
学生購入希望図書配架リスト(６･７月)

出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

1 扶桑社
「未納が増えると年金が破綻する」って誰が
言った? : 世界一わかりやすい経済の本 (扶
桑社新書:045)

細野真宏著 080||Fu||045 209000405

2 講談社
クビシメロマンチスト : 人間失格・零崎人識
(講談社文庫:[に-32-2]. 西尾維新文庫)

西尾維新 [著] 080||Ko||に-32-2 209000678

3 新潮社 Story seller (新潮文庫:し-63-1)
新潮社ストーリー
セラー編集部編

080||Sh||し-63-1 209000408

4 有斐閣
怒りの心理学 : 怒りとうまくつきあうための
理論と方法

湯川進太郎編 141.6||Ik 209000458

5 弘文社
これだけ!甲種危険物試験合格大作戦!! 改
訂第2版

奥吉新平,福井清
輔共著

317.734||Ok 209000677

6 学文社
国際的潮流と日本の援助 (途上国における
基礎教育支援:上)

小川啓一, 西村
幹子編著

370||Ko 209000579

7 エヌ・ティー・エス
超分子サイエンス&テクノロジー : 基礎から
イノベーションまで

国武豊喜監修 431.1||Ch 209000433

8 メック ねじ子とあんしんマッチング
ねじ子とゆかい
な仲間たち編著

490.7||Ne 209000758

9 朝日出版社
単純な脳、複雑な「私」 : または、自分を使
い回しながら進化した脳をめぐる4つの講義

池谷裕二著 491.371||Ik 209000277

10 技術評論社
へんな毒すごい毒 : こっそり打ち明ける毒学
入門 (知りたいサイエンス:003)

田中真知著 491.59||Ta 209000811

11 福村出版
生殖補助医療で生まれた子どもの出自を知
る権利

才村眞理編著 495.48||Se 209000643

12
シーエムシー出
版

ダイヤモンドエレクトロニクスの最前線
藤森直治, 鹿田
真一監修

501.48||Da 209000679

13
数理工学社/サ
イエンス社 (発
売)

電気・電子・通信 1 (大学院入試問題 : 解法
と演習)

姫野俊一編著 540||Hi||1 209000306

14 東海大学出版会 アナログ・ディジタル伝送回路の基礎
町田東一 [ほか]
編

547.1||An 209000295

15
シーエムシー出
版

色素増感太陽電池 普及版 (CMCテクニカル
ライブラリー:267)

荒川裕則企画監
修

549.51||Sh 209000406
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16
シーエムシー出
版

有機薄膜太陽電池の最新技術 2
上原赫, 吉川暹
監修

549.51||Yu||2 209000644

17
シーエムシー出
版

高周波半導体材料・デバイスの新展開

佐野芳明, 奥村
次徳監修
/supervisor,
Yoshiaki Sano,

549.8||Ko 209000808

18 コロナ社 イオン液体 : 常識を覆す不思議な塩
北爪智哉 [ほか]
共著

572.23||Io 209000419

19
シーエムシー出
版

驚異的な進歩と多彩な近未来 (イオン液
体:2. Ionic liquid)

大野弘幸監修
/supervisor,
Hiroyuki Ohno

572.23||Ky 209000420

20
シーエムシー出
版

エアロゾルデポジション法の基礎から応用ま
で : 常温衝撃固化現象による新規セラミック
スコーティング技術のすべて

明渡純監修
/supervisor : Jun
Akedo

573||Ea 209000284

21 講談社
ビジネスマンのための「儲かる発想」 : マー
ケットと儲けのネタをヒモづけよう! (講談社
biz)

鳥井シンゴ著 675||To 209000276

22
Fordham
University Press

Listen : a history of our ears : pbk.

Peter
Szendy/precede
d by Ascoltando
by Jean-Luc

761||Sz 209000577

23
ミュージック・マ
ガジン

大衆音楽の真実 (Compact books) 中村とうよう著 762||Na 209000809

24 秀和システム
ニンテンドーDSが売れる理由 : ゲームニク
スでインターフェースが変わる

サイトウ・アキヒ
ロ, 小野憲史著

798.5||Sa 209000757

25 東信堂
音の経験 : 言葉はどのようにして可能となる
のか (音の経験・言葉の力:第2部)

松永澄夫著 801.01||Ma||2 209000444

26 [旺文社]
英検1級語彙・イディオム問題500 : 文部科
学省後援 (英検分野別ターゲット)

[旺文社編] 830.7||Ei 209000680

27 アルク
英語の発想で翻訳する : 英語ロジックで日
英翻訳の基本を学ぶ (アルク翻訳レッスン・
シリーズ:Number 04. 実務翻訳)

松澤圭子著 837.5||Ma 209000810

28 文藝春秋 プリンセス・トヨトミ 万城目学著 913.6||Ma 209000432

29 新潮社 1Q84 (ichi-kew-hachi-yon) : a novel book 1 村上春樹著 913.6||Mu||1 209000434

30 新潮社 1Q84 (ichi-kew-hachi-yon) : a novel book 2 村上春樹著 913.6||Mu||2 209000435

31 講談社 偽物語 下 (講談社Box) 西尾維新著 913.6||Ni||2 209000676
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32 水声社 偽アメリカ文学の誕生 都甲幸治著 930.29||To 209000812

33 角川書店 天使と悪魔 上
ダン・ブラウン著/
越前敏弥訳

933.7||Br||1 209000294

34 角川書店 天使と悪魔 下
ダン・ブラウン著/
越前敏弥訳

933.7||Br||2 209000285

35 Allyn and Bacon
From social anxiety to social phobia :
multiple perspectives

edited by Stefan
G. Hofmann,
Patricia M.
DiBartolo

493.7||Fr 209000605

36
John Wiley &
Sons

Introduction to electromagnetic
compatibility 2nd ed : alk. paper

Clayton R. Paul 547.1||Pa 209000305

37 J. Wiley

CMOS : circuit design, layout, and
simulation 2nd ed., rev (IEEE Press series
on microelectronic systems) (A Wiley-
Interscience publication)

R. Jacob Baker 549.7||Ba 209000302

38 McGraw Hill

Design of analog CMOS integrated circuits
International ed : hard (McGraw-Hill series
in electrical and computer engineering)
(McGraw-Hill international editions.

Behzad Razavi 549.7||Ra 209000421

39
Pearson
Education

Longman preparation course for the TOEFL
test : The paper test Audio CDs 4-7

Deborah Phillips
830||CD||2561-
2664

209000296

40
Pearson
Education

Longman preparation course for the TOEFL
test : The paper test Audio CDs 1-3

Deborah Phillips
830||CD||2658-
2660

209000293
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