２F企画展示

学生選書

展示期間：12/20-

2017年度の学生選書ツアーで選書された182冊を展示しています。
学生選書は10/27にジュンク堂書店難波店で開催し、10名の学生が参加してくれました。
参加者の皆さんが書いたおすすめ本のPOPとともにお楽しみください。
展示終了後は、2Ｆエレベータ横の学生選書コーナーに配架されます。
資料名等
Visual Basic & Visual C++によるデジタル画像処理入門 / 酒井幸市著. -- CQ出版, 2002.10. -- (Open
design books).
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 / 藤田毅著. -マイナビ出版, 2017.6.
最新図解で早わかり人工知能がまるごとわかる本 / 田口和裕, 森嶋良子著. -- ソーテック社, 2017.10.
やさしく学ぶ機械学習を理解するための数学のきほん : アヤノ&ミオと一緒に学ぶ機械学習の理論と数
学、実装まで / 立石賢吾著. -- マイナビ出版, 2017.9.
IoTまるわかり / 三菱総合研究所編. -- 日本経済新聞出版社, 2015.9. -- (日経文庫 ; 1344).
IoTの基本・仕組み・重要事項が全部わかる教科書 / 杉山恒司ほか著 ; 八子知礼監修・著. -- SBクリエ
イティブ, 2017.11.
Pythonによるクローラー&スクレイピング入門 : 設計・開発から収集データの解析・運用まで / 加藤勝也,
横山裕季著. -- 翔泳社, 2017.10.
クローリングハック : あらゆるWebサイトをクロールするための実践テクニック / 竹添直樹 [ほか] 著. -翔泳社, 2017.9.
LPICレベル1 / 中島能和著. -- 翔泳社, 2015.6. -- (Linux教科書).
LPICレベル2 : Version4.5対応 : 対応科目201試験(LPI Level2 Exam201)202試験(LPI level2 Exam202) :
Linux技術者認定試験学習書 / 中島能和著 ; 濱野賢一朗監修. -- 翔泳社, 2017.5. -- (Linux教科
書)(Exam press).
LPICレベル3 300試験 : Version 1.0対応 : 対応科目300試験(LPI 300 Mixed Environment Exam) : Linux
技術者認定試験学習書 / 濱野賢一朗, 高橋基信, 中島能和著. -- 翔泳社, 2015.1. -- (Linux教科
書)(Exam press).
CASL II / 八鍬幸信著. -- 改訂新版. -- 技術評論社, 2010.2. -- (基本情報技術者らくらく突破).
独習SQL (エスキューエル) / 黒石博明著. -- 第2版. -- 翔泳社, 2008.8.
ゼロからわかるUML超入門 / 河合昭男著. -- 改訂2版. -- 技術評論社, 2017.7. -- (かんたんIT基礎講
座).
GitHubツールビルディング : GitHub APIを活用したワークフローの拡張とカスタマイズ / Chris Dawson,
Ben Straub著 ; 笹井崇司訳. -- オライリー・ジャパン.
エンジニアのためのGitの教科書 : 実践で使える!バージョン管理とチーム開発手法 / リクルートテクノロ
ジーズ [ほか] 共著. -- 翔泳社, 2016.1. -- (Web engineer's books).
Web制作者のためのGitHub (ギットハブ) の教科書 : チームの効率を最大化する共同開発ツール / 塩谷
啓 [ほか] 著. -- インプレス, 2014.11.
Web制作者のためのSublime Textの教科書 : 今すぐ最高のエディタを使いこなすプロのノウハウ / 上野
正大 [ほか] 著. -- インプレスジャパン.
UNIXコマンドブック / 田谷文彦, 三澤明著. -- 第4版. -- ソフトバンククリエイティブ, 2013.3.
知識ゼロからはじめるPhotoshopの教科書 / ソシムデザイン編集部著. -- ソシム, 2017.9.
64ビットアセンブラ入門 : 64ビットCPUの基本構造もやさしく解説 / 北山洋幸著. -- カットシステム,
2014.12.
