購入希望図書制度

展示期間：6/20-7/17

平成27年度に「購入希望図書制度」を利用して購入された図書の一部を展示しています。(すべて貸出可能です)
購入希望図書制度に関する詳しいことは、学情センターHP ライブラリーサービス＞利用案内＞購入希望図書の申込み をご覧ください。
書名等
京大式おもろい勉強法 / 山極寿一著. -- 朝日新聞出版, 2015.11. -- (朝日新書 ; 542).
Preziで始めるズーミングプレゼンテーション / 筏井哲治, 高橋佳祐著. -- 第2版. -- 日経BP社.
実践Vim : 思考のスピードで編集しよう! / Drew Neil著 ; 新丈径訳. -- アスキー・メディアワークス.
C言語で学ぶ音響処理 / 北山洋幸著. -- 増補版. -- カットシステム, 2011.8. -- (WAVプログラミン
グ).
日本の名著 : 近代の思想 / 桑原武夫編. -- 改版. -- 中央公論新社, 2012.10. -- (中公新書 ; 1).
Rによる心理学研究法入門 / 山田剛史編著. -- 北大路書房, 2015.2.
人はみな妄想する : ジャック・ラカンと鑑別診断の思想 / 松本卓也著. -- 青土社, 2015.5.
融通念仏信仰とあの世 / 奥村隆彦著. -- 岩田書院, 2002.10. -- (日本宗教民俗学叢書 ; 5).
第一次世界大戦とその影響 / 軍事史学会編. -- 錦正社, 2015.3. -- (軍事史学 / 軍事史学会編 ;
第50巻第3・4合併号(通巻199・200号)).
歴史が面白くなる東大のディープな日本史 / 相澤理著 ; [1], 2, 3. -- 中経出版, 2012-.
1★9★3★7(イクミナ) / 辺見庸著. -- 金曜日, 2015.10.
大京都モダニズム観光 / 橋爪紳也著. -- 芸術新聞社, 2015.4.
古代ギリシャのリアル / 藤村シシン著. -- 実業之日本社, 2015.10.
無私の日本人 / 磯田道史著. -- 文藝春秋, 2012.10.
マリファナも銃もバカもOKの国 : 言霊USA2015 / 町山智浩著. -- 文芸春秋, 2015.4.
いま、君たちに一番伝えたいこと / 池上彰著. -- 日本経済新聞出版社, 2015.4.
戦後日本地方政治史論 : 二元代表制の立体的分析 / 辻陽著. -- 木鐸社, 2015.3.
ロックで学ぶリーガルマインド : はじめの1冊! / 奥山倫行著. -- 花伝社.
「憲法物語」を紡ぎ続けて / 奥平康弘著. -- かもがわ出版, 2015.7.
日本の裁判 : 最高裁判所 / 最高裁判所事務総局監修. -- 第9版. -- 法曹会, 2005.4.
わたしは家裁調査官 / 藤川洋子著. -- 日本評論社, 1996.12.
「消費」をやめる : 銭湯経済のすすめ / 平川克美著. -- ミシマ社, 2014.6.
美貌格差 : 生まれつき不平等の経済学 / ダニエル・S.ハマーメッシュ著 ; 望月衛訳. -- 東洋経済新
報社, 2015.3.
強者論と弱者論 : 中小企業学の試み / 寺岡寛著. -- 信山社, 2015.8.
永続企業の条件 : 環境変化に打ち克つ5原則 / 倍和博編著 ; 坂入克子, 吉田健一郎 [著]. -- 麗澤
