「重複しちゃって」「学情にもうあったみたいで 」学生選書の選書会議で聞こえた参加者の声。
今年度の学生選書で購入した図書は186 冊。でも、参加者が選んだ図書はその倍くらいありました。
それは「すでに学情にある図書 」でした。
意外とみんなが読みたいと思う図書は学情にあるのです！
「ないやろな 。」と思っても、一度 OPAC を検索してみてください！
（なかったらゴメンなさい。購入希望出してください）
そんな、学生選書で選書したけれど、すでに学情にあった図書の展示です！
書名
Factfulness : 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣 / ハンス・ロスリング, オー
ラ・ロスリング, アンナ・ロスリング・ロンランド著 ; 上杉周作, 関美和訳. -- 日経BP社.
文学部のリアル、東アジアの人文学 / 江藤茂博編. -- 新典社, 2019.3.
AIには何ができないか : データジャーナリストが現場で考える / メレディス・ブルサード著 ; 北村京子訳. - 作品社, 2019.8.
詳説Deep Learning : 実務者のためのアプローチ / Josh Patterson, Adam Gibson著 ; 本橋和貴監訳 ; 牧
野聡, 新郷美紀訳. -- オライリー・ジャパン.
人工知能はどのようにして「名人」を超えたのか? : 最強の将棋AIポナンザの開発者が教える機械学習・
深層学習・強化学習の本質 / 山本一成著. -- ダイヤモンド社, 2017.5.
サイバー空間を支配する者 : 21世紀の国家、組織、個人の戦略 = Rulers of cyberspace : power across
borders / 持永大, 村野正泰, 土屋大洋著. -- 日本経済新聞出版社, 2018.8.
世界の図書館から : アジア研究のための図書館・公文書館ガイド = From the libraries of the world : a
guide to libraries and archives for Asian studies / U-PARL編集. -- 勉誠出版, 2019.3. -- (ライブラリー
図書館員をめざす人へ / 後藤敏行著. -- 勉誠出版, 2016.3. -- (ライブラリーぶっくす).
そっとページをめくる : 読むことと考えること / 野矢茂樹著. -- 岩波書店, 2019.7.
書物の破壊の世界史 : シュメールの粘土板からデジタル時代まで / フェルナンド・バエス著 ; 八重樫克
彦, 八重樫由貴子訳. -- 紀伊國屋書店, 2019.3.
挑戦する博物館 : 今、博物館がオモシロイ!! / 小川義和, 五月女賢司編著. -- ジダイ社, 2018.6.
展示学事典 / 日本展示学会編. -- 丸善出版, 2019.1.
新博物館園論 / 小林秀司, 星野卓二, 徳澤啓一編. -- 同成社, 2019.3.
ほんとうの「哲学」の話をしよう : 哲学者と広告マンの対話 / 岡本裕一朗, 深谷信介著. -- 中央公論新
社, 2019.9.
原子論の可能性 : 近現代哲学における古代的思惟の反響 / 田上孝一, 本郷朝香編. -- 法政大学出版
局, 2018.8.
「私」は脳ではない : 21世紀のための精神の哲学 / マルクス・ガブリエル著 ; 姫田多佳子訳. -- 講談社,
2019.9. -- (講談社選書メチエ ; 710).
「死」とは何か : イェール大学で23年連続の人気講義 / シェリー・ケーガン著 ; 柴田裕之訳. -- 文響社,
2018.10.
錬金術 / マンリー・P・ホール著 ; 大沼忠弘, 山田耕士, 吉村正和訳. -- 新版. -- 人文書院, 2015.2. -(新版象徴哲学大系 / マンリー・P. ホール著 ; 4).
秘密の博物誌 / マンリー・P・ホール著 ; 大沼忠弘, 山田耕士, 吉村正和訳. -- 人文書院, 2014.11. -(新版象徴哲学大系 / マンリー・P. ホール著 ; 2).
易、風水、暦、養生、処世 : 東アジアの宇宙観 (コスモロジー) / 水野杏紀著. -- 講談社, 2016.2. -- (講
談社選書メチエ ; 618).
幽霊の歴史文化学 / 小山聡子, 松本健太郎編. -- 思文閣出版, 2019.2. -- (二松学舎大学学術叢書).
太った男を殺しますか? : 「トロリー問題」が教えてくれること / デイヴィッド・エドモンズ著 ; 鬼澤忍訳. -太田出版, 2015.9. -- (atプラス叢書 ; 11).
神話で訪ねる世界遺産 / 蔵持不三也監修. -- ナツメ社, 2015.8.
台湾に渡った日本の神々 : フィールドワーク日本統治時代の台湾の神社 / 金子展也著. -- 潮書房光人
新社, 2018.5.
サピエンス全史 : 文明の構造と人類の幸福 / ユヴァル・ノア・ハラリ著 ; 柴田裕之訳 ; 上. -- 河出書房新
社, 2016.9.
サピエンス全史 : 文明の構造と人類の幸福 / ユヴァル・ノア・ハラリ著 ; 柴田裕之訳 ; 下. -- 河出書房新
社, 2016.9.
有職装束大全 / 八條忠基著. -- 平凡社, 2018.6.
信長と石山合戦 : 中世の信仰と一揆 / 神田千里著. -- 吉川弘文館, 2008.5. -- (歴史文化セレクション).
世界・政治 / 奈倉哲三, 保谷徹, 箱石大編. -- 吉川弘文館, 2018.2. -- (戊辰戦争の新視点 / 奈倉哲三,
保谷徹, 箱石大編 ; 上).
軍事・民衆 / 奈倉哲三, 保谷徹, 箱石大編. -- 吉川弘文館, 2018.3. -- (戊辰戦争の新視点 / 奈倉哲三,
保谷徹, 箱石大編 ; 下).
アインシュタインの旅行日記 : 日本・パレスチナ・スペイン / アルバート・アインシュタイン著 ; ゼエブ・ロー
ゼンクランツ編 ; 畔上司訳. -- 草思社, 2019.6.
族群 : 現代台湾のエスニック・イマジネーション / 王甫昌著 ; 松葉隼, 洪郁如訳. -- 東方書店 (発売),
2014.11. -- (台湾学術文化研究叢書).
持続可能な地域のつくり方 : 未来を育む「人と経済の生態系」のデザイン : 実践地方創生×SDGs / 筧
裕介著. -- 英治出版, 2019.5.
リベラルな秩序か帝国か : アメリカと世界政治の行方 / G・ジョン・アイケンベリー著 ; 上. -- 勁草書房,
2012.4.

