２F企画展示

展示期間：2022年6月23日-7月14日

購入希望図書制度
今回の企画展示では、これまでに「購入希望図書制度」を利用して購入された図書を展示します。
学習に必要な図書が大学にない…でも必要なので図書館に置いて欲しい！という本があれば、
この「購入希望図書制度」を活用してください。
書名

配置場所

請求記号

3F開架新体系

007.1//C25//3989

3F開架新体系

007.13//MI76//3085

4F新書版

007.3//TS34//1004

3F開架新体系

007.58//MA45//0060

3F開架新体系

007.634//TA67//9075

3F開架新体系

007.64//C89//2549

3F開架新体系

007.64//I89//2617

3F開架新体系

104//O42//5030

3F開架新体系

113.2//H84//4371

3F開架新体系

131.3//P71//5205

3F開架新体系

134.95//H98//4384

3F開架新体系

134.95//Y24//4002

3F開架新体系

141.5//H42//3271

3F開架新体系

141.5//L56//7272

3F開架新体系

141.7//SC9//9954

3F開架新体系

141.72//U39//7332

3F開架新体系

141//SI4//9952

3F開架新体系

150//KR5//3309

僕たちは14歳までに何を学んだか / 藤原和博著. -- SBクリエイティブ, 2019.2. -- (SB新書 ; 464).

4F新書版

159//F56//8192

中世の寺社焼き討ちと神仏冒涜 / 稙田誠著. -- 戎光祥出版, 2021.4. -- (戎光祥研究叢書 ; 21).

3F開架新体系

162.1//W41//0582

世界鳥類神話 / 篠田知和基著. -- 八坂書房, 2017.6.

3F開架新体系

164//SH66//6539

図説旧約聖書の考古学 / 杉本智俊著. -- 河出書房新社, 2021.7. -- (ふくろうの本).

3F開架新体系

193.02//SU38//2864

3F開架新体系

209.4//G84//4754

絶対に挫折しない日本史 / 古市憲寿著. -- 新潮社, 2020.9. -- (新潮新書 ; 876).

4F新書版

210.1//F93//4480

飛鳥への招待 / 飛鳥学冠位叙任試験問題作成委員会著 ; 今尾文昭編. -- 中央公論新社, 2021.3.

3F開架新体系

210.33//A93//0457

3F開架新体系

234.05//KO75//8429

3F開架新体系

289//KU74//8619

Looking for information : a survey of research on information seeking, needs, and behavior / by
Donald O. Case, Lisa M. Given ; : hbk. -- 4th ed. -- Emerald, 2016. -- (Studies in information).
響きあう社会、他者、自己 / 三宅陽一郎, 大山匠著. -- ビー・エヌ・エヌ新社, 2020.7. -- (人工知能
のための哲学塾 ; 未来社会篇).
情報戦争を生き抜く : 武器としてのメディアリテラシー/ 津田大介著. -- 朝日新聞出版, 2018.11. -(朝日新書 ; 696).
情報検索の基礎 / Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, Hinrich Schütze著 ; 岩野和生
[ほか] 訳. -- 共立出版, 2012.6.
Linuxのしくみ : 試して理解 : 実験と図解で学ぶOSとハードウェアの基礎知識 / 武内覚著. -- 技術評
論社, 2018.3.
Go言語による並行処理 / Katherine Cox-Buday著 ; 山口能迪訳. -- オライリー・ジャパン.
プロを目指す人のためのRuby入門 : 言語仕様からテスト駆動開発・デバッグ技法まで / 伊藤淳一
著. -- 技術評論社, 2017.12. -- (Software design plusシリーズ).
世界を知るための哲学的思考実験 / 岡本裕一朗著. -- 朝日新聞出版, 2019.12.
How free are you? : the determinism problem / Ted Honderich ; : pbk. -- 2nd ed. -- Oxford
University Press, 2002.
ソクラテスの弁明 : 関西弁訳 / プラトン著 ; 北口裕康訳. -- パルコエンタテインメント事業局,
2009.5.
Aktive Synthesen : aus der Vorlesung "Transzendentale Logik" 1920/21 : Ergänzungsband zu
"Analysen zur passiven Synthesis" / Edmund Husserl ; herausgegeben von Roland Breeur ; :
softcover. -- Springer Science+Business Media, c2000. -- (Husserliana : gesammelte Werke /
Edmund Husserl ; Bd. 31).
フッサールの時間論 / 山口一郎著. -- 知泉書館, 2021.11.
思考・論理・分析 : 「正しく考え、正しく分かること」の理論と実践 / 波頭亮著. -- 産業能率大学
出版部, 2004.7.
子どもは40000回質問する : あなたの人生を創る「好奇心」の驚くべき力 / イアン・レズリー著 ;
須川綾子訳. -- 光文社, 2016.4.
The science of interest / Paul A. O'Keefe, Judith M. Harackiewicz, editors ; : softcover. -Springer, [2018], c2017.
「やる気」を育てる! : 科学的に正しい好奇心、モチベーションの高め方 / 植木理恵著. -- 日本実業
出版社, 2018.9.
Exploring the psychology of interest / Paul J. Silvia. -- Oxford University Press, 2006. -(Psychology of human motivation).
21世紀の道徳 : 学問, 功利主義, ジェンダー, 幸福を考える / ベンジャミン・クリッツァー著. -- 晶文
社, 2021.12. -- (犀の教室).

