2F企画展示「学生選書2017」 番外編

展示期間：1/11-

学生選書で選んだ本、学情センターにありました！
毎年学生選書で選ばれた図書の中には、すでに学情センターに所蔵のある図書がたくさんあります。
皆さんが読みたいと思った図書は、意外と学情センターの本棚に並んでいます。
気になる図書があれば、OPACを検索してみてください。

書名等

配置場所

ドーナツを穴だけ残して食べる方法 : 越境する学問-穴からのぞく大学講義 / 大阪大学ショセキカプロ
3F開架新体系
ジェクト編. -- 大阪大学出版会, 2014.2.
入門UNIXシェルプログラミング : シェルの基礎から学ぶUNIXの世界 / ブルース・ブリン著 ; 山下哲典訳. 3F開架新体系
- 改訂第2版. -- ソフトバンクパブリッシング, 2003.2.
対話によるCommon Lisp入門 / 栗原正仁著. -- 森北出版, 1993.10.
3F開架新体系
失われたドーナツの穴を求めて / 芝垣亮介, 奥田太郎編. -- さいはて社, 2017.7.
3F開架新体系

請求記号
002//O73//7229
007.64//B57//3374

名著で読む世界史120 / 池田嘉郎 [ほか] 編. -- 山川出版社, 2016.11.

3F開架新体系

「ヤミ市」文化論 / 井川充雄, 石川巧, 中村秀之編. -- ひつじ書房, 2017.2.
ニセチャイナ : 満洲・蒙疆・冀東・臨時・維新・南京 / 広中一成著. -- 社会評論社, 2013.7. -- (20世紀中
国政権総覧 ; v. 1 . 中国傀儡政権).
残響のハーレム : ストリートに生きるムスリムたちの声 / 中村寛著. -- 共和国, 2015.11.
黒人ハイスクールの歴史社会学 : アフリカ系アメリカ人の闘い1940-1980 / ジョン・L・ルーリー, シェリー・
A・ヒル著 ; 倉石一郎, 久原みな子, 末木淳子訳. -- 昭和堂, 2016.11.
本当の戦争の話をしよう : 世界の「対立」を仕切る / 伊勢崎賢治著. -- 朝日出版社, 2015.1.
英国学派入門 : 国際社会論へのアプローチ / バリー・ブザン著 ; 大中真 [ほか] 訳. -- 日本経済評論社,
2017.5.
選挙権と国民主権 : 政治を市民の手に取り戻すために / 辻村みよ子著. -- 日本評論社, 2015.5.
不道徳な見えざる手 : 自由市場は人間の弱みにつけ込む / ジョージ・A.アカロフ, ロバート・J.シラー著 ;
山形浩生訳. -- 東洋経済新報社, 2017.5.
行動経済学入門 : 基礎から応用までまるわかり / 真壁昭夫著. -- ダイヤモンド社, 2010.4.
グローバル資本主義と「放逐」の論理 : 不可視化されゆく人々と空間 / サスキア・サッセン著 ; 伊藤茂訳.
-- 明石書店, 2017.4.

3F開架新体系

007.64//KU61//8140
041//SH15//0894
209//I32//6393//西田
蔵書
210.76//I31//8527

3F開架新体系

222.074//H71//8908

4F開架新体系

316.853//N37//7922

4F開架新体系

316.853//R87//5657

4F開架新体系

319.8//I69//8766

4F開架新体系

319//B97//1539

4F開架新体系

323.143//TS44//3572

4F開架新体系

331//A33//9300

4F開架新体系

331//MA33//5015

4F開架新体系

332.06//SA82//2855

ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学 / 入山章栄著. -- 日経BP社.