配置場所

請求記号

3F開架新体系 002.7//R72//2428
3F開架新体系 002//E78//5909
3F開架新体系 007.13//B76//6357
3F開架新体系 007.13//P27//6556
3F開架新体系 007.13//Y31//0257
3F開架新体系 007.3//MO12//0865
3F開架新体系 010.22//U79//4222
2F就職応援 013.1//G72//3063
3F開架新体系 019.9//N97//6167
3F開架新体系 020.2//B14//3593
7F新体系
069.021//O24//8541
3F開架新体系 069.5//N71//2612
3F開架新体系 069//KO12//3995
3F開架新体系 104//O42//6968
3F開架新体系 104//TA17//0797
3F開架新体系 114.2//G11//6781
2F学生選書

114.2//KA16//1248

3F開架新体系 115.7//H21//1225
3F開架新体系 115.7//H21//9545
3F開架新体系 120.4//MI96//9299
3F開架新体系 147.6//KO97//3303
3F開架新体系 150//E22//5503
3F開架新体系 164//SH69//5151
3F開架新体系 175.9//KA53//9155
3F開架新体系 209//H32//3982
3F開架新体系 209//H32//3983
3F開架新体系 210.098//H11//8277
3F開架新体系 210.48//KA51//4861
3F開架新体系 210.61//B66//8306
3F開架新体系 210.61//B66//8307
3F開架新体系 289//E39//5153
4F開架新体系 316.8224//O11//8007
4F開架新体系 318.6//KA24//4636
4F開架新体系 319.53//I34//2007