大学出版会.
戦略的投資決定の経営学 / 山本昌弘著. -- 文眞堂, 1998.4.
申し訳ない、御社をつぶしたのは私です。 : コンサルタントはこうして組織をぐちゃぐちゃにする / カレ
ン・フェラン著 ; 神崎朗子訳. -- 大和書房, 2014.3.
知らないとソンする!価格と儲けのカラクリ : 図解63のモノとサービス原価の秘密 / 神樹兵輔, 21世紀
ビジョンの会著. -- 高橋書店, [2014.9].
ウォール街のアルゴリズム戦争 / スコット・パタースン著 ; 永野直美訳. -- 日経BP社.
宝塚・やおい、愛の読み替え : 女性とポピュラーカルチャーの社会学 / 東園子著. -- 新曜社,
2015.4.
日本サブカルチャーを読む : 銀河鉄道の夜からAKB48まで / 押野武志編著. -- 北海道大学出版会,
2015.3.
働く女子の運命 / 濱口桂一郎著. -- 文藝春秋, 2015.12. -- (文春新書 ; 1062).
保育園義務教育化 / 古市憲寿著. -- 小学館, 2015.7.
教育の明日を拓く : いじめ克服、少人数学級、教育無償化、反動教育阻止のために / 三輪定宣著.
-- かもがわ出版, 2013.2.
乳児観察と調査・研究 : 日常場面のこころのプロセス / キャシー・アーウィン, ジャニーン・スターン
バーグ編著 ; 鵜飼奈津子監訳. -- 創元社, 2015.5.
日本手話で学ぶ手話言語学の基礎 / 松岡和美著. -- くろしお出版, 2015.10.
秘宝館という文化装置 / 妙木忍著. -- 青弓社, 2014.3.
高校生にも読んでほしい安全保障の授業 / 佐藤正久著. -- ワニブックス, 2015.8.
ホワット・イフ? : 野球のボールを光速で投げたらどうなるか / ランドール・マンロー著 ; 吉田三知世
訳. -- 早川書房, 2015.6.
生物学者と仏教学者七つの対論 / 斎藤成也, 佐々木閑編著. -- ウェッジ, 2009.11. -- (ウェッジ選書
; 37).
多角形百科 / 細矢治夫, 宮崎興二編. -- 丸善出版, 2015.6.
物理学者はマルがお好き : 牛を球とみなして始める、物理学的発想法 / ローレンス・M・クラウス著 ;
青木薫訳. -- 早川書房, 2004.5. -- (ハヤカワ文庫 ; 5397 . ハヤカワ文庫NF ; NF291 . 「数理を愉し
宇宙 (そら) から恐怖がやってくる! : 地球滅亡9つのシナリオ / フィリップ・プレイト著 ; 斉藤隆央訳. - 日本放送出版協会, 2010.3.
無と有の物理学 : 「何もない」空間は存在するのか?「存在する」とはどういうことか?. -- ニュートンプ
レス, 2015.9. -- (ニュートン別冊)(NEWTONムック).
植物の体の中では何が起こっているのか : 動かない植物が生きていくためのしくみ / 嶋田幸久, 萱
原正嗣著. -- ベレ出版, 2015.3. -- (Beret science).
動物行動の観察入門 : 計画から解析まで / マリアン・S・ドーキンス著 ; 黒沢令子訳. -- 白揚社,
2015.10.
手のかたち手のうごき / 鎌倉矩子著. -- オンデマンド版. -- 医歯薬出版, 2009.4.