アジャイル時代のオブジェクト脳のつくり方 : Rubyで学ぶ究極の基礎講座 / 小林慎治, 長瀬嘉秀, 大崎瑶
著. -- 翔泳社, 2017.6.
パーフェクトRuby / Rubyサポーターズ著. -- 改訂2版. -- 技術評論社, 2017.5. -- (Perfect series ; 06).
大熱血!アセンブラ入門 / 坂井弘亮著. -- 秀和システム, 2017.9.
新・明解Java入門 / 柴田望洋著. -- SBクリエイティブ, 2016.6.
プログラミング言語C++ / ビャーネ・ストラウストラップ著 ; 柴田望洋訳. -- 第4版. -- SBクリエイティブ,
2015.3.
UNIXシェルスクリプトコマンドブック / 山下哲典著. -- 第3版. -- SBクリエイティブ, 2015.6.
C++クラスと継承完全制覇 / 矢沢久雄著. -- 技術評論社, 2002.10. -- (標準プログラマーズライブラリ).
学生・研究者・技術者のためのLATEXを用いた論文作成術 / 渡辺徹著 ; : 新装版. -- プレアデス出版,
2008.6.
歩きながら問う : 研究空間「スユ+ノモ」の実践 / 金友子編訳. -- インパクト出版会, 2008.7.
「ポスト真実」の時代 : 「信じたいウソ」が「事実」に勝る世界をどう生き抜くか / 津田大介, 日比嘉高著. -祥伝社, 2017.7.
世界初をつくり続ける東大教授の「自分の壁」を越える授業 / 生田幸士著. -- ダイヤモンド社, 2013.7.
閃く脳の作り方 : 飛躍 (イノベーション) を起こすのに必要な11のこと / 川口淳一郎著. -- 飛鳥新社,
2012.5.
こうやって、考える。 / 外山滋比古著. -- PHP研究所, 2017.9.
もういちど読む山川世界現代史 / 木谷勤著. -- 山川出版社, 2015.4.
世界全史 : 「35の鍵」で身につく一生モノの歴史力 / 宮崎正勝著. -- 日本実業出版社, 2015.3.
新もういちど読む山川世界史 / 「世界の歴史」編集委員会編. -- 山川出版社, 2017.7.
韓(から)くに、風と人の記録 / 藤本巧編・写真. -- フィルムアート社, 2006.7.
アメリカに喧嘩を売る国 : フィリピン大統領ロドリゴ・ドゥテルテの政治手腕 / 古谷経衡著. -- ベストセ
ラーズ, 2017.2.
ナポレオンとバイエルン : 王国の始まり / マルクス・ユンケルマン著 ; 辻伸浩訳. -- 銀河書籍.

請求記号
007.1//SA29//3896
007.13//F67//3845
007.13//TA19//3835
007.13//TA94//3836
007.3//MI63//3880
007.3//Y16//3834
007.58//KA86//3824
007.58//TA69//3850
007.6//N34//3831
007.6//N34//3832
007.6//H25//3833
007.6//Y16//3820
007.609//KU73//3825
007.61//KA93//3838
007.63//D47//3841
007.63//R42//3840
007.63//SH78//3842
007.63//U45//3852
007.634//TA98//3817
007.637//SO63//3853
007.64//KI74//3819
007.64//KO12//3837
007.64//R81//3828
007.64//SA29//3815
007.64//SH18//3816
007.64//ST8//3839
007.64//Y44//3818
007.64//Y67//3827
021.49//W46//3851
061//KI31//3958
070.14//TS34//3861
141.5//I39//3926
141.5//KA92//3925
141.5//TO79//3868
209.7//KI69//3805
209//MI88//3875
209//SE22//3789
221.07//F62//3966
224.8//F95//3929
234.061//J96//3794

資料名等
第二帝国 / 伸井太一編著 ; 上巻 -- パブリブ, 2017.11. -- (帝国趣味インターナショナル ; v. 1-2).
第二帝国 / 伸井太一編著 ; 下巻 -- パブリブ, 2017.11. -- (帝国趣味インターナショナル ; v. 1-2).