書名
リベラルな秩序か帝国か : アメリカと世界政治の行方 / G・ジョン・アイケンベリー著 ; 下. -- 勁草書房,
2012.4.
リベラルvs.力の政治 : 反転する世界秩序 / ニーアル・ファーガソン, ファリード・ザカリア著 ; 酒井泰介訳.
-- 東洋経済新報社, 2018.11.
「いいね!」戦争 : 兵器化するソーシャルメディア / P.W.シンガー, エマーソン・T.ブルッキング著 ; 小林由香
利訳. -- NHK出版, 2019.6.
会社法 / 岡伸浩著. -- 弘文堂, 2017.1.
会社法概説 / 高橋英治著. -- 第3版. -- 中央経済社, 2015.12.
レヴィットミクロ経済学 / スティーヴン・レヴィット, オースタン・グールズビー, チャド・サイヴァーソン著 ; 高
遠裕子訳 ; 基礎編, -- 東洋経済新報社, 2017.5-2018.2.
レヴィットミクロ経済学 / スティーヴン・レヴィット, オースタン・グールズビー, チャド・サイヴァーソン著 ; 高
遠裕子訳 ; 発展編. -- 東洋経済新報社, 2017.5-2018.2.
貧乏人の経済学 : もういちど貧困問題を根っこから考える / アビジット・V・バナジー, エスター・デュフロ
[著] ; 山形浩生訳. -- みすず書房, 2012.4.
貧困と闘う知 : 教育、医療、金融、ガバナンス / エステル・デュフロ [著] ; 峯陽一, コザ・アリーン訳. -- み
すず書房, 2017.2.
未来を変える目標SDGsアイデアブック / Think the Earth編著 ; ロビン西マンガ. -- Think the Earth.
ヨーロッパのCSRと日本のCSR : 何が違い、何を学ぶのか。 / 藤井敏彦著. -- 日科技連出版社, 2005.9.
アジアのCSRと日本のCSR : 持続可能な成長のために何をすべきか / 藤井敏彦, 新谷大輔著. -- 日科
技連出版社, 2008.10.
SDGs入門 / 村上芽, 渡辺珠子著. -- 日本経済新聞出版社, 2019.6. -- (日経文庫 ; 1408 ; B132).
会計の世界史 : イタリア、イギリス、アメリカ : 500年の物語 / 田中靖浩著. -- 日本経済新聞出版社,
2018.9.
断片的なものの社会学 / 岸政彦著. -- 朝日出版社, 2015.6.
「差別はいけない」とみんないうけれど。 / 綿野恵太著. -- 平凡社, 2019.7.
外国人労働者・移民・難民ってだれのこと? / 内藤正典著. -- 集英社, 2019.3.
台湾女性史入門 / 台湾女性史入門編纂委員会編. -- 人文書院, 2008.10.
「ヤンチャな子ら」のエスノグラフィー : ヤンキーの生活世界を描き出す / 知念渉著. -- 青弓社, 2018.12.
ヤンキーと地元 : 解体屋、風俗経営者、ヤミ業者になった沖縄の若者たち / 打越正行著. -- 筑摩書房,
2019.3.
レズビアン・アイデンティティーズ / 堀江有里著. -- 洛北出版, 2015.7.
沖縄アンダーグラウンド : 売春街を生きた者たち / 藤井誠二著. -- 講談社, 2018.9.
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.
この国の不寛容の果てに : 相模原事件と私たちの時代 / 雨宮処凛編著 ; 神戸金史[ほか]談. -- 大月書
店, 2019.9.
災害時の栄養・食糧問題 / 板倉弘重, 渡邊昌, 近藤和雄責任編集. -- 建帛社, 2011.11.
大阪ミナミの子どもたち : 歓楽街で暮らす親と子を支える夜間教室の日々 / 金光敏著. -- 彩流社,
2019.9.
東アジアの未来をひらく学校改革 : 展望と挑戦 / 上野正道 [ほか] 編著 ; 肖霞 [ほか] 著. -- 北大路書
房, 2014.10.
地域研究 : 多様性の教育学へ / 近藤孝弘, 中矢礼美, 西野節男編著. -- 東信堂, 2018.6. -- (リーディン
グス比較教育学).
才能教育の国際比較 / 山内乾史編著. -- 東信堂, 2018.12.
ロケーションとしての留学 : 台湾人留学生の批判的エスノグラフィー / 塩入すみ著. -- 生活書院, 2019.3.
リクルートスーツの社会史 / 田中里尚著. -- 青土社, 2019.10.
コルセットの文化史 / 古賀令子著. -- 青弓社, 2004.5.
だしの秘密 : みえてきた日本人の嗜好の原点 / 河野一世著. -- 建帛社, 2009.9. -- (クッカリーサイエン
ス / 日本調理科学会監修 ; 002).
住 (すまい) の民俗事典 / 森隆男編 ; 山崎祐子, 松田香代子編集委員. -- 柊風舎, 2019.2.
行商列車 : 「カンカン部隊」を追いかけて / 山本志乃著. -- 創元社, 2015.12.
戦争社会学ブックガイド : 現代世界を読み解く132冊 / 野上元, 福間良明編. -- 創元社, 2012.3.
サイバーセキュリティと国際政治 / 土屋大洋著. -- 千倉書房, 2015.4.
科学者が消える : ノーベル賞が取れなくなる日本 / 岩本宣明著. -- 東洋経済新報社, 2019.10.
数の悪魔 : 算数・数学が楽しくなる12夜 / エンツェンスベルガー著 ; ベルナー絵 ; 丘沢静也訳. -- 普及
版. -- 晶文社, 2000.9.
ニューヨークタイムズの数学 : 数と式にまつわる、110の物語 / ジーナ・コラータ編 ; 小川浩一 [ほか] 訳.
-- WAVE出版, 2016.5.
使える51の統計手法 / 志賀保夫, 姫野尚子共著. -- オーム社, 2019.9.
世にも不思議で美しい「相対性理論」 / 佐藤勝彦著. -- 実務教育出版, 2017.6. -- (素晴らしきサイエンス
; theory of relativity).
電磁気学 / 大野木哲也, 高橋義朗著 ; 植松恒夫, 青山秀明編 ; 1. -- 東京図書, 2015.10. -- (基幹講座
物理学).
物質中の電磁気学 / 大野木哲也, 田中耕一郎著 ; 植松恒夫, 青山秀明編集. -- 東京図書, 2017.10. -(基幹講座物理学 . 電磁気学 ; 2).
超ひも理論をパパに習ってみた : 天才物理学者・浪速阪教授の70分講義 / 橋本幸士著. -- 講談社,
2015.2.
「宇宙のすべてを支配する数式」をパパに習ってみた : 天才物理学者・浪速阪教授の70分講義 / 橋本幸
士著. -- 講談社, 2018.3.
ニュートリノで探る宇宙と素粒子 / 梶田隆章著. -- 平凡社, 2015.11.
トコトンやさしい宇宙線と素粒子の本 / 山崎耕造著. -- 日刊工業新聞社, 2018.1. -- (B&Tブックス . 今日
からモノ知りシリーズ).