配置場所
4F新書版
3F開架新体系
3F開架新体系

請求記号
002.7//Y23//7860
007.63//I31//8319
007.63//N62//3983

3F開架新体系

007.64//KI74//5714

4F新書版
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系

028//KU95//5938
140.7//Y19//2036
146.1//MA81//2408
188.69//O55//6756

3F開架新体系

209.71//G94//1981

3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
4F開架新体系
4F開架新体系
4F開架新体系
4F開架新体系
4F開架新体系
4F開架大型本
4F開架新体系
4F開架新体系

210.04//A26//7839
210.74//H52//8151
216.2//H38//2702
231//F63//6298
281.04//I85//3505
302.53//MA19//3062
304//I33//3495
318.1//TS41//2201
321//O57//3678
323.14//O54//8138
L327.12//N71//7584
327.4//F58//4690
331.87//H64//7420

4F開架新体系

331//H26//4692

4F開架新体系

335.35//TE59//5962

4F開架新体系

336.1//B14//5354

4F開架新体系

336.8//Y31//3982

4F開架新体系

336//P52//3068

4F開架新体系

337.821//KA37//9196

4F開架新体系

338.15//P27//8533

4F開架新体系

361.5//A99//3967

4F開架新体系

361.5//O77//4264

4F新書版
4F開架新体系

366.38//H26//8550
369.42//F93//6277

4F開架新体系

373.1//MI68//6772

4F開架新体系

376.11//U88//4670

4F開架新体系
4F開架新体系
4F開架新体系

378.28//MA86//6285
384.7//MY//3743
392.1076//SA85//4864

3F開架新体系

404//MU35//5113

3F開架新体系

404//SA25//4868

3F開架新体系

414//H95//4084

3F文庫版

420.4//KR2//4756

3F開架新体系

440.4//P71//8585

3F開架新体系

L421//MU93//9453

3F開架新体系

471.3//SH36//3067

3F開架新体系

481.78//D47//5715

3F開架新体系

L491.197//KA31//3154

書名等
眠っているとき、脳では凄いことが起きている : 眠りと夢と記憶の秘密 / ペネロペ・ルイス著 ; 西田美
緒子訳. -- インターシフト.
ヒトはなぜ病気になるのか / 長谷川眞理子著. -- ウェッジ, 2007.5. -- (ウェッジ選書 ; 27).
かぜ診療マニュアル : かぜとかぜにみえる重症疾患の見わけ方 / 山本舜悟編著 ; 守屋章成, 上山
伸也, 池田裕美枝著. -- 日本医事新報社, 2013.12.
自分の「うつ」を治した精神科医の方法 : 薬に頼らず、心身ともに元気を取り戻すために / 宮島賢也
著. -- 河出書房新社, 2010.8. -- (KAWADE夢新書 ; S369).
実践ロボットプログラミング : LEGO Mindstorms NXTで目指せロボコン! / 藤吉弘亘 [ほか] 著. -- 近
代科学社, 2009.9.
ビジュアルでわかる船と海運のはなし / 拓海広志著. -- 3訂増補版. -- 成山堂書店, 2014.8.
ウイスキーの歴史 / ケビン・R・コザー著 ; 神長倉伸義訳. -- 原書房, 2015.5. -- (「食」の図書館).
990円のジーンズがつくられるのはなぜ? : ファストファッションの工場で起こっていること / 長田華子
著. -- 合同出版, 2016.1.
最強の営業戦略 : 企業成長をドライブするマーケティング理論と実践の仕掛け / 栗谷仁著. -- 東洋
経済新報社, 2009.12.
思考する営業 : BCG流営業戦略 / 杉田浩章著. -- ダイヤモンド社, 2009.10.
「ビル」を街ごとプロデュース : プロパティマネジメントが、ビルに力を与える / 岩田研一著. -- ダイヤ
モンド・ビジネス企画.
日本の鉄道をつくった人たち / 小池滋, 青木栄一, 和久田康雄編. -- 悠書館, 2010.6.
歴史のなかの石造物 : 人間・死者・神仏をつなぐ / 山川均著. -- 吉川弘文館, 2015.8.
アンリ・ルソー : 「自作を語る画文集」楽園の夢 / アンリ・ルソー画と文 ; 藤田尊潮訳編. -- 八坂書
房, 2015.1.
プロのデザイナーになるための本 : あなたも必ず上達できる! : 決定版 / 日馬紀子著. -- ソーテック
社, 2012.3.
帯の基礎知識 : ひと目でわかる!保存版. -- 世界文化社, 2010.7. -- (特選実用ブックス ; きもの).
バラと折り紙と数学と / 川崎敏和著. -- 森北出版, 1998.9.
音楽の明日を鳴らす : ソーシャルメディアが灯す音楽ビジネスマーケティング新時代 / 高野修平著.
-- エムオン・エンタテインメント, 2012.9.
バットマンになる! : スーパーヒーローの運動生理学 / E.ポール・ゼーア著 ; 松浦俊輔訳. -- 青土社,
2010.9.
ゲーム音楽史 : スーパーマリオとドラクエを始点とするゲーム・ミュージックの歴史 / 岩崎祐之助著.
-- リットーミュージック, 2014.7.
耳が喜ぶ韓国語 / 金ドンウン, 李勇九著. -- 三修社, 2013.8. -- (リスニング体得トレーニング).
英語・スペイン語どちらも話せる! / 久松健一, ミシェル・ゴンサルベス著 ; 基礎エクササイズ篇. -- 駿
河台出版社, 2015.10. -- (バイリンガル叢書).
文学の空気のあるところ / 荒川洋治著. -- 中央公論新社, 2015.6.

配置場所

請求記号

3F開架新体系

491.371//L59//7410

3F開架新体系

491.69//H36//1846

3F開架新体系

493.3//Y31//5941

4F新書版

493.764//MI75//8854

3F開架新体系

548.3//F68//2709

3F開架新体系
3F開架新体系

556.3//TA74//1838
588.57//KO82//3677

3F開架新体系

589.2//N23//8999

4F開架新体系

673.3//KU69//5203

4F開架新体系

673.3//SU46//5205

4F開架新体系

673.99//I97//7766

4F開架新体系
3F開架新体系

686.21//KO31//5126
714//Y27//4696

3F開架新体系

723.35//R76//8318

3F開架新体系

727//KU83//4419

3F開架新体系
3F開架新体系

753.3//O14//9197
754.9//KA97//9447

3F開架新体系

760.9//TA47//3051

3F開架新体系

780.193//Z2//9211

3F開架新体系

798.5//I96//2700

3F開架新体系

829.178//KI31//5965

3F開架新体系

837.8//H76//7287

3F開架新体系

910.26//A63//4870