ヴァイマルインベルリン : ある時代のポートレート / マンフレート・ゲルテマーカー, プロイセン文化財団映
像資料館編 ; 岡田啓美 [ほか] 訳. -- 三元社, 2012.3.
≒東ドイツ製工業品 / 伸井太一著. -- 社会評論社, 2009.11. -- (Cominterest = Kyosansyumi
international ; v. 2 . ニセドイツ ; 1).
≒東ドイツ製生活用品 / 伸井太一著. -- 社会評論社, 2009.11. -- (Cominterest = Kyosansyumi
international ; v. 3 . ニセドイツ ; 2).
≒ヴェスタルギー的西ドイツ / 伸井太一著. -- 社会評論社, 2012.3. -- (資本趣味インターナショナル ; v.
1 . ニセドイツ ; 3).
ロシア革命100年の謎 / 亀山郁夫, 沼野充義著. -- 河出書房新社, 2017.10.
赤軍の形成 / レーニン [ほか] 著 ; 革命軍事論研究会編訳. -- 風塵社, 2017.9. -- (復刊ライブラリー)(革
命のオルタナティヴ).
赤軍と白軍の狭間に / レフ・トロツキー著 ; 楠木俊訳. -- 風塵社, 2017.7. -- (復刊ライブラリー)(革命の
オルタナティヴ).
風刺画とアネクドートが描いたロシア革命 / 若林悠著. -- 現代書館, 2017.10.
赤軍 : 草創から粛清まで / エーリヒ・ヴォレンベルク著 ; 島谷逸夫, 大木貞一訳. -- 風塵社, 2017.8. -(復刊ライブラリー)(革命のオルタナティヴ).
ドイツ王室一〇〇〇年史 : ヨーロッパ史を動かした三王家の栄華と終焉 / 関田淳子著. -- 中経出版,
2013.8. -- (ビジュアル選書).
フランス王室一〇〇〇年史 : ヨーロッパ一の大国、四王家の栄枯盛衰 / 新人物往来社編. -- 新人物往
来社, 2012.1. -- (ビジュアル選書).
ヒトラーの元帥マンシュタイン / マンゴウ・メルヴィン著 ; 大木毅訳 ; 上. -- 白水社, 2016.11.
ヒトラーの元帥マンシュタイン / マンゴウ・メルヴィン著 ; 大木毅訳 ; 下. -- 白水社, 2016.11.
ナポレオン : ヨーロッパを制覇した皇帝とボナパルト家の人々 / 新人物往来社編. -- 新人物往来社,
2011.8. -- (ビジュアル選書).
九龍城探訪 : 魔窟で暮らす人々 / グレッグ・ジラード, イアン・ランボット著 ; 尾原美保訳. -- イースト・プ
レス, 2004.2.
地図で見るロシアハンドブック / パスカル・マルシャン著 ; シリル・シュス地図制作 ; 太田佐絵子訳. -- 原
書房, 2017.6.
北欧文化事典 / 北欧文化協会, バルト=スカンディナヴィア研究会, 北欧建築・デザイン協会編. -- 丸善
出版, 2017.10.
路上のマテリアリズム : 電脳都市の階級闘争 / 平井玄著. -- 新版. -- 社会評論社, 2009.2.
よいこの君主論 / 架神恭介, 辰巳一世[著]. -- 筑摩書房, 2009.5. -- (ちくま文庫 ; [か-54-1]).
フレッシャーズ法学演習 / フレッシャーズ法学演習編集委員会 [ほか] 編. -- 中央経済社.
法学ダイアリー / 森本直子, 織原保尚編. -- ナカニシヤ出版, 2017.4.
日本の法 / 緒方桂子, 豊島明子, 長谷河亜希子編. -- 日本評論社, 2017.4.
日本とアジアをつなぐ : 法整備支援のすすめ / 鮎京正訓著. -- 旬報社, 2017.7.
おまえがガンバれよ : モンゴル最高裁での法整備支援2045日 / 岡英男著. -- 司法協会, 2016.9.