Nicephori Gregorae Byzantina historia : Graece et Latine / edited by Immanuel Bekker ; : pbk. :
v. 3. -- Cambridge University Press, 2012. -- (Cambridge library collection).

フランス革命と神聖ローマ帝国の試煉 : 大宰相ダールベルクの帝国愛国主義 / 今野元著. -- 岩波書
店, 2019.2.
マックス・ヴェーバーの生涯と学問 : 神からの使命に生きて / 黒川知文著. -- ヨベル, 2021.3.

中国共産党、その百年 / 石川禎浩著. -- 筑摩書房, 2021.6. -- (筑摩選書 ; 0214).

4F開架新体系

315.22//I76//0221

犯罪捜査101問 / 増井清彦著. -- 補訂第6版. -- 立花書房, 2010.7.

4F開架新体系

317.75//MA67//2291

ドイツ封建社会の城塞支配権 / 櫻井利夫著. -- 信山社, 2017.9. -- (学術選書 ; 159 . 西洋法制史).

4F開架新体系

322.34//SA47//0038

4F開架新体系

325.2//N37//8424

4F開架新体系

327.2//MO45//4379

4F開架新体系

327.93//H48//9366

4F開架新体系

329.37//N38//4769

4F開架新体系

330//N39//4498

4F開架新体系

331//MA51//3051

経済学ゼミナール上級編 / 西村和雄, 友田康信著. -- 実務教育出版, 2015.9.

4F開架新体系

331//N84//8622

アジアにおける民主主義と経済発展 / 山本博史編著. -- 文眞堂, 2019.3.

4F開架新体系

332.2//Y31//0044

4F開架新体系

335.8//KO79//3996

4F開架新体系

338.01//KI19//9056

4F開架新体系

338.2389//Y42//8620

4F開架新体系

365//F83//8431

4F開架新体系

367.2//B96//9779

4F開架新体系

371.43//I76//1041

4F開架新体系

375.334//TE25//0219

4F開架新体系

375.413//I38//6833

4F開架新体系

375.8//I53//9077

4F開架新体系

387.033//TA23//9358

3F開架新体系

411.73//SE85//2616

3F開架新体系

417.6//B12//0223

3F開架新体系

417//H92//3047

3F開架新体系

421.3//B81//1232

3F開架新体系

421.5//KA95//0856

3F開架新体系

421.5//U94//0041

3F開架新体系

429.6//SH81//2780

3F開架新体系

451.85//C53//4000

3F開架新体系

487.51//B16//1462

3F開架新体系

491.376//B25//1040

3F開架新体系

493.77//A44//0460

会社法を読み解く : 実務と裁判例を踏まえて / 中村直人, 後藤晃輔, 北村勇人著. -- 商事法務,
2021.3.
争点整理の手法と実践 / 森宏司 [ほか] 編. -- 民事法研究会, 2021.7.
西欧における民事裁判の発達と展開 : 西欧大陸民事訴訟史概観 / 林屋礼二著. -- 有斐閣 (発売),
2021.2.
EU司法裁判所概説 / 中西優美子著 = A guide to the Court of Justice of the European Union /
Yumiko Nakanishi. -- 信山社, 2022.1. -- (現代選書).
目からウロコが落ちる奇跡の経済教室 / 中野剛志著 ; 基礎知識編. -- ベストセラーズ, 2019.4.
アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か? : これからの経済と女性の話 / カトリーン・マルサル著 ;
高橋璃子訳. -- 河出書房新社, 2021.11.