配置場所

請求記号

4F開架新体系 319.53//I34//2008
4F開架新体系 319//F21//2967
4F開架新体系 319//SI8//5268
4F開架新体系 325.2//O36//6570
4F開架新体系 325.2//TA33//8257
4F開架新体系 331//L57//5484
4F開架新体系 331//L57//8784
4F開架新体系 333.8//B18//8462
4F開架新体系 333.8//D95//7427
4F開架新体系 333.8//TH4//7030
4F開架新体系 335.15//F57//1870
4F開架新体系 335.15//F57//2588
4F新書版

335.15//MU43//5311

4F開架新体系 336.9//TA84//0201
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

361.04//KI56//4376
361.8//W46//6249
366.89//N29//6132
367.2224//TA25//1577
367.68//C46//1951

4F開架新体系 367.68//U17//3868
4F開架新体系 367.97//H87//5647
4F開架新体系 368.4//F57//1520
4F開架新体系 368//B31//2285
2F企画展示4 369.27//A42//7012
4F開架新体系 369.3//I87//8604
4F開架新体系 369.41//KI31//6812
4F開架新体系 372.2//U45//5490
4F開架新体系 373.1//KO73//8745
4F開架新体系
4F開架新体系
4F開架新体系
4F開架新体系

373.1//Y39//2331
377.6//SH72//3760
383.1//TA84//7223
383.15//KO24//6165

4F開架新体系 383.8//KO76//4440
4F開架新体系
4F開架新体系
4F開架新体系
4F開架新体系
2F企画展示4

383.9//MO45//3812
384.37//Y31//8380
391.1//N93//0972
391.6//TS32//3195
409.1//I94//7114

2F学生選書

410.4//E64//4646

3F開架新体系 410.4//KO55//2820
3F開架新体系 417//SH27//7104
3F開架新体系 421.2//SA85//1742
3F開架新体系 427//O67//3031
3F開架新体系 427//O67//6743
3F開架新体系 429.6//H38//7817
3F開架新体系 429.6//H38//8460
3F開架新体系 429.6//KA23//7900
3F開架新体系 429.65//Y48//5821