一歩先への憲法入門 / 片桐直人, 井上武史, 大林啓吾著. -- 有斐閣, 2016.5.
3時間でわかる!図解民法改正 / 熊谷則一著. -- 日本経済新聞出版社, 2017.6.
最新起業から1年目までの会社設立の手続きと法律・税金 / 須田邦裕, 出澤秀二著. -- 日本実業出版
社, 2012.10.
つくられた恐怖の点滴殺人事件 : 守大助さんは無実だ / 阿部泰雄, 山口正紀編著. -- 現代人文社,
2016.12.
「市民」と刑事法 : わたしとあなたのための生きた刑事法入門 / 内田博文, 佐々木光明編. -- 第4版. -日本評論社, 2016.3.
痴漢冤罪の弁護 / 秋山賢三 [ほか] 編 ; 続. -- 現代人文社. -- (GENJIN刑事弁護シリーズ ; 02, 10).
裁判員制度はなぜ続く : その違憲性と不合理性 / 織田信夫著. -- 花伝社.
危機の現場に立つ / 中満泉著. -- 講談社, 2017.7.
武器としての経済学 / 大前研一著. -- 小学館, 2017.9.
大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる / 井堀利宏著. -- KADOKAWA, 2015.4.
異次元緩和の終焉 : 金融緩和政策からの出口はあるのか / 野口悠紀雄著. -- 日本経済新聞出版社,
2017.10.
世界「経済」全史 : 「51の転換点」で現在と未来が読み解ける / 宮崎正勝著. -- 日本実業出版社,
2017.8.
国際比較の経済学 : グローバル経済の構造と多様性 / スレイマン・イブラヒム・コーヘン著 ; 比較経済研
究会訳. -- NTT出版, 2012.1.
貨幣ゲームの政治経済学 / 柳田辰雄著. -- 東信堂, 2015.6.
イノベーションと企業家精神 / P. F. ドラッカー著 ; 上田惇生編訳. -- エッセンシャル版. -- ダイヤモンド
社, 2015.12.
MBAより簡単で英語より大切な決算を読む習慣 : シリコンバレーの起業家が教える世界で通じる最強の
ビジネス教養 / シバタナオキ著. -- 日経BP社.
監査と哲学 : 会計プロフェッションの懐疑心 / 任章著. -- 同文舘出版, 2017.3.
2020年消える金融 : しのびよる超緩和の副作用 / 高田創, 柴崎健, 大木剛著. -- 日本経済新聞出版社,
2017.2.
図解カードビジネスの戦略 : 決済の世界はこう動く! / 本田元著. -- 第2版. -- 中央経済社, 2014.2.
信託の基礎 / 経済法令研究会編. -- 4訂第6刷. -- 経済法令研究会, 2016.4. -- (Basic series).
本当にわかる為替相場 : マーケット参加者の心理学から経済指標の読み方、最新の予測ツールまで /
尾河真樹著. -- 新版. -- 日本実業出版社, 2017.1.

請求記号
234.065//N91//3813
234.065//N91//3814
234.072//G68//3795
234.075//N91//3808
234.075//N91//3812
234.075//N91//3811
238.07//KA36//3793
238.07//L54//3800
238.07//TR7//3809
238.07//W17//3792
238.07//W85//3799
288.4934//SE41//3796
288.4935//SH63//3797
289//ME37//3801
289//ME37//3802
289//SH63//3798
292.239//G47//3967
302.38//MA51//3928
302.389//H82//3791
304//H64//3959
311.237//KA16//3810
321//F92//3854
321//MO55//3865
321//O23//3866
322.92//A25//3860
322.9227//O36//3859
323.14//KA81//3867
324.4//KU33//3876
325.2//SU13//3878
326.23//A12//3856
326//U14//3855
327.6//A38//3857
327.67//O17//3858
329.33//N35//3927
330.4//O61//3873
331//I25//3871
332.107//N93//3892
332//MI88//3874
333.6//C83//3889
333.6//Y53//3890
335.13//D92//3882
336.83//SH18//3870
336.97//N76//3883
338.21//TA55//3884
338.7//H84//3877
338.8//KE29//3888
338.952//O24//3887

資料名等
いまさら聞けないビットコインとブロックチェーン / 大塚雄介 [著]. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン,
2017.3.
