
ブックハンティング購入図書配架リスト（１0月）

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 技術者倫理の現在 大石敏広著 勁草書房 507||Oi 212004232

2
技術者倫理日本の事例と考察 : 問題点と判
断基準を探る

田岡直規, 橋本
義平, 水野朝夫
編著

丸善出版 507||Gi 212004233

3 無駄に生きるな熱く死ね (Sanctuary books) 直江文忠著
サンクチュアリ・
パブリッシング

159||Na 212004234

4 人生の地図 高橋歩編著 A-Works 159||Ta 212004235

5
はじめて学ぶディジタル・フィルタと高速フー
リエ変換 : 基礎・原理からよく理解するため
の

三上直樹著 CQ出版 547.1||Mi 212004236

6 生協の白石さん : 学びと成長 白石昌則著 ポプラ社 049||Sh 212004237

7
建築学生のハローワーク 改訂増補版 (建築
文化シナジー)

五十嵐太郎編 彰国社 520.9||Ke 212004238

8
成功する自転車まちづくり : 政策と計画のポ
イント

古倉宗治著 学芸出版社 685.8||Ko 212004239

9
実践ロジカルシンキングが身につく入門テキ
スト : 「ロジカルって何?」から「仕事で使いこ
なす方法」まで

西村克己著 中経出版 141.5||Ni 212004240

10 ノエル 道尾秀介著 新潮社 913.6||Mi 212004241

11
異端者たちの中世ヨーロッパ (NHKブック
ス:1165)

小田内隆著
日本放送出版協
会

192.3||Od 212004270

12
ニートの歩き方 : お金がなくても楽しく暮らす
ためのインターネット活用法

pha著 技術評論社 367.68||Ph 212004271

13 哲学ってどんなこと? : とっても短い哲学入門
トマス・ネーゲル
著/岡本裕一朗, 
若松良樹訳

昭和堂 104||Na 212004272

14
3・1・2弁当箱ダイエット法 : たのしい食育
BOOK

足立己幸, 針谷
順子著

群羊社 498.583||Ad 212004273

15 自由帳 : Note for freedom 高橋歩編著 A-Works 159||Ta 212004274
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書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

16 江戸知識人と地図 上杉和央著
京都大学学術出
版会

210.5||Ue 212004275

17 本屋さんで待ちあわせ 三浦しをん著 大和書房 019.9||Mi 212004276

18
ラブアンドフリー : 世界の路上に落ちていた
言葉

高橋歩文写真
サンクチュアリ
出版

290.9||Ta 212004277

19
理想の図書館とは何か : 知の公共性をめ
ぐって

根本彰著 ミネルヴァ書房 010.4||Ne 212004278

20
LOVE&FREE : WORDS&PHOTOS collected 
from the streets around the world NEW 
YORK EDITION 改訂版

高橋歩文写真 : 
みっしぇる・どす
たー訳

サンクチュアリ・
パブリッシング

290.9||Ta 212004279

21
SAIだけで描くガーリーデジ絵レッスン : デジ
絵初心者さん向け : 楽しく可愛く・メルヘンデ
ジ絵をお勉強 (玄光社MOOK)

ミヤモトヨシコ [ほ
か] 著

玄光社 726.507||Sa 212004280

22
SAI公式イラストメイキング : デジ絵の描き方
が一冊まるごとよくわかるSAIガイド (100%
ムックシリーズ)

 晋遊舎 726.507||Sa 212004281

23 「働きたくない」というあなたへ 山田ズーニー著 河出書房新社 377.9||Ya 212004282

24
9割がバイトでも最高の感動が生まれるディ
ズニーのホスピタリティ

福島文二郎著 中経出版 689.5||Fu 212004283

25
「人を動かす」リーダーになるための本 : 人
間関係づくりに役立つ、21のテクニック

マイク・ブレント, 
フィオナ・エルサ・
デント著/東出顕
子訳

ピアソン桐原 336.3||Br 212004284

26 単位が取れる有機化学ノート 小川裕司著 講談社 437||Og 212004285

27
化学のブレークスルー : 革新論文から見た
この10年の進歩と未来

化学同人編集部
編

化学同人 430.2||Ka 212004286

28
感動する化学 : 決定版 : 未来をひらく化学
の世界

日本化学会編 東京書籍 430||Ka 212004287

29 すぐわかる微分積分 改訂版 石村園子著 東京図書 413.3||Is 212004288

30 半導体物性 (半導体デバイスの基礎:上)
B.L.アンダーソン, 
R.L.アンダーソン
著/樺沢宇紀訳

丸善出版 549.8||An||1 212004289
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31
ダイオードと電界効果トランジスタ (半導体
デバイスの基礎:中)