書名
ビッグ・クエスチョン : 「人類の難問」に答えよう / スティーヴン・ホーキング著 ; 青木薫訳. -- NHK出版,
2019.3.
時空のさざなみ : 重力波天文学の夜明け / ホヴァート・シリング著 ; 斉藤隆央訳. -- 化学同人, 2017.12.
宇宙の始まりと終わりはなぜ同じなのか / ロジャー・ペンローズ [著] ; 竹内薫訳. -- 新潮社, 2014.1.
日本の星名事典 / 北尾浩一著. -- 原書房, 2018.5.
地層と化石 / 清水康守[ほか]編集. -- 東海大学出版会, 1982.3. -- (自然をしらべる地学シリーズ / 地
学団体研究会編 ; 4).
地震動の物理学 : Physics of seismic ground motion / 纐纈一起著. -- 近代科学社, 2018.12.
地震予知の科学 / 日本地震学会地震予知検討委員会編. -- 東京大学出版会, 2007.5.
日本の地震予知研究130年史 : 明治期から東日本大震災まで / 泊次郎著. -- 東京大学出版会, 2015.5.
世界の火山地形 = Volcanic landforms of the world / 守屋以智雄著. -- 東京大学出版会, 2012.2.
海洋地震学 = Marine seismology / 末広潔著. -- 東京大学出版会, 2017.2.
古第三紀・新第三紀・第四紀の生物 / 土屋健著 ; 上巻, 下巻. -- 技術評論社, 2016.8. -- (生物ミステ
リーPRO ; 9-10).
古第三紀・新第三紀・第四紀の生物 / 土屋健著 ; 上巻, 下巻. -- 技術評論社, 2016.8. -- (生物ミステ
リーPRO ; 9-10).
恐竜学入門 : かたち・生態・絶滅 / David E. Fastovsky, David B. Weishampel ; with illustrations by John
Sibbick ; 藤原慎一, 松本涼子訳. -- 東京化学同人, 2015.1.
水中火山岩 : アトラスと用語解説 / 山岸宏光著. -- 北海道大学図書刊行会, 1994.2.
生命科学資料集 / 東京大学教養学部生物部会内生命科学資料集編集委員会編. -- 東京大学出版会,
1997.5.
生物の進化大図鑑 / [ダグラス・パーマーほか執筆] ; 池田比佐子 [ほか] 翻訳 ; オフィス宮崎日本語版
編集. -- 河出書房新社, 2010.10.
アミノ酸 : タンパク質と生命活動の化学 / 船山信次著. -- 東京電機大学出版局, 2009.7.
酵素サイエンス / 相阪和夫著. -- 幸書房, 1999.11. -- (バイオテクノロジーシリーズ ; 1).
これだけ!生化学 / 生化学若い研究者の会著. -- 秀和システム, 2014.12.
生物多様性子どもたちにどう伝えるか / 阿部健一編. -- 昭和堂, 2012.10. -- (地球研叢書).
感染症の生態学 / 日本生態学会編. -- 共立出版, 2016.3. -- (シリーズ現代の生態学 / 日本生態学会
編 ; 6).
日本人の源流 : 核DNA解析でたどる / 斎藤成也著. -- 河出書房新社, 2017.11.
サピエンス異変 : 新たな時代「人新世」の衝撃 / ヴァイバー・クリガン=リード著 ; 水谷淳, 鍛原多惠子訳.
-- 飛鳥新社, 2018.12.
したがるオスと嫌がるメスの生物学 : 昆虫学者が明かす「愛」の限界 / 宮竹貴久著. -- 集英社, 2018.2.
-- (集英社新書 ; 0921G).
カイアシ類学入門 : 水中の小さな巨人たちの世界 / 長澤和也編著. -- 東海大学出版会, 2005.9.
鳴く虫セレクション : 音に聴く虫の世界 / 大阪市立自然史博物館, 大阪自然史センター編著. -- 東海大
学出版会, 2008.10. -- (大阪市立自然史博物館叢書 ; 4).
海鳥のモニタリング調査法 / 綿貫豊, 高橋晃周著. -- 共立出版, 2016.6. -- (生態学フィールド調査法シ
リーズ / 占部城太郎, 日浦勉, 辻和希編 ; 7).
ハヤブサ : その歴史・文化・生態 / ヘレン・マクドナルド著 ; 宇丹貴代実訳. -- 白水社, 2017.5.
生と死の倫理 : 伝統的倫理の崩壊 / ピーター・シンガー著 ; 樫則章訳. -- 昭和堂, 1998.2.
生化学実験 / 田代操編著. -- 化学同人, 2004.9.
絵でわかる食中毒の知識 / 伊藤武, 西島基弘著. -- 講談社, 2015.11. -- (絵でわかるシリーズ).
食感をめぐるサイエンス : 味や香りだけではない、もう一つのおいしさを探る / オーレ・G.モウリットセン,
クラフス・ストルベク著 ; 石川伸一 [ほか] 訳. -- 化学同人, 2019.8.
野菜をミクロの眼で見る / 田村咲江著. -- 建帛社, 2012.5. -- (クッカリーサイエンス / 日本調理科学会
監修 ; 003).
カリカリベーコンはどうして美味しいにおいなの? : 食べ物・飲み物にまつわるカガクのギモン / ANDY
BRUNNING [著] ; 高橋秀依, 夏苅英昭訳. -- 化学同人, 2016.12.
食べ物はこうして血となり肉となる : ちょっと意外な体の中の食物動態 / 中西貴之著. -- 技術評論社,
2009.8. -- (知りたいサイエンス ; 062).
栄養と遺伝子のはなし : 分子栄養学入門 / 佐久間慶子, 福島亜紀子著. -- 第3版. -- 技報堂出版,
2014.2.
佐々木敏の栄養データはこう読む! : 疫学研究から読み解くぶれない食べ方 / 佐々木敏著. -- 女子栄養
大学出版部, 2015.4.
佐々木敏のデータ栄養学のすすめ : 氾濫し混乱する「食と健康」の情報を整理する / 佐々木敏著. -- 女
子栄養大学出版部, 2018.2.
都市をリノベーション / 馬場正尊著. -- NTT出版, 2011.5.
色彩の手帳 : 建築・都市の色を考える100のヒント / 加藤幸枝著. -- 学芸出版社, 2019.9.
海洋プラスチック汚染 : 「プラなし」博士、ごみを語る / 中嶋亮太著. -- 岩波書店, 2019.9. -- (岩波科学
ライブラリー ; 288).
ふれあい空間のデザイン / 清水忠男著. -- 鹿島出版会, 1998.6. -- (SD選書 ; 233).
水空間の演出 / 鈴木信宏著. -- 鹿島出版会, 1981.1. -- (SD選書 ; 167).
博物館建築 : 博物館・美術館・資料館の空間計画 / 半澤重信著. -- 鹿島出版会, 1991.7.
ニュー・ミュージアム : 現代美術・博物館建築の旅 / ミミ・ザイガー著 ; 松岡智子訳. -- 鹿島出版会,
2007.4.
飛行機の百科事典 / 飛行機の百科事典編集委員会編. -- 丸善, 2009.12.
きちんと知りたい!ドローンメカニズムの基礎知識 / 日本UAS産業振興協議会編. -- 日刊工業新聞社,
2018.6.
宇宙食 : 人間は宇宙で何を食べてきたのか / 田島眞著. -- 共立出版, 2015.11. -- (共立スマートセレク
ション = Kyoritsu smart selection ; 2).