4F開架新体系

老舗企業の研究 / 横澤利昌編著. -- 改訂新版. -- 生産性出版, 2012.3.
社会的課題に挑戦する若き起業家たち : ソーシャルイノベーションの胎動 / 関西中小企業研究所, 小松
史朗編. -- 晃洋書房, 2017.7.
ベンチャービジネス論 / 太田一樹[ほか]編著. -- 実教出版, 2007.4. -- (専門基礎ライブラリー).
競争戦略 / 加藤俊彦著. -- 日本経済新聞出版社, 2014.9. -- (日経文庫 ; 1319).
インド貨幣史 : 古代から現代まで / P.L. グプタ著 ; 山崎元一 [ほか] 訳. -- 刀水書房, 2001.10. -- (人間
科学叢書 ; 33).
社会学者がニューヨークの地下経済に潜入してみた / スディール・ヴェンカテッシュ著 ; 望月衛訳. -- 東
洋経済新報社, 2017.6.
日本クレジット市場の特徴と投資分析 / 後藤文人著. -- 中央経済社, 2014.2.
世界に広がるイスラーム金融 : 中東からアジア, ヨーロッパへ / 濱田美紀, 福田安志編. -- 日本貿易振興
機構アジア経済研究所, 2010.12. -- (アジ研選書 / アジア経済研究所 [編] ; no. 23).
イスラーム金融 : 贈与と交換、その共存のシステムを解く / 櫻井秀子著. -- 新評論, 2008.9.

4F開架新体系

335.1//I64//8013//西
田蔵書
335.2//Y79//1153

4F開架新体系

335.8//KA59//1055

4F開架新体系
4F新書版

335//O81//2671
336.1//KA86//4720

4F開架新体系

337.225//G94//2242

4F開架新体系

338.1//V57//2529

4F開架新体系

338.154//G72//7313

4F開架新体系

338.227//H22//1512

4F開架新体系

ブロックチェーン革命 : 分散自律型社会の出現 / 野口悠紀雄著. -- 日本経済新聞出版社, 2017.1.

4F開架新体系

仮想通貨 : 技術・法律・制度 / 岡田仁志, 高橋郁夫, 山崎重一郎著. -- 東洋経済新報社, 2015.6.
消費増税は、なぜ経済学的に正しいのか : 「世代間格差拡大」の財政的研究 / 井堀利宏著. -- ダイヤモ
ンド社, 2016.3.
しかし、誰が、どのように、分配してきたのか : 同和政策・地域有力者・都市大阪 / 矢野亮著. -- 洛北出
版, 2016.3.
福祉政治 : 日本の生活保障とデモクラシー / 宮本太郎著. -- 有斐閣, 2008.9. -- (有斐閣Insight).
消費者法講義 / 日本弁護士連合会編. -- 第4版. -- 日本評論社, 2013.3.
ピア・パワー : 子どもの仲間集団の社会学 / パトリシア・A.アドラー, ピーター・アドラー著. -- 九州大学出
版会, 2017.9.
重大少年事件の実証的研究 : 親や家族を殺害した事例の分析を通して / 裁判所職員総合研修所監修.
-- 司法協会, 2012.5.
完訳アウトサイダーズ : ラベリング理論再考 / ハワード S. ベッカー著 ; 村上直之訳. -- 現代人文社.
学校教育と愛国心 : 戦前・戦後の「愛国心」教育の軌跡 / 藤田昌士著. -- 学習の友社, 2008.11.
「ゆとり」批判はどうつくられたのか : 世代論を解きほぐす / 佐藤博志, 岡本智周著. -- 太郎次郎社エディ
タス, 2014.10.
教職概論 : 教師を目指す人のために / 佐藤晴雄著. -- 第4次改訂版. -- 学陽書房, 2015.2.
教職概論 / 武安宥, 角本尚紀編. -- 昭和堂, 2009.3.
「就活」の社会史 : 大学は出たけれど・・・ / 難波功士 [著]. -- 祥伝社, 2014.12. -- (祥伝社新書 ; 384).
サイエンスペディア1000 = Sciencepedia 1000 / ポール・パーソンズ著 ; 古谷美央訳. -- ディスカヴァー・
トゥエンティワン, 2015.11.
自然界の秘められたデザイン : 雪の結晶はなぜ六角形なのか? / イアン・スチュアート著 ; 梶山あゆみ訳.
-- 河出書房新社, 2009.7.
ε-δ論法とその形成 / 中根美知代著. -- 共立出版, 2010.7.
グラフ理論入門 : C言語によるプログラムと応用問題 / 佐藤公男著. -- 日刊工業新聞社, 1999.4. -- (原
理がわかる工学選書).