大学4年間の金融学が10時間でざっと学べる / 植田和男著. -- KADOKAWA, 2017.7.
仮想通貨の時代 / ポール・ヴィニャ, マイケル・J・ケーシー著 ; コスモユノー訳. -- マイナビ出版, 2017.9.
アメリカの高校生が読んでいる金融の教科書 / 山岡道男, 淺野忠克著. -- アスペクト, 2009.4.
アジアで考え地域で考える : 社会学の視点 / 橋本和孝著. -- ハーベスト社, 2006.6.
耳を傾ける技術 / レス・バック著 ; 有元健訳. -- せりか書房, 2014.7.
「逃げ恥」にみる結婚の経済学 / 白河桃子, 是枝俊悟著. -- 毎日新聞出版, 2017.10.
ソウルスタイル : 韓国のそこが知りたい55 / 朴大王著. -- 白帝社, 2013.3.
歴メシ! : 世界の歴史料理をおいしく食べる / 遠藤雅司著. -- 柏書房, 2017.8.
歴史を変えた6つの飲物 : ビール、ワイン、蒸留酒、コーヒー、茶、コーラが語るもうひとつの世界史 / ト
ム・スタンデージ著 ; 新井崇嗣訳. -- 楽工社, 2017.6.
おいしく世界史 / 庭乃桃著. -- 柏書房, 2017.9.
兵士の歴史大図鑑 / R.G.グラント著 ; 山崎正浩訳. -- 創元社, 2017.2.
ドイツ軍事史 : その虚像と実像 / 大木毅著. -- 作品社, 2016.3.
ティンカリングをはじめよう : アート、サイエンス、テクノロジーの交差点で作って遊ぶ / Karen Wilkinson,
Mike Petrich著 ; 金井哲夫訳. -- オライリー・ジャパン. -- (Make: Japan books).
手を動かしてまなぶ線形代数 / 藤岡敦著. -- 裳華房, 2015.11.
なるほど!とわかる線形代数 / 松野陽一郎著. -- 東京図書, 2017.4.
1冊でマスター大学の微分積分 / 石井俊全著. -- 技術評論社, 2014.8.
フーリエの冒険 / トランスナショナルカレッジオブレックス編. -- 新装改訂版. -- 言語交流研究所ヒッポ
ファミリークラブ, 2013.7.
弱点克服大学生のフーリエ解析 / 矢崎成俊著. -- 東京図書, 2011.12.
物理の散歩道 / ロゲルギスト著 ; 続 : 新装版. -- 岩波書店, 2009.9-2010.2.
物理の散歩道 / ロゲルギスト著 ; 第五 : 新装版. -- 岩波書店, 2009.9-2010.2.
史上最強図解これならわかる!電磁気学 / 遠藤雅守著. -- ナツメ社, 2014.9.
実はおもしろい化学反応 : 世界は化学反応でできている / 中西貴之著. -- 技術評論社, 2012.10. -- (知
りたいサイエンス ; 115).
世界で出逢った魚と人と旨いもの : わが魚類研究の軌跡 / 多紀保彦著. -- 五曜書房.
魚類学 = Ichthyology / 矢部衞, 桑村哲生, 都木靖彰編. -- 恒星社厚生閣, 2017.9.
サケマス・イワナのわかる本 / 井田齊, 奥山文弥著. -- 改訂新版. -- 山と溪谷社, 2017.5.
科学知と人文知の接点 : iPS細胞研究の倫理的課題を考える / 京都大学iPS細胞研究所上廣倫理研究
部門編. -- 弘文堂, 2017.10.
これだけ!iPS細胞 / 夏緑著. -- 秀和システム, 2015.1.
Age of super sensing : センシングデザインの未来 / 日経エレクトロニクス編. -- 日経BP社.
Fusion 360[TM] Masters / オートデスク編著. -- ソーテック社, 2017.5.