B.L. アンダーソ
ン, R.L. アンダー
ソン著/樺沢宇紀
訳

丸善出版 549.8||An||2 212004290

32
バイポーラ・トランジスタと光デバイス (半導
体デバイスの基礎:下)

B.L.アンダーソン, 
R.L.アンダーソン
著/樺沢宇紀訳

丸善出版 549.8||An||3 212004291

33
新エネルギーが世界を変える : 原子力産業
の終焉

広瀬隆著 NHK出版 572.1||Hi 212004292

34 ワイヤレス給電技術がわかる本
松木英敏, 高橋
俊輔共著

オーム社 544.2||Ma 212004293

35
社会人が知っておくべき笑いのマナー : ビジ
ネスでもプライベートでも使える108のお作
法

田中イデア著
リットーミュー
ジック

336.49||Ta 212004294

36 ラブ・リプレイ 喜多喜久著 宝島社 913.6||Ki 212004295

37 愛してるって言えばよかった (リンダブックス)
リンダブックス編
集部編

泰文堂 913.68||Ai 212004337

38 医学概論 (ちくま学芸文庫:[カ32-1]) 川喜田愛郎著 筑摩書房 490||Ka 212004338

39 今日の小幸せ (ちくま文庫:[か56-2]) 上大岡トメ著 筑摩書房 159||Ka 212004339

40
自分の店 : 新装版 (自由であり続けるため
に、僕らは夢でメシを喰う)

 
サンクチュアリ
出版

366.29||Ji 212004340

41 書店の棚 本の気配 佐野衛著 亜紀書房 020.4||Sa 212004341

42 逆境を生き抜く力 我喜屋優著 WAVE出版 783.7||Ga 212004342

43
今を生きるための「哲学的思考」 : “想定外
の世界"で本質を見抜く11の講義

黒崎政男著 日本実業出版社 104||Ku 212004343

44 アイデアは才能では生まれない 美崎栄一郎編著
日本経済新聞出
版社

675.3||Mi 212004344

45
生命と記憶のパラドクス : 福岡ハカセ、66の
小さな発見

福岡伸一著 文藝春秋 404||Fu 212004345
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書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

46
なぜ意志の力はあてにならないのか : 自己
コントロールの文化史

ダニエル・アクス
ト著/吉田利子訳

NTT出版 141.7||Ak 212004346

47
エストニア紀行 : 森の苔・庭の木漏れ日・海
の葦

梨木香歩 [著] 新潮社 915.6||Na 212004347

48 幸福列車 : しあわせを問いなおす旅
穴田義孝 [ほか] 
編

人間の科学新社 361.4||Ko 212004348

49 長春発ビエンチャン行 : 青春各駅停車 城戸久枝著 文藝春秋 916||Ki 212004349

50 TOEIC TEST成功をつかむ条件 キム・デギュン著
スリーエーネット
ワーク

830.79||Ki 212004350

51 英語学習論 : スピーキングと総合力 青谷正妥著 朝倉書店 830.7||Ao 212004351

52

LINEスタートブック : NHN Japan公認 : スマ
ホのコミュニケーションはこのアプリだけで
OK! : 便利で快適に使うツボがサクサクわか
る

高橋慈子著 秀和システム 547.4833||Ta 212004352

53
アメーバブログではじめるこだわりブログ : 
Ameba公式ガイド 第2版

ブログメディア研
究グループ著

翔泳社 547.48||Am 212004353

54 Evolution : 生命の進化史

ダグラス・パー
マー著/ピー
ター・バレットイラ
スト/椿正晴訳

ソフトバンククリ
エイティブ

457||Pa 212004354

55 人類の進化大図鑑
アリス・ロバーツ
編著/黒田眞知, 
森冨美子訳

河出書房新社 469.2||Ji 212004355

56 はじまりの数学 (ちくまプリマー新書:187) 野崎昭弘著 筑摩書房 080||Ch||187 212004356

57 僕たちはガンダムのジムである 常見陽平著
ヴィレッジブック
ス

159||Ts 212004357

58
使える理系英語の教科書 : ライティングから
プレゼン, ディスカッションまで

森村久美子著 東京大学出版会 507.7||Mo 212004358

59
Ubuntu (ウブントゥ) Linux入門キット : 12.04
対応 (Introduction kit series:11)

水野源著 秀和システム 007.634||Mi 212004359

60
ディズニー仕事が楽しくなる感動のエピソー
ド : 図解

加賀屋克美著 PHP研究所 689.5||Ka 212004360

4/9
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61 革命の言葉 (人生の言葉シリーズ)
「人生の言葉」編
集部編

