購入希望図書制度

展示期間：7/3-7/30

今回は、平成28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

配置場所

請求記号

コンピューターで「脳」がつくれるか : AIが恋に落ちる日 / 五木田和也著. -- 技術評論社, 2016.11. 3F開架新体系 007.13//G59//4109
知りたい分かりたい人の体験する機械学習 / 高橋佑幸著. -- リックテレコム, 2015.6.

3F開架新体系 007.13//TA33//5961

Gigazine : 未来への暴言 / 山崎恵人著. -- 朝日新聞出版, 2010.12.

3F開架新体系 007.3//Y48//6816

セキュリティコンテストチャレンジブック : CTFで学ぼう!情報を守るための戦い方 / 碓井利宣 [ほか]
3F開架新体系 007.609//U95//9938
著. -- マイナビ, 2015.9.
考えながら書く人のためのScrivener (スクリブナー) 入門 : 小説・論文・レポート、長文を書きたい人
3F開架新体系 007.63//MU24//9961
へ / 向井領治著. -- ビー・エヌ・エヌ新社, 2016.3.
目指せプログラマー!プログラミング超入門 : プログラミング的な考え方をしっかり身につけよう / 掌
3F開架新体系 007.64//SH95//5134
田津耶乃著 ; Visual Studio Community・C#編. -- マイナビ, 2015.6.
オンラインジャッジではじめるC/C++プログラミング入門 = Online programming challenge! / 渡部有
3F開架新体系 007.64//W46//7283
隆著. -- マイナビ, 2014.6.
哲学の謎 / 野矢茂樹著. -- 講談社, 1996.1. -- (講談社現代新書 ; 1286).

4F新書版

104//N97//6205

経験論と心の哲学 / W.S.セラーズ著 ; 神野慧一郎, 土屋純一, 中才敏郎訳. -- 勁草書房, 2006.1. 3F開架新体系 104//SE47//0760
- (双書プロブレーマタ ; III-4).
ガンディー『獄中からの手紙』 : 欲望から自由になれ / 中島岳志著 ; 日本放送協会, NHK出版編集.
3F開架新体系 126.9//N34//6515
-- NHK出版, 2017.2. -- (NHKテレビテキスト . 100分de名著 ; 第1巻第71号).
ウィトゲンシュタインの夢 : 言語・ゲーム・形式 / 奥雅博著 ; : 新装版. -- 勁草書房, 1998.5.

3F開架新体系 134.97//O54//9941

千のプラトー : 資本主義と分裂症 / ジル・ドゥルーズ, フェリックス・ガタリ著 ; 宇野邦一 [ほか] 訳 ;
上, 中, 下. -- 河出書房新社, 2010.9-2010.11. -- (河出文庫 ; [ト6-11]-[ト6-13]).

3F文庫版

135.5//D55//1238

千のプラトー : 資本主義と分裂症 / ジル・ドゥルーズ, フェリックス・ガタリ著 ; 宇野邦一 [ほか] 訳 ;
上, 中, 下. -- 河出書房新社, 2010.9-2010.11. -- (河出文庫 ; [ト6-11]-[ト6-13]).

3F文庫版

135.5//D55//1239

千のプラトー : 資本主義と分裂症 / ジル・ドゥルーズ, フェリックス・ガタリ著 ; 宇野邦一 [ほか] 訳 ;
上, 中, 下. -- 河出書房新社, 2010.9-2010.11. -- (河出文庫 ; [ト6-11]-[ト6-13]).

3F文庫版

135.5//D55//1240

具体と抽象 : 世界が変わって見える知性のしくみ / 細谷功著. -- dZERO.

3F開架新体系 141.5//H95//4673

「グロリアと三人のセラピスト」とともに生きて : 娘による追想 = Living with "the Gloria films" : a
daughter's memory / パメラ・J・バリー著 ; 青葉里知子, 堀尾直美共訳. -- コスモス・ライブラリー.

3F開架新体系 146.8//B94//3385

認知行動療法と精神分析が出会ったら : こころの臨床達人対談 / 藤山直樹, 伊藤絵美著. -- 岩崎
3F開架新体系 146.8//F68//3860
学術出版社, 2016.9.
奇想天外だから史実 : 天神伝承を読み解く / 高島幸次著. -- 大阪大学出版会, 2016.3. -- (阪大
リーブル ; 53).

3F開架新体系 172//TA54//1509

集中講義旧約聖書 : 「一神教」の根源を見る / 加藤隆著. -- NHK出版, 2016.2. -- (教養・文化シ
リーズ . 別冊NHK100分de名著).

3F開架新体系 193.1//KA86//2320

聖書信仰 : その歴史と可能性 / 藤本満著. -- いのちのことば社, 2015.11.