4F開架新体系

338.227//SA47//3831
338//N93//7063//西田
蔵書
338//O38//3566

4F開架新体系

342.1//I25//1348

4F開架新体系

361.86//Y58//2607

4F開架新体系
4F開架新体系

364.021//MI77//0047
365//N71//6530

4F開架新体系

367.6//A16//2141

4F開架新体系

368.7//J88//6620

7F新体系
4F開架新体系

368//B31//3902
372.1//F67//2255

4F開架新体系

372.107//SA85//7515

4F開架新体系
4F開架新体系
4F新書版

374.3//SA85//1286
374.3//TA68//3434
377.9//N47//6621
403.6//P25//8443//西
田蔵書

3F開架新体系
3F開架新体系

404//ST5//4616

3F開架新体系

413.1//N38//7061

3F開架新体系

415.7//SA85//5131

書名等

配置場所

請求記号

形状最適化問題 = Shape optimization problems / 畔上秀幸著. -- 森北出版, 2016.10.
光 熱 波動 / ファインマン, レイトン, サンズ [著] ; 富山小太郎訳. -- : 新装. -- 岩波書店, 1986.2. -- (ファ
インマン物理学 / ファインマン, レイトン, サンズ [著] ; 2).
量子力学 / ファインマン, レイトン, サンズ [著] ; 砂川重信訳 ; : 新装. -- 岩波書店, 1986.4. -- (ファインマ
ン物理学 / ファインマン, レイトン, サンズ [著] ; 5).
電磁波と物性 / ファインマン, レイトン, サンズ [著] ; 戸田盛和訳. -- : 特別記念版. -- 増補版. -- 岩波書
店, 2002.9. -- (ファインマン物理学 / ファインマン, レイトン, サンズ [著] ; 4).

3F開架新体系

417//A99//5141

3F開架新体系

420//F23//3397

3F開架新体系

420//F23//3400

3F開架新体系

420//F23//9074

乱流 / P.A.Davidson著 ; 益田重明訳. -- 森北出版, 2016.12.

