
学生用一般図書配架リスト（９月）

出版社 書名 著者等 請求記号 資料ID

1 本の雑誌社 辺境の旅はゾウにかぎる 高野秀行著 914.6||Ta 209001297

2 幻冬舎 Memory quest
Hideyuki Takano
著

290.9||Ta 209001298

3 本の雑誌社 科学書をめぐる100の冒険
田端到, 佐倉統
著

404||Ta 209001299

4 木楽舎
エレファントム : 象はなぜ遠い記憶を語るの
か

ライアル・ワトソン
著/福岡伸一, 高
橋紀子訳

489.7||Wa 209001300

5 青土社
建築する動物たち : ビーバーの水上邸宅か
らシロアリの超高層ビルまで

マイク・ハンセル
著/長野敬, 赤松
眞紀訳

481.7||Ha 209001301

6 角川書店 雷の季節の終わりに 恒川光太郎著 913.6||Ts 209001302

7 新潮社 草祭 恒川光太郎著 913.6||Ts 209001303

8

インプレスジャパ
ン/インプレスコ
ミュニケーション
ズ (発売)

コンピュータの名著・古典100冊 : 若きエンジ
ニア「必読」のブックガイド 改訂新版

石田晴久編・著/
青山幹雄 [ほか]
共著

007.6||Ko 209001304

9 白揚社 マン・オン・ワイヤー
フィリップ・プティ
著/畔柳和代訳

779.5||Pe 209001305

10 PHP研究所 白いツツジ : 「乾電池王」屋井先蔵の生涯 上山明博著 913.6||Ue 209001306

11 岩波書店 数学者のアタマの中
D・ルエール著/
冨永星訳

410.1||Ru 209001307

12
東京電機大学出
版局

科学技術は社会とどう共生するか (科学コ
ミュニケーション叢書. 早稲田大学科学技術
ジャーナリスト養成プログラムMAJESTy)

岡本暁子, 西村
吉雄, 若杉なおみ
編

404||Ka 209001308

13 毎日新聞社 寂聴幸運の鍵 瀬戸内寂聴著 914.6||Se 209001309

14 新潮社 ころころろ 畠中恵著 913.6||Ha 209001310

15 共立出版 カラー図解物理学事典

Hans Breuer著
/Rosemarie
Breuer図作/杉原
亮 [ほか] 訳

420||Ka 209001311

16 日本評論社 美の中の対称性 : 数学からみる自然と芸術 新井朝雄著 401||Ar 209001312
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17 日本評論社
電波天文学 (シリーズ現代の天文学:16. 宇宙
の観測:2)

中井直正, 坪井
昌人, 福井康雄
編

440||Sh||16 209001313

18 学芸出版社
図説わかる材料 : 土木・環境・社会基盤施設
をつくる

岡本享久編 511.4||Zu 209001314

19 ぎょうせい
ミュージアムの学びをデザインする : 展示グ
ラフィック&学習ツール制作読本

木下周一著 069.04||Ki 209001315

20 岩波書店
大正日本を揺がせた四十三日間 (岩波現代
文庫:社会 ; 108. アインシュタイン・ショック:1)

金子務著 289.3||Ka||1 209001316

21 岩波書店
日本の文化と思想への衝撃 (岩波現代文庫:
社会 ; 109. アインシュタイン・ショック:2)

金子務著 289.3||Ka||2 209001317

22

京都大学図書館
情報学研究会/
日本図書館協会
(発売)

デジタル情報資源の検索 増訂第2版 (KSPシ
リーズ:8)

高鍬裕樹著 007.58||Ta 209001318

23 草土文化

子ども破壊か子どものしあわせ平等か : 子ど
もの権利条約採択20周年・批准15周年のい
ま (子ども白書:2009 .「子どもを大切にする
国」をめざして」||コドモ オ タイセツ ニ スル ク

日本子どもを守る
会編

369.4||Ko||'09 209001015

24 ぎょうせい
暮らしと社会の安定にむけた自立支援 (厚生
労働白書:平成21年版)

厚生労働省編 498.1||Ko||21 209001047

25 日本図書館協会 図書館年鑑 2009
日本図書館協会
図書館年鑑編集
委員会編

010.59||To||'09 209001016

26 山川出版社 徳島県の歴史散歩 (歴史散歩:36)
徳島県の歴史散
歩編集委員会編

092.9||To 209001054

27
エネルギー
フォーラム

エネルギー価格乱高下 : 価格上昇圧力にど
う対処していくべきか (エネルギー白書:2009
年版)

経済産業省編 501.6||En||'09 209001077

28 新潮社 半島へ、ふたたび 蓮池薫著 289.1||Ha 209001080

29 電波新聞社
電子工業関連会社一覧 2009 (電子工業年
鑑:別冊)

電波新聞社編 549.059||De||'09 209001251

30 電波新聞出版部 電子工業年鑑 2009 電波新聞社編 549.059||De||'09 209001252

31 玉川大学出版部 アカデミック・ポートフォリオ

ピーター・セル
ディン, J. エリザ
ベス・ミラー著/栗
田佳代子訳

377.13||Se 209001322
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