3F開架新体系 198.7//F62//5618

真田信之 : 真田家を継いだ男の半生 / 黒田基樹著. -- KADOKAWA, 2016.3. -- (角川選書 ; 569). 3F開架新体系 289//KU72//2763
秩序なき時代の知性 / 佐藤優著. -- ポプラ社, 2016.12. -- (ポプラ新書 ; 114).

4F新書版

302.1//SA85//5867

ハンガリーを知るための47章 : ドナウの宝石 / 羽場久浘子編著. -- 明石書店, 2002.4. -- (エリア・
4F開架新体系 302.347//H11//6651
スタディーズ ; 20).
壊れた地球儀の直し方 : ぼくらの出番 = It's our turn to mend the broken globe / 青山繁晴著. -扶桑社, 2016.6. -- (扶桑社新書 ; 213).

4F新書版

ぼくらの真実 : Boys and girls meet the country / 青山繁晴著. -- 扶桑社, 2014.12.

4F開架新体系 304//A58//9942

総理 / 山口敬之著. -- 幻冬舎, 2016.6.

4F開架新体系 312.1//Y24//4576

立憲非立憲 / 佐々木惣一 [著]. -- 講談社, 2016.6. -- (講談社学術文庫 ; [2366]).

3F文庫版

「カエルの楽園」が地獄と化す日 / 百田尚樹, 石平著. -- 飛鳥新社, 2016.11.

4F開架新体系 319.2201//H99//5443

304//A58//2472

313.7//SA75//4570

決定の本質 : キューバ・ミサイル危機の分析 / グレアム・アリソン, フィリップ・ゼリコウ著 ; 漆嶋稔訳
4F開架新体系 319.53//A41//4818
; 1, 2. -- 第2版. -- 日経BP社. -- (Nikkei BP classics).
憲法の基礎理論 / 大西芳雄著. -- オンデマンド版. -- 有斐閣, 2014.7.

4F開架新体系 323.14//O66//3105

判例で読む憲法 / 櫻井智章著. -- 北樹出版, 2016.10.

4F開架新体系 323.14//SA47//4672

それでも彼を死刑にしますか : 網走からペルーへ--永山則夫の遥かなる旅 / 大谷恭子著. -- 現
代企画室, 2010.8.

4F開架新体系 326.23//O84//5132

最高裁の少数意見 / 大林啓吾, 見平典編. -- 成文堂, 2016.7.

4F開架新体系 327.122//O12//6811

池上彰のお金の学校 : 知らないと損する / 池上彰著. -- 朝日新聞出版, 2011.10. -- (朝日新書 ;
317).

4F新書版

330//I33//7019

書名等
地域社会に果たす中小企業の役割 : 課題と展望 / 日本中小企業学会編. -- 同友館, 2016.7. -(日本中小企業学会論集 ; 35).

配置場所

請求記号

4F開架新体系 335.35//N71//4909

スモールビジネスの経営学 : もうひとつのマネジメント論 / 寺岡寛著. -- 信山社出版, 2003.8.

4F開架新体系 335.35//TE59//4269

決断の本質 : プロセス志向の意思決定マネジメント / マイケル・A・ロベルト著 ; スカイライトコンサ
ルティング訳. -- 英治出版, 2006.7. -- (ウォートン経営戦略シリーズ).

4F開架新体系 336.1//R52//7346

日産モノづくりの知識創造経営 / 松平好人著. -- 晃洋書房, 2014.7.

4F開架新体系 336.17//MA74//3859

シェアド・リーダーシップ : チーム全員の影響力が職場を強くする / 石川淳著. -- 中央経済社.

4F開架新体系 336.3//I76//6814

Rとトレード : 確率と統計のガイドブック / ハリー・ゲオルガコプロス著 ; 山下恵美子訳. -- パンロー
4F開架新体系 338.01//G35//5939
リング, 2016.1. -- (ウィザード・ブック・シリーズ ; 231).
バフェット・バイブル : 本物だけを見抜き富を築く最強投資家の言葉 / ロバート・L・ブロック著 ; 夏井
4F開架新体系 338.183//B58//5945
幸子訳. -- 徳間書店, 2015.12.
ザ・ソーシャル・アニマル : 人と世界を読み解く社会心理学への招待 / E・アロンソン著 ; 岡隆訳. -4F開架新体系 361.4//A79//5135
サイエンス社, 2014.4.
なぜあの人はあやまちを認めないのか : 言い訳と自己正当化の心理学 / キャロル・タヴリス, エリ
オット・アロンソン著 ; 戸根由紀恵訳. -- 河出書房新社, 2009.3.

4F開架新体系 361.4//TA96//5137

裁判所のレッドパージ / 加藤栄一著. -- 光陽出版社, 2009.7.