配置場所

請求記号

3F開架新体系 440.4//H45//5778
3F開架新体系 441.1//SC3//5179
3F開架新体系 443.9//P38//6593
2F参考（一般） 443//KI71//7732
B2中央N

N450.8//S7//4B

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

453.12//KO42//2201
453.38//N71//5055
453.38//TO49//3668
453.82//MO72//0672
453//SU16//7363

3F開架新体系 457.37//TS32//9298
3F開架新体系 457.37//TS32//9511
3F開架新体系 457.87//F15//8803
3F開架新体系 L458.65//Y23//7792
3F開架新体系 460.7//TO46//2012
3F開架新体系 L461.6//P18//5364
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
B3出納

464.25//F89//1901
464.5//A25//4469
464//SE17//8553
468//A12//1106

3F開架新体系 468//N71//9834
3F開架新体系 469.91//SA25//3434
3F開架新体系 469//C92//3156
4F新書版

481.35//MI85//5630

3F開架新体系 485.3//N22//0768
3F開架新体系 486.4//O73//2068
3F開架新体系 488.6//W46//2491
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系

488.7//MA14//8917
490.15//SI8//1700
491.4//TA93//4755
493.157//I89//9137

3F開架新体系 498.51//MO96//6708
3F開架新体系 498.52//TA82//2927
3F開架新体系 498.53//B78//6204
3F開架新体系 498.55//N38//5087
3F開架新体系 498.55//SA45//8165
3F開架新体系 498.55//SA75//2387
3F開架新体系 498.55//SA75//5619
3F開架新体系 518.8//B12//2393
3F開架新体系 518.8//KA86//7110
2F企画展示4 519.4//N34//6868
3F開架新体系 525//SH49//4569
B2中央N
N525.1//S6//1
3F開架新体系 526.06//H29//7999
3F開架新体系 526.7//Z2//7564
3F開架新体系 538.036//H57//6308
3F開架新体系 538.6//N71//8835
3F開架新体系 538.97//TA26//7511

書名
放射線と安全につきあう : 利用の基礎と実際 / 西澤邦秀, 柴田理尋編. -- 名古屋大学出版会, 2017.5.
環境照明のデザイン / 石井幹子著. -- 鹿島出版会, 1984.5. -- (SD選書 ; 188).
無人の兵団 : AI、ロボット、自律型兵器と未来の戦争 / ポール・シャーレ著 ; 伏見威蕃訳. -- 早川書房,
2019.7.
レア : 希少金属の知っておきたい16話 / キース・ベロニーズ著 ; 渡辺正訳. -- 化学同人, 2016.3.
セルロースの科学 / 磯貝明編集. -- 朝倉書店, 2003.11.
合成生物学の衝撃 / 須田桃子著. -- 文藝春秋, 2018.4.
酵素テクノロジー / 上島孝之著. -- 幸書房, 1999.11. -- (バイオテクノロジーシリーズ ; 2).
食品包装の科学 / 日本食品包装協会編著. -- 日刊工業新聞社, 2016.3. -- (B&Tブックス . おもしろサイ
エンス).
生活を科学する / 横川公子, 瀬口和義編著. -- 光生館, 2014.3. -- (「《生活環境学の知》を考える」シ
リーズ ; 2).
地域と対話するサイエンス : エリアケイパビリティー論 / 石川智士, 渡辺一生編. -- 勉誠出版, 2017.3.
地域が生まれる、資源が育てる : エリアケイパビリティーの実践 / 石川智士, 渡辺一生編. -- 勉誠出版,