Fusion360操作ガイド : 次世代クラウドベース3DCAD : 3Dプリンターのデータ作成にも最適!! / スリプリ(3D
ワークス株式会社), 三谷大暁, 別所智広, 坂元浩二著 ; ベーシック編. -- 第2版. -- カットシステム,
世界を動かす100の技術 / 日経BP社編. -- 日経BP社. -- (日経テクノロジー展望 ; 2018).
ロボコン : イケてない僕らのイカした特別授業 / ニール・バスコム著 ; 松本剛史訳. -- 集英社, 2014.6.
Make : technology on your time / オライリー・ジャパン編 ; 01 - 12. -- オライリー・ジャパン.
202Xインフラテクノロジー : 土木施設の商機を大胆予測 / 浅野祐一著 ; 日経コンストラクション編. -- 日
経BP社.
世界の橋 : 巨大建築の美と技術の粋 / マーカス・ビニー著 ; 黒輪篤嗣訳. -- 河出書房新社, 2017.9.
ダムマニア / 宮島咲著. -- オーム社, 2011.9.
マンション維持保全の実務 : プロ必携マニュアル / 浜田素弘著. -- 週刊住宅新聞社, 2009.8. -- (QP
Books).
写真マンガでわかる住宅メンテナンスのツボ / 玉水新吾, 都甲栄充著. -- 学芸出版社, 2013.10.
知ってなアカン!機械技術者そんな設計じゃ、罰せられますよ! : わかりやすくやさしくやくにたつ / 古川功
[ほか] 著. -- 日刊工業新聞社, 2014.7.
磁界共鳴によるワイヤレス電力伝送 / 居村岳広著. -- 森北出版, 2017.2.
産業、サービス、医療用ロボット225社・団体の最新動向. -- 産業タイムズ社, 2017.10. -- (ロボット産業
最前線 ; 2018).
この一冊で全部わかるネットワークの基本 / 福永勇二著. -- SBクリエイティブ, 2016.4. -- (イラスト図解
式 : わかりやすさにこだわった).
一冊でキッチリ身につくサーバーの基本としくみ : イラスト図解 / リンクアップ著. -- ナツメ社, 2017.8.
いちばんよくわかるHTML5&CSS3デザインきちんと入門 / 狩野祐東著. -- SBクリエイティブ, 2016.11.
確かな力が身につくJavaScript「超」入門 / 狩野祐東著. -- SBクリエイティブ, 2015.11.
詳解HTML&CSS&JavaScript辞典 / 大藤幹, 半場方人著. -- 第7版. -- 秀和システム, 2017.3.
Ruby on Rails 5超入門 / 掌田津耶乃著. -- 秀和システム, 2016.12.
画像工学 / 堀越力 [ほか] 共著. -- オーム社, 2016.12. -- (IT text / 情報処理学会編).
MATLABと実験でわかるはじめての自動制御 / 熊谷英樹, 大石潔編著. -- 日刊工業新聞社, 2008.7.
「Scilab」で学ぶ現代制御 / 川谷亮治著. -- 工学社, 2017.8. -- (I/O books).
画像処理工学 / 末松良一, 山田宏尚共著. -- 改訂版. -- コロナ社, 2014.4. -- (メカトロニクス教科書シ
リーズ / 安田仁彦 [ほか] 編集委員 ; 9).
高速ビデオ・インターフェース×FPGA / FPGAマガジン編集部編. -- CQ出版, 2013.5. -- (FPGAマガジン
: ハイエンド・ディジタル技術の専門誌 / FPGAマガジン編集部編 ; No.1).