これからの「社会の変え方」を、探しにいこう。 : スタンフォード・ソーシャルイノベーション・
レビューベストセレクション10. -- SSIR Japan.
ファイナンス理論入門 : 金融工学へのプロローグ / 木島正明, 鈴木輝好, 後藤允著. -- 朝倉書店,
2012.3.
デジタル化する世界と金融 : 北欧のIT政策とポストコロナの日本への教訓 / 山岡浩巳, 加藤出, 長内
智著. -- 金融財政事情研究会.
持続可能な消費と社会的実践理論 / 福士正博著. -- 柊風舎, 2020.5.
問題=物質 (マター) となる身体 / ジュディス・バトラー著 ; 竹村和子, 越智博美ほか訳. -- 以文社,
2021.5.
学校心理学 : 教師・スクールカウンセラー・保護者のチームによる心理教育的援助サービス / 石隈
利紀著. -- 誠信書房, 1999.11.
新詳資料地理の研究 / 帝国書院編集部編集. -- 帝国書院, 2021.2.
知識構成型ジグソー法による数学授業 : 「主体的・対話的で深い学び」を実現する / 飯窪真也, 齊
藤萌木, 白水始編著. -- 明治図書出版, 2017.3.
古典教育と古典文学研究を架橋する : 国語科教員の古文教材化の手順 / 井浪真吾著. -- 文学通信,
2020.3.
来訪神事典 / 平辰彦著. -- 新紀元社, 2020.8.
Topics in Galois theory / Jean-Pierre Serre ; notes written by Henri Darmon. -- 2nd ed. -- A K
Peters, c2007. -- (Research notes in mathematics ; v. 1).
時系列分析と状態空間モデルの基礎 : RとStanで学ぶ理論と実装 / 馬場真哉著. -- プレアデス出版,
2018.3.
データ解析のためのロジスティック回帰モデル / David W.Hosmer,Jr., Stanley Lemeshow, Rodney
X.Sturdivant著 ; 早川有, 川崎洋平, 下川朝有訳. -- 共立出版, 2017.2.
Introduction to quantum field theory with applications to quantum gravity / Iosif L. Buchbinder,
Ilya Shapiro. -- 1st ed. -- Oxford University Press, 2021. -- (Oxford graduate texts).
世界一わかりやすい物理数学入門 : これ1冊で完全マスター! / 川村康文著. -- 講談社, 2020.1.
よくわかる物理数学の基本と仕組み : 物理、工学のための数学入門 / 潮秀樹著. -- 秀和システム,
2004.2. -- (How-nual図解入門).
ニュートリノ物理学 / 白井淳平, 末包文彦著. -- 朝倉書店, 2021.3. -- (現代物理学 / 倉本義夫, 江澤
潤一編集 . 展開シリーズ ; 1).
気候危機とグローバル・グリーンニューディール : 地球を救う政治経済論 / ノーム・チョムスキー,
ロバート・ポーリン [述] ; クロニス・J・ポリクロニュー聞き手 ; 早川健治訳. -- 那須里山舎,
2021.12.
魚たちの愛すべき知的生活 : 何を感じ、何を考え、どう行動するか / ジョナサン・バルコム著 ; 桃
井緑美子訳. -- 白揚社, 2018.11.
においが心を動かす : ヒトは嗅覚の動物である / A・S・バーウィッチ著 ; 大田直子訳. -- 河出書房
新社, 2021.7.
知的障害 : 定義、分類および支援体系 / 米国知的・発達障害協会用語・分類特別委員会編 ; 太田俊
己 [ほか] 共訳. -- 第11版. -- 日本発達障害福祉連盟, 2012.6.

映画のなかの医事法学・plus : 医療・福祉・生命倫理+人生・青春・恋愛・アニメ / 前田和彦著. -医療科学社, 2017.5. -- (医療科学新書).
近現代日本の河川行政 : 政策・法令の展開:1868～2019 / 梶原健嗣著. -- 法律文化社, 2021.9.

4F新書版

498.12//MA26//7378

3F開架新体系

517.091//KA23//2203

滋賀県発!持続可能社会への挑戦 : 科学と政策をつなぐ / 内藤正明, 嘉田由紀子編. -- 昭和堂, 2018.5. 3F開架新体系
消費者行動における感覚と評価メカニズム : 購買意思決定を促す「何となく」の研究 / 石井裕明著.

517.091//N29//2210

4F開架新体系

675//I75//5202

現代アート、超入門! / 藤田令伊著. -- 集英社, 2009.3. -- (集英社新書 ; 0484F).

4F新書版

702.07//F67//4842

中国絵画の内と外 / 宮崎法子著. -- 中央公論美術出版, 2020.2.

3F開架新体系

722.2//MI88//0471

3F開架新体系

723.348//N87//9367

3F開架新体系

770.4//TA56//1688

3F開架新体系

801.5//H87//3599

3F開架新体系

801.7//C39//1876

3F開架新体系

810.4//C44//2550

5F英語学習

837.5//E18//1823

名作短編で学ぶイタリア語 / 関口英子, 白崎容子編訳. -- ベレ出版, 2014.2. -- (Beret books).

3F開架新体系

877//SE27//9104

日本中世の説話・書物のネットワーク / 牧野和夫著. -- 和泉書院, 2009.12. -- (研究叢書 ; 399).

3F開架新体系

910.24//MA35//8430

-- 千倉書房, 2020.1.

ミュシャと日本、日本とオルリク / 西山純子 [ほか] 編 ; 山野英嗣 [ほか] 執筆 ; 青木加苗 [ほか] 翻
訳. -- 国書刊行会, 2019.9.
テアトロン : 社会と演劇をつなぐもの / 高山明著. -- 河出書房新社, 2021.7.
言語類型論 / 堀江薫, 秋田喜美, 北野浩章著. -- 開拓社, 2021.10. -- (最新英語学・言語学シリーズ ;
12).
Memes of translation : the spread of ideas in translation theory / Andrew Chesterman ; : pb, :
hb. -- Rev. ed. -- John Benjamins, c2016. -- (Benjamins translation library ; v. 123 . EST
subseries).
日本語の構造と変化 / 筑紫日本語研究会編. -- 風間書房, 2021.3. -- (筑紫語学論叢 / 筑紫国語学談
話会編 ; 3).
「英語が読める」の9割は誤読 : 翻訳家が教える英文法と語彙の罠 / 越前敏弥著. -- ジャパンタイム
ズ出版, 2021.9.

