
Chemistry3 : introducing inorganic, organic and physical chemistry 3rd

ed : pbk 111703705 430||B94 留学生・理工

Machine platform crowd : harnessing our digital future 111702498 007.3||Ma13 留学生・国際資源
After hegemony : cooperation and discord in the world political economy

: pbk (Princeton paperbacks) 111702618 333.6||Ke53 留学生・国際資源
The great transformation : the political and economic origins of our time

2nd Beacon pbk. ed 111702619 332.06||P76 留学生・国際資源

The size of nations : pbk 111702620 313||A41 留学生・国際資源
The security of water, food, energy and liveability of cities : challenges

and opportunities for peri-urban futures hbk (Water science and

technology library:v. 71) 111702621 518.8||Ma29 留学生・国際資源

Mineral processing 3rd ed 111702628 561.8||P95 留学生・国際資源
After hegemony : cooperation and discord in the world political economy

: pbk (Princeton paperbacks) 111702646 333.6||Ke53 留学生・国際資源
Social theory of international politics : hard (Cambridge studies in

international relations:67) 111702672 319||W58 留学生・国際資源
Social theory of international politics : hard (Cambridge studies in

international relations:67) 111702673 319||W58 留学生・国際資源
The languages of Mainland Southeast Asia : the state of the art (Pacific

linguistics:v. 649) 111702674 802||E59 留学生・国際資源

Fluid-induced seismicity : hardback 111702680 453||Sh12 留学生・国際資源
Properties of reservoir rocks : core analysis : pbk (Publications de

l'Institut français du pétrole) 111702715 568.1||Mo33 留学生・国際資源

How we talk : the inner workings of conversation 111702793 801.03||E59 留学生・国際資源
パワーと相互依存 111702249 319||Ke53 国際資源・政策
パワーと相互依存 111702250 319||Ke53 国際資源・政策
言語学と植民地主義 : ことば喰い小論 111702268 801.03||C13 国際資源・政策
言語戦争と言語政策 111702269 801.03||C13 国際資源・政策
日本の国際関係論 : 理論の輸入と独創の間 111702338 319.04||O95 国際資源・政策
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日本の国際関係論 : 理論の輸入と独創の間 111702373 319.04||O95 国際資源・政策
覇権後の国際政治経済学 111702451 333.6||Ke53 国際資源・政策
覇権後の国際政治経済学 111702452 333.6||Ke53 国際資源・政策
社会言語学 (文庫クセジュ:846) 111702453 801.03||C13 国際資源・政策
社会言語学 (文庫クセジュ:846) 111702454 801.03||C13 国際資源・政策
社会言語学 (文庫クセジュ:846) 111702455 801.03||C13 国際資源・政策
言語政策とは何か (文庫クセジュ:829) 111702456 802||C13 国際資源・政策
言語政策とは何か (文庫クセジュ:829) 111702457 802||C13 国際資源・政策
言語政策とは何か (文庫クセジュ:829) 111702458 802||C13 国際資源・政策
Power, politics and confrontation in Eurasia : foreign policy in a

contested region 111702615 319.2||Ka54 国際資源・政策
Energy security in Asia and Eurasia : hbk (Routledge contemporary Asia

series:58) 111702616 501.6||Mo12 国際資源・政策
Energy security in Asia and Eurasia : hbk (Routledge contemporary Asia

series:58) 111702617 501.6||Mo12 国際資源・政策

World energy outlook 2016 111702622

501.6||O71||201

6 国際資源・政策

World energy outlook 2016 111702623

501.6||O71||201

6 国際資源・政策

International energy outlook 2016 111702711

501.6||U75||201

6 国際資源・政策

International energy outlook 2016 111702712

501.6||U75||201

6 国際資源・政策
インドネシア : 揺らぐ群島国家 (アジア太平洋研究選書:1) 111703477 302.24||G72 国際資源・政策
海の温暖化 : 変わりゆく海と人間活動の影響 111702358 452||N71 国際資源・地球
山形県地質図 (10万分の1) 111702397 455.125||Y22 国際資源・地球
山形県地質図 (10万分の1) 111702398 455.125||Y22 国際資源・地球
Caldera volcanism : analysis, modelling and response (Developments in

volcanology:v. 10) 111702675 453.8||G72 国際資源・地球
Monsoon evolution and tectonics : climate linkage in Asia (Geological

Society special publication:no. 342) 111702713 451.9||C78 国際資源・地球
The eruption of Soufrière Hills Volcano, Montserrat from 1995 to 1999

(Memoir:no. 21) 111702714 453.8||D92 国際資源・地球
Global resource estimates from total petroleum systems (Memoir:86) 111702792 568.1||A21 国際資源・地球
Explosive subaqueous volcanism (Geophysical monograph:140) 111702877 453.8||W68 国際資源・地球
Volcanism and subduction : the Kamchatka region (Geophysical

monograph:172) 111703354 453.8||E37 国際資源・地球
Trace fossil analysis 111703464 457||Se17 国際資源・地球
Facies models 4 (GEOtext:6) 111703626 456||J18 国際資源・地球
Facies models 4 (GEOtext:6) 111703627 456||J18 国際資源・地球
Sandstone depositional environments (Memoir:31) 111703706 458.7||Sc6 国際資源・地球
Carbonate depositional environments (Memoir:33) 111703707 458.7||Sc6 国際資源・地球
アンデス自然学 111702251 402.9||Mi96 国際資源・開発
アンデス自然学 111702252 402.9||Mi96 国際資源・開発
ジオリスクマネジメント : 地質リスクマネジメントによる建設工事の
生産性向上とコスト縮減 111702270 511.27||C76 国際資源・開発
若き技術者のための岩盤の地質工学的評価と分類 111702459 511.3||N71 国際資源・開発
若き技術者のための岩盤の地質工学的評価と分類 111702460 511.3||N71 国際資源・開発
微地形学 : 人と自然をつなぐ鍵 111702461 454||F62 国際資源・開発
微地形学 : 人と自然をつなぐ鍵 111702462 454||F62 国際資源・開発
Seismic inversion : theory and applications : cloth 111702624 453.11||W37 国際資源・開発
Seismic inversion : theory and applications : cloth 111702625 453.11||W37 国際資源・開発
Seismic amplitude : an interpreter's handbook : hard 111702626 561.3||Si5 国際資源・開発
Groundwater geophysics in hard rock : hbk (A Balkema book) 111702627 452.95||C33 国際資源・開発
Solvent extraction : classical and novel approaches 111702647 571.5||Ki58 国際資源・開発
Solvent extraction : classical and novel approaches 111702648 571.5||Ki58 国際資源・開発
Deep shale oil and gas : pbk 111702676 568.8||Sp3 国際資源・開発
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Solutions of Applied petroleum reservoir engineering problems (Craft) :

saturated oil reservoirs, undersaturated oil reservoirs, dry gas

reservoirs, gas condensate reservoirs, water influx 111702677 568.6||Ka62 国際資源・開発
Introduction to applied geophysics : exploring the shallow subsurface 111702678 450.12||B92 国際資源・開発
Introduction to applied geophysics : exploring the shallow subsurface 111702679 450.12||B92 国際資源・開発
Applied petroleum reservoir engineering 3rd ed. / revised by Ronald E.

Terry, J. Brandon Rogers 111703424 568.6||C91 国際資源・開発

22