3F開架新体系

423.84//D46//6098//西
田蔵書

3F開架新体系

423//G61//2184

3F開架新体系

423//G61//7656

3F開架新体系

427//J11//7265

3F開架新体系

427//J11//7266

3F開架新体系

427//N99//5934

3F開架新体系

431//SA25//3453

3F開架新体系

460.8//G34//6074

3F開架新体系
4F新書版
3F開架新体系
3F開架大型本
3F開架新体系

467.5//L85//1081
491.11//N43//4547
492.89//N37//7695
L501.23//N71//8365
511.78//Y19//8410

3F開架新体系

519.8//D43//0413

3F開架新体系
7F新体系L

519//A53//2537
L522.2//KY8//6977

3F開架新体系

524//SA25//4160

2F学生選書

547.483//C73//7147

3F開架新体系

548.2//A49//3798

3F開架新体系

563.7//N16//3887

3F開架新体系

579.9//SH53//1286

4F新書版

619.89//TA79//9304

4F新書版

675//N71//5198

3F開架新体系

829.14//H27//8272

3F開架新体系
3F開架新体系

880.4//KU72//1941
880//KU72//2218

3F開架新体系

887.8//I92//2649

3F開架新体系

913.6//I96//2259

3F開架新体系

914.6//A99//4225

3F開架新体系

914.6//TO62//4861

古典力学 / H. Goldstein, C. Poole, J. Safko著 ; 矢野忠, 江沢康生, 渕崎員弘共訳. -- 上, 下. -- 吉岡書
店, 2006.6-2009.3. -- (物理学叢書 / 小谷正雄 [ほか] 編 ; 102, 105).
古典力学 / H. Goldstein, C. Poole, J. Safko著 ; 矢野忠, 江沢康生, 渕崎員弘共訳. -- 上, 下. -- 吉岡書
店, 2006.6-2009.3. -- (物理学叢書 / 小谷正雄 [ほか] 編 ; 102, 105).
電磁気学 / J. D. ジャクソン著 ; 西田稔訳. -- 上, 下. -- 吉岡書店, 2002.7-2003.2. -- (物理学叢書 / 小
谷正雄 [ほか] 編 ; 90, 92).
電磁気学 / J. D. ジャクソン著 ; 西田稔訳. -- 上, 下. -- 吉岡書店, 2002.7-2003.2. -- (物理学叢書 / 小
谷正雄 [ほか] 編 ; 90, 92).
電磁気学 : 大学生のためのエッセンス = Essentials of electricity and magnetism for college students /
沼居貴陽著. -- 共立出版, 2010.9.
物理化学 / 齋藤勝裕, 長谷川美貴共著. -- オーム社, 2010.5. -- (わかる×わかった!).
再生医療生物学 / 阿形清和 [ほか] 著. -- 岩波書店, 2009.12. -- (現代生物科学入門 / 浅島誠, 黒岩常
祥, 小原雄治編 ; 7).
進化する魚型ロボットが僕らに教えてくれること / ジョン・H・ロング著 ; 松浦俊輔訳. -- 青土社, 2013.8.
幹細胞と再生医療 / 中辻憲夫著. -- 丸善出版, 2015.6. -- (サイエンス・パレット ; 026).
図解人工筋肉 : ソフトアクチュエータが拓く世界 / 中村太郎著. -- 日刊工業新聞社, 2011.11.
演習流体力学 / 日本機械学会著. -- 日本機械学会. -- (JSMEテキストシリーズ).
コンクリート診断 : ASRの的確な診断/抑制対策/岩石学的評価 / 山田一夫編. -- 森北出版, 2017.4.
サステイナビリティの経済学 : 人間の福祉と自然環境 / パーサ・ダスグプタ [著] ; 植田和弘監訳. -- 岩
波書店, 2007.12.
法学・経済学・自然科学から考える環境問題 / 青木淳一 [ほか] 著. -- 慶應義塾大学出版会, 2017.8.
大図解九龍城 / 九龍城探検隊写真・文 ; 寺澤一美絵. -- 岩波書店, 1997.7.
新しい建築のみかた / 斎藤公男著. -- 最新版. -- エクスナレッジ, 2014.7. -- (建築知識 . デザイン技術
シリーズ ; 5).
ネットワークエンジニアの教科書 / シスコシステムズ合同会社テクニカルアシスタンスセンター著. -- シー
アンドアール研究所, 2015.9.
パソコンの仕組みの絵本 : パソコンの実力がわかる9つの扉 / アンク著. -- 翔泳社, 2010.9.
よくわかる最新さびの基本と仕組み : さびの特徴と腐食、防食の基本を学ぶ : 金属腐食の常識 / 長野博
夫, 松村昌信著. -- 第2版. -- 秀和システム, 2016.7. -- (How-nual図解入門).
トコトンやさしいバイオミメティクスの本 / 下村政嗣編著 ; 高分子学会バイオミメティクス研究会編. -- 日
刊工業新聞社, 2016.3. -- (B&Tブックス . 今日からモノ知りシリーズ).
コーヒーの科学 : 「おいしさ」はどこで生まれるのか / 旦部幸博著. -- 講談社, 2016.2. -- (ブルーバックス
; B-1956).
戦略・マーケティングの名著を読む / 日本経済新聞社編. -- 日本経済新聞出版社, 2015.8. -- (日経文庫
; 1341).
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 - 中級編. -- 改訂
版. -- アルク, 2012.6-.
ロシア語の余白 / 黒田龍之助著. -- 現代書館, 2010.12.
ロシア語のしくみ / 黒田竜之助著. -- 新版. -- 白水社, 2014.6.
コミュニケーションのためのロシア語 : 中級へのステップアップ / 岩原宏子, ブラーソワ・タチアーナ著. -三修社, 2017.8.
もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら / 岩崎夏海著. -- ダイヤモンド
社, 2009.12.
弱いつながり : 検索ワードを探す旅 / 東浩紀著. -- 幻冬舎, 2014.7.
朝永振一郎 : 見える光、見えない光 / 朝永振一郎著. -- 平凡社, 2016.10. -- (Standard books).