請求記号
338//O88//3869
338//U32//3872
338//V69//3886
338//Y42//3885
361.04//H38//3970
361//B13//3969
367.4//SH83//3891
382.21//P16//3951
383.8//E59//3806
383.8//ST2//3807
383.83//N89//3804
L392//G77//3790
392.34//O51//3803
407//W73//3919
411.3//F65//3849
411.3//MA84//3848
413.3//I75//3937
413.59//TO66//3846
413.59//Y67//3847
420.4//L82//3934
420.4//L82//3935
427//E59//3844
431.3//N38//3936
487.5//TA71//3908
487.51//Y11//3906
487.61//I18//3916
491.11//KY6//3862
491.11//N58//3863
L501.22//N73//3922
501.8//O86//3923
501.8//SU76//3924
504//N73//3893
507.7//B26//3910
507.9//O71//3920
510.91//A87//3914
L515.02//B44//3904
517.7//MI75//3905
527.8//H22//3913
527//TA78//3915
531.9//F93//3901
544.2//I49//3894
L548.3//R55//3917
547.483//F79//3822
547.483//R45//3826
547.4833//KA58//3821
547.4833//KA58//3823
547.4833//O19//3830
547.4833//SH95//3829
547.8//H89//3898
548.3//KU33//3899
548.31//KA98//3900
548//SU17//3911
549.7//F42//3903

資料名等
基礎からのプリント基板製作 / 佐倉正幸著. -- 工学社, 2017.5. -- (I/O books).
Verilog HDL & VHDLテストベンチ記述の初歩 : 論理回路の検証で用いるHDL文法とノウハウ / 安岡貴
志著. -- CQ出版, 2010.10. -- (デザインウェーブムック).
錆・腐食・防食のすべてがわかる事典 : 最新オールカラー図解 / 藤井哲雄監修. -- ナツメ社, 2017.6.
1973筑豊・最後の坑夫たち / 永吉博義, 帆足昌平著. -- 集広舎, 2015.1.
香水の歴史 : フォトグラフィー / ロジャ・ダブ著 ; 富岡由美, 沢田博訳協力. -- 原書房, 2010.3.
うまい酒の科学 : 造り方から楽しみ方まで、酒好きなら読まずにはいられない / 酒類総合研究所著. -ソフトバンククリエイティブ, 2007.12. -- (サイエンス・アイ新書 ; SIS-045).
Made by hand : ポンコツDIYで自分を取り戻す / Mark Frauenfelder著 ; 金井哲夫訳. -- オライリー・ジャ
パン. -- (Make: Japan books).
スパイスカレー事典 / 水野仁輔著. -- パイインターナショナル, 2016.5.
カレーのすべて : プロの味、プロのテクニック / 柴田書店編. -- 柴田書店, 2007.8.
古くて新しいフランス菓子 / 河田勝彦著. -- 日本放送出版協会, 2010.9.
おクジラさま : ふたつの正義の物語 / 佐々木芽生著. -- 集英社, 2017.8.
商業用語事典 / 商業界編. -- 商業界, 2006.3.
ロードアイランド・スクール・オブ・デザインに学ぶクリティカル・メイキングの授業 : アート思考+デザイン思
考が導く、批判的ものづくり / ロザンヌ・サマーソン, マーラ・L.ヘルマーノ編著 ; 大野千鶴訳. -- ビー・エ
ヌ・エヌ新社, 2017.7.
大阪写新世界 / 日本建築写真家協会著. -- 日本建築写真家協会.
めぐる日本のモノづくり : 52 stories of new takumi / edited by Lexus new takumi project. -- 美術出版
社, 2017.10.
日本語を話そう! : シャドーイング / 斎藤仁志 [ほか] 著 ; 初-中級編. -- くろしお出版, 2006.9-.
日本語を話そう! : シャドーイング / 斎藤仁志 [ほか] 著 ; 中-上級編. -- くろしお出版, 2006.9-.
日本語を話そう! : シャドーイング / 斎藤仁志 [ほか] 著 ; 中-上級編. -- インドネシア語・タイ語・ベトナム
語版. -- くろしお出版, 2013.12-.
韓国語学習スタートブック / 安垠姫著 ; 超入門編. -- Jリサーチ出版, 2007.9-. -- (Jmook ; 03, 08).
韓国語学習スタートブック / 安垠姫著 ; 初級編. -- Jリサーチ出版, 2007.9-. -- (Jmook ; 03, 08).
韓国語能力試験 : TOPIK / 河仁南, 南嘉英著 ; 1・2級. -- 語研, 2015-.