2017.3.
オーガニックラベルの裏側 : 21世紀食品産業の真実 / クレメンス・G.アルヴァイ著 ; 長谷川圭訳. -- 春秋
社, 2014.11.
建築家・吉田鉄郎の『日本の庭園』 / 吉田鉄郎著 ; 大川三雄, 田所辰之助共訳. -- 鹿島出版会, 2005.2.
-- (SD選書 ; 239).
結局、ウナギは食べていいのか問題 / 海部健三著. -- 岩波書店, 2019.7. -- (岩波科学ライブラリー ;
286).
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.
明治・大正の広告メディア : 「正月用引札」が語るもの / 熊倉一紗著. -- 吉川弘文館, 2015.3.
世界の空港事典 / 岩見宣治, 唯野邦男, 傍士清志編著. -- 成山堂書店, 2018.9.
現代航空論 : 技術から産業・政策まで / 東京大学航空イノベーション研究会, 鈴木真二, 岡野まさ子編. - 東京大学出版会, 2012.9.
アニメ聖地巡礼の観光社会学 : コンテンツツーリズムのメディア・コミュニケーション分析 / 岡本健著. -法律文化社, 2018.9.
「声」とメディアの社会学 : ラジオにおける女性アナウンサーの「声」をめぐって / 北出真紀恵著. -- 晃洋
書房, 2019.3.
政治介入されるテレビ : 武器としての放送法 / 村上勝彦著. -- 青弓社, 2019.8. -- (青弓社ライブラリー ;
98).
聖と俗 : 分断と架橋の美術史 / 宮下規久朗著. -- 岩波書店, 2018.5.
世界遺産 : 理想と現実のはざまで / 中村俊介著. -- 岩波書店, 2019.8. -- (岩波新書 ; 新赤版 1791).
ぜんぶわかる世界遺産 : 大地の神秘と人類の祈り / 成美堂出版編集部編. -- 上. -- 成美堂出版,
[2013.10].
ぜんぶわかる世界遺産 : 大地の神秘と人類の祈り / 成美堂出版編集部編. -- 下. -- 成美堂出版,
[2013.10].
フェルメールと天才科学者 : 17世紀オランダの「光と視覚」の革命 / ローラ・J・スナイダー著 ; 黒木章人
訳. -- 原書房, 2019.2.
音楽と数学の交差 / 桜井進, 坂口博樹著. -- 大月書店, 2011.5.
戦後から前衛の時代へ : 1945-1973 / 日本戦後音楽史研究会編 ; 石田一志 [ほか] 執筆. -- 平凡社,
2007.2. -- (日本戦後音楽史 ; 上).
前衛の終焉から21世紀の響きへ : 1973-2000 / 日本戦後音楽史研究会編 ; 石田一志 [ほか執筆]. -平凡社, 2007.5. -- (日本戦後音楽史 / 日本戦後音楽史研究会編 ; 石田一志 [ほか執筆] ; 下).
1933年を聴く : 戦前日本の音風景 / 齋藤桂著. -- NTT出版, 2017.12.
J-POP文化論 / 宮入恭平著. -- 彩流社, 2015.6. -- (フィギュール彩 ; 31).
ゴジラ幻論 : 日本産怪獣類の一般と個別の博物誌 / 倉谷滋著. -- 工作舎, 2017.2.
スポーツを楽しむための栄養・食事計画 : 理論と実践 / 川野因, 田中茂穂, 目加田優子編著. -- 光生館,
2016.8.
健康づくりと競技力向上のためのスポーツ栄養マネジメント / 鈴木志保子著. -- 日本医療企画, 2011.1.
現地嫌いなフィールド言語学者、かく語りき。 / 吉岡乾著. -- 創元社, 2019.9.
日本語は美しいか : 若者の母語意識と言語観が語るもの / 遠藤織枝, 桜井隆編著. -- 三元社, 2010.4.
最新ロシア重要単語2200 / 佐藤純一, 木島道夫共編. -- 白水社, 2009.8.
ロシア人が日本人によく聞く100の質問 / 渡辺克義, ヴァレリー・グレチュコ著. -- 三修社, 2012.2.
謡曲の詩と西洋の詩 / 平川祐弘著. -- 勉誠出版, 2018.1. -- (平川祐弘決定版著作集 / 平川祐弘著 ;
第23巻).
文豪の翻訳力 : 近現代日本の作家翻訳 : 谷崎潤一郎から村上春樹まで / 井上健著. -- 武田ランダム
ハウスジャパン, 2011.8.
日記で読む文豪の部屋 / 柏木博著. -- 白水社, 2014.3.
ハンドブック日本近代文学研究の方法 / 日本近代文学会編. -- ひつじ書房, 2016.11.