4F開架新体系 366.621//KA86//4874

外国人専門職・技術職の雇用問題 : 職業キャリアの観点から / 塚崎裕子著. -- 明石書店, 2008.7. 4F開架新体系 366.89//TS57//2795
女性から描く世界史 : 17～20世紀への新しいアプローチ / 水井万里子 [ほか] 編. -- 勉誠出版,
2016.3.

4F開架新体系 367.2//MI94//0175

徹底調査子供の貧困が日本を滅ぼす : 社会的損失40兆円の衝撃 / 日本財団子どもの貧困対策
チーム著. -- 文藝春秋, 2016.9. -- (文春新書 ; 1092).

4F新書版

369.4//N71//4565

地方都市から子どもの貧困をなくす : 市民・行政の今とこれから / 志賀信夫, 畠中亨編著. -- 旬報
4F開架新体系 369.4//SH27//2762
社, 2016.6.
江戸教育思想史研究 / 前田勉著. -- 思文閣出版, 2016.10.

4F開架新体系 371.21//MA26//5863

スクールソーシャルワーカーのしごと : 学校ソーシャルワーク実践ガイド / 門田光司, 奥村賢一著.
-- 中央法規出版, 2009.9.

4F開架新体系 371.43//KA14//4817

スクールソーシャルワークの現場から : 子どもの貧困に立ち向かう / 大田なぎさ著 ; 増山均解説. 4F開架新体系 371.43//O81//3155
- 本の泉社, 2015.11.
学級集団づくりのゼロ段階 : Q-U式学級集団づくり入門 / 河村茂雄著. -- 図書文化社, 2012.2.

4F開架新体系 374.1//KA95//3024

現代日本の教師 : 仕事と役割 / 油布佐和子編著. -- 放送大学教育振興会, 2015.9. -- (放送大学
4F開架新体系 374.3//Y96//3647
教材 ; 1529129-1-1511).
転換期の教師 / 油布佐和子編著. -- 放送大学教育振興会, 2007.4. -- (放送大学教材 ; 15251074F開架新体系 374.3//Y96//3808
1-0711).
子どもが先生が地域とともに元気になる人間関係学科の実践 / 松原市立松原第七中学校区教育
4F開架新体系 375//MA73//5126
実践研究会, 西井克泰, 新井肇, 若槻健編著. -- 図書文化社, 2013.5.
アメリカのコミュニティ・カレッジ : その現状と展望 / 鶴田義男著. -- 近代文藝社, 2012.6.

4F開架新体系 377.3//TS87//3546

「音大卒」の戦い方 / 大内孝夫著 ; 武蔵野音楽大学協力. -- ヤマハミュージックメディア, 2016.1.

2F就職応援

377.9//O91//0569

国のために死ねるか : 自衛隊「特殊部隊」創設者の思想と行動 / 伊藤祐靖著. -- 文藝春秋,
2016.7. -- (文春新書 ; 1069).

4F新書版

397.21//I89//3030

数学の作法 / 蟹江幸博著. -- 近代科学社, 2016.7.

3F開架新体系 410.4//KA55//3651

趣味で相対論 / 広江克彦著. -- 理工図書, 2008.6.

3F開架新体系 421.2//H71//7347

イメージできる相対性理論 : 曲がった空間・時間と徹底的に向き合おう / 飛車来人著. -- ソフトバ
ンククリエイティブ, 2009.6. -- (science・i BOOK ; SIB-003).

3F開架新体系 421.2//H76//4267

趣味で量子力学 / 広江克彦著. -- 理工図書, 2015.12.

3F開架新体系 421.3//H71//7348

淡水魚保全の挑戦 : 水辺のにぎわいを取り戻す理念と実践 / 日本魚類学会自然保護委員会編 ;
渡辺勝敏, 森誠一責任編集. -- 東海大学出版部, 2016.12. -- (叢書・イクチオロギア ; 4).

3F開架新体系 487.521//N71//6650

日本の鳥の巣図鑑全259 / 鈴木まもる作・絵. -- 偕成社, 2011.5.

3F開架新体系 L488.1//SU96//7020

カモメ識別ハンドブック / 氏原巨雄, 氏原道昭著. -- 改訂版. -- 文一総合出版, 2010.11.

3F開架新体系 488.64//U57//5607

なぜ、無実の医師が逮捕されたのか : 医療事故裁判の歴史を変えた大野病院裁判 / 安福謙二著.
3F開架新体系 498.12//Y62//5009
-- 方丈社, 2016.9.
医薬品業界のしくみ / 宮重徹也著. -- ナツメ社, 2009.7. -- (図解雑学 : 絵と文章でわかりやすい!). 3F開架新体系 499.09//MI83//1822
医薬品企業の経営戦略 : 企業倫理による企業成長と大型合併による企業成長 / 宮重徹也著. -慧文社, 2005.6.