韓国語能力試験 : TOPIK / 河仁南, 南嘉英著 ; 5・6級. -- 語研, 2015-.
新韓国語学習Q&A333 / hana編集部編 ; 李允希 [ほか] 著. -- HANA.
生録「私」について表現する韓国語 : 特集. -- HANA. -- (hana : 韓国語学習ジャーナル ; vol.15).
実用日韓・韓日辞典 : ポケット版 / 木内明, 金孝珍監修. -- 成美堂出版, 2013.8.
デイリーコンサイス韓日・日韓辞典 = Sanseido's daily concise Korean dictionary / 尹亭仁編. -- 三省堂,
2009.5.
キクタン韓国語 : 聞いて覚える韓国語単語帳 / HANA韓国語教育研究会編 ; 入門編. -- 改訂版. -- ア
ルク, 2012.6-.
キクタン韓国語 : 聞いて覚える韓国語単語帳 / HANA韓国語教育研究会編 ; 中級編. -- 改訂版. -- ア
ルク, 2012.6-.
キクタン韓国語 : 聞いて覚える韓国語単語帳 / HANA韓国語教育研究会編 ; 生活用語編. -- アルク,
2008.5-.
キクタン韓国語 : 聞いて覚える韓国語単語帳 / HANA韓国語教育研究会編 ; 形容詞・副詞編. -- アルク,
2008.5-.
最効率!例文で覚える韓国語単語 / 石田美智代著. -- 研究社, 2013.12.
ソウルアカデミー韓国語文法辞典 : 初級・中級 / 金宰郁, 片龍雨, 韓賢柱著. -- 蒼学舎.
対訳韓国の古典 / HANA韓国語教育研究会著. -- HANA. -- (多読多聴の韓国語 ; 初級編).
対訳韓国の人物 / HANA韓国語教育研究会著. -- HANA. -- (多読多聴の韓国語 ; 初中級編).
韓国の新聞で学ぶハングルリーディング / 市吉則浩編. -- DHC, 2009.2.
30秒でできる!ニッポン紹介おもてなしの韓国語会話 / IBCパブリッシング編 ; リムワン訳. -- IBCパブリッ
シング, 2017.4.
韓国語で説明する日本の文化 : これ一冊で!日本のことをもっと話せる / 植田一三編著 ; 上田敏子, 呉泰
均著. -- 語研, 2017.10.
誤訳0 (ゼロ) トレーニング / 光藤京子著. -- 秀和システム, 2016.12.
英語で説明する全技術 : methods for clear English presentation / 齋藤浩史著. -- 秀和システム,
2017.9.
もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『イノベーションと企業家精神』を読んだら / 岩崎夏海著.
-- ダイヤモンド社, 2015.12.
智異山 / 李炳注著 ; 松田暢裕訳 ;上. -- 東方出版, 2015.8.
智異山 / 李炳注著 ; 松田暢裕訳 ;下. -- 東方出版, 2015.8.

請求記号
549.7//SA46//3897
549.7//Y66//3895
563.7//SA11//3912
567.096//N25//3968
576.72//D89//3933
588.5//SH99//3909
592.7//F45//3918
596.22//MI96//3930
596.22//SH18//3931
596.65//KA98//3932
664.9//SA75//3907
670.33//SH95//3879
707//SO36//3921
748//N71//3965
750.21//L59//3902
810.7//SA25//3962
810.7//SA25//3963
810.7//SA25//3964
829.1//A46//3953
829.1//A46//3954
829.1//H11//3948
829.1//H11//3949
829.1//H27//3957
829.1//N47//3956
829.13//KI81//3941
829.13//Y98//3942
829.14//H27//3943
829.14//H27//3944
829.14//H27//3945
829.14//H27//3946
829.14//I72//3947
829.15//KI31//3950
829.17//H27//3938
829.17//H27//3939
829.17//I17//3952
829.178//I11//3955
829.178//U32//3940
837.5//MI63//3843
837.8//SA25//3864
913.6//I96//3881
929.13//L61//3960
929.13//L61//3961