配置場所
請求記号
3F開架新体系 539.68//N87//9443
B2中央N
N545.4//I2//1A
3F開架新体系 559//SC1//6244
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系
3F開架新体系

565.8//V62//0300
578.5//I85//5043
579.9//SU13//6806
579.97//U97//4470

3F開架新体系 588.9//N71//1020
3F開架新体系 590//Y74//8440
4F開架新体系 601//I76//0316
4F開架新体系 601//I76//0317
4F開架新体系 611.4//A79//6840
4F開架新体系 629.21//Y86//6575
4F開架新体系 664.695//KA21//5879
2F学生選書 664.9//SA75//3907
4F開架新体系 674.7//KU33//2034
2F参考（一般） 687.9//I94//2385
4F開架新体系 687//TO46//2734
4F開架新体系 689.21//O42//9872
4F開架新体系 699.39//KI62//4402
4F開架新体系 699.8//MU43//6402
3F開架新体系 702//MI83//7694
4F新書版
709//N37//6485
3F開架大型本 L709//SE17//4172
3F開架大型本 L709//SE17//4173
3F開架新体系 723.359//SN//2992
3F開架新体系 761//SA47//2859
3F開架新体系 762.1//N71//0570
3F開架新体系 762.1//N71//3536
3F開架新体系 762.1//SA25//6328
3F開架新体系 767.8//MI74//3881
3F開架新体系 778.21//KU56//4630
3F開架新体系 780.19//KA96//4361
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

780.19//SU96//8587
802.257//Y92//6600
810.1//E59//1137
884//SA85//4787
887.8//W46//3240

3F開架新体系 902.1//H64//4981
3F開架新体系 910.26//I57//5614
3F開架新体系 910.26//KA77//8809
3F開架新体系 910.26//N71//0526