3F開架新体系 499.09//MI83//1869

土木技術者のための数学入門 / 大脇直明, 高橋忠久, 有田耕一共著. -- コロナ社, 1996.3.

3F開架新体系 501.1//O93//0564

メイク・スペース : スタンフォード大学dスクールが実践する創造性を最大化する「場」のつくり方 / ス
3F開架新体系 529//D86//4814
コット・ドーリー, スコット・ウィットフト著 ; 藤原朝子訳. -- 第3刷. -- CCCメディアハウス, 2015.1.

書名等
原発避難計画の検証 : このままでは、住民の安全は保障できない / 上岡直見著. -- 合同出版,
2014.1.

配置場所

請求記号

3F開架新体系 543.5//KA38//2793

「楽しいガジェットを作る」いちばんかんたんなラズベリーパイの本 / 海上忍, 太田昌史, 高橋正和
著. -- インプレス, 2016.9.

3F開架新体系 548.29//U75//4348

おしゃべりロボット「マグボット」 : ラズパイとArduinoで電子工作 / 小池星多著. -- リックテレコム,
2016.5.

3F開架新体系 548.3//KO31//7018

よくわかる液晶ディスプレイのできるまで : 製造工程の流れを追って解説 / 鈴木八十二編著 ; 古立
3F開架新体系 549.9//SU96//7024
学 [ほか] 著. -- 日刊工業新聞社, 2005.11.
和紙の里探訪記 : 全国三百ヵ所を歩く / 菊地正浩著. -- 草思社, 2012.8.

3F開架新体系 585.6//KI24//3861

北海道経済の針路 : 新幹線と起業 / 高向巌著. -- 北海道新聞社, 2008.10.

4F開架新体系 601.11//TA45//3876

交通事故加害者家族の現状と支援 : 過失犯の家族へのアプローチ / 阿部恭子著. -- 現代人文社. 4F開架新体系 681.3//A12//5941
霊場 : 特集 : 聖性のトポロジー / 高階秀爾〔ほか〕編集. -- ぺりかん社, 1997.4. -- (日本の美学 /
3F開架新体系 701.1//N71//5008
日本の美学編集委員会編集 ; 25).
天才たちの日課 : クリエイティブな人々の必ずしもクリエイティブでない日々 / メイソン・カリー著 ;
金原瑞人, 石田文子訳. -- フィルムアート社, 2014.12.

3F開架新体系 702.8//C96//9931

語りだす絵巻 : 「粉河寺縁起絵巻」「信貴山縁起絵巻」「掃墨物語絵巻」論 / 亀井若菜著. -- ブ
リュッケ.

3F開架新体系 721.2//KA34//5440

石山寺縁起絵巻の全貌 : 重要文化財七巻一挙大公開 / 滋賀県立近代美術館編. -- 「石山寺縁起
3F開架大型本 L721.2//SH27//5484
の世界」展実行委員会.
知識ゼロからのやきもの入門 / 松井信義監修. -- 幻冬舎, 2009.7.

3F開架新体系 751.1//C48//0763

くらしのやきもの事典 : 決定版 : 昭和の名品と全国の窯場 / マイナビ編著. -- マイナビ, 2015.1.

3F開架新体系 751.1//MA31//1321

名作家具のヒミツ / ジョースズキ著. -- エクスナレッジ, 2014.9.

3F開架新体系 758//J59//5942

宝塚という装置 / 青弓社編集部編. -- 青弓社, 2009.3.

3F開架新体系 775.4//SE17//4905

アニメビジネスがわかる / 増田弘道著. -- NTT出版, 2007.8.

3F開架新体系 778.77//MA66//4110

もっとわかるアニメビジネス / 増田弘道著. -- NTT出版, 2011.8.

3F開架新体系 778.77//MA66//4111

ことばの教育を実践する・探究する : 活動型日本語教育の広がり / 細川英雄, ことばと文化の教育
3F開架新体系 810.7//H94//3382
を考える会編著. -- 凡人社, 2008.10.
KY式日本語 : ローマ字略語がなぜ流行るのか / 北原保雄編著 ; 「もっと明鏡」委員会編集. -- 大
4F新書版
修館書店, 2008.2.

814.7//KI64//1583

ペルシア語四週間 / 黒柳恒男著 ; テキスト, カセットテープ. -- 大学書林, 1982.3.

3F開架新体系 829.93//KU78//0178

KY式英語 : 英語略語から現代アメリカが見える / DJ Jerry著. -- 大修館書店, 2011.10.

4F新書版

フリードリヒ・デュレンマットの喜劇 : 迷宮のドラマトゥルギー / 増本浩子著. -- 三修社, 2003.12.

3F開架新体系 942.7//MA68//5604

831.6//D79//1506