日本ブックエー
ス/日本図書セ
ンター (発売)

159.8||Ka 212004361

62 世界遺産150 : 一生に一度は行きたい
別冊宝島編集部
編

宝島社 709||Se 212004362

63 和文フリーフォント集 大谷秀映編著 翔泳社 007.6||Ot 212004363

64 理工系のための物理数学 : 微分方程式 趙新為著 東京図書 413.6||Ch 212004364

65
新幹線・特急列車の経済学 : 徹底解析!!最
新鉄道ビジネス (洋泉社mook)

 洋泉社 686.3||Sh 212004365

66 ナイトウォッチ : 天体観測実践ガイド
テレンス・ディキ
ンソン著/後藤真
理子訳

化学同人 442||Di 212004366

67 「資本論」入門
デヴィッド・ハー
ヴェイ著/森田成
也, 中村好孝訳

作品社 331.6||Ha 212004367

68
「戦争」で読む日米関係100年 : 日露戦争か
ら対テロ戦争まで (朝日選書:888)

簑原俊洋編 朝日新聞出版 319.1053||Se 212004368

69 2100年の科学ライフ
ミチオ・カク著/斉
藤隆央訳

NHK出版 404||Ka 212004369

70 服従の心理
スタンレー・ミル
グラム著/山形浩
生訳

河出書房新社 361.43||Mi 212004372

71 新編SF翻訳講座 (河出文庫) 大森望著 河出書房新社 901.3||Om 212004373

72 喜ばしき知恵 (河出文庫:[ニ1-1])
フリードリヒ・ニー
チェ著/村井則夫
訳

河出書房新社 134.94||Ni 212004374

73
ひきこもりはなぜ「治る」のか? : 精神分析的
アプローチ (シリーズCura)

斎藤環著 中央法規出版 146.82||Sa 212004375

74 共産主義者宣言 (平凡社ライブラリー:766)
カール・マルクス
著/金塚貞文訳/
柄谷行人付論

平凡社 309.334||Ma 212004376

75
The future is Japanese (ハヤカワ・SF・シ
リーズ. Jコレクション)

伊藤計劃 [ほか] 
著

早川書房 913.68||Fu 212004377

76 屍者の帝国
伊藤計劃, 円城
塔著

河出書房新社 913.6||It 212004378
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77 光圀伝 冲方丁著

角川書店/角川
グループパブ
リッシング (発
売)

913.6||Ub 212004379

78 読んでいない本について堂々と語る方法
ピエール・バイ
ヤール著/大浦
康介訳

筑摩書房 019||Ba 212004380

79 物語における読者 新版
ウンベルト・エー
コ著/篠原資明
訳

青土社 801||Ec 212004381

80 ジョージ・ジョースター
荒木飛呂彦原作
/舞城王太郎著

集英社 913.6||Ma 212004382

81
ベストセラー・ライトノベルのしくみ : キャラク
ター小説の競争戦略

飯田一史著 青土社 910.264||Id 212004383

82
iPhoneソーシャルゲーム開発 : iPhoneや
iPadで動くソーシャルゲーム開発の手引き書 
: iOS 5 iOS SDK 5 Xcode 4.3対応!

林晃著
シーアンドアー
ル研究所

007.64||Ha 212004384

83 数学オリンピック 2008-2012
数学オリンピック
財団編

日本評論社 410.78||Su||'08-'12 212004385

84 光とフーリエ変換 (光学ライブラリー:4) 谷田貝豊彦著 朝倉書店 425||Ko||4 212004386

85
iPhone/iPadアプリ開発逆引き大全500の極
意

増田智明, 池谷
京子著

秀和システム 007.64||Ma 212004387

86
Android Flashプレイヤー開発から学ぶ使え
るプログラマになるための技術

大隅剛史著 秀和システム 007.64||Os 212004388

87
Dewey : a small-town library cat who 
touched the world 1st international mass 
market paperback ed

Vicki Myron, with 
Bret Witter

Grand Central 
Pub.

936||My 212004389

88
新TOEICテスト通勤電車で600点とれる方法 
(青春新書PLAY BOOKS:P-945)

菊池健彦著 青春出版社 830.7||Ki 212004390

89
新TOEICテスト「文法」超スピード攻略法 : 解
答速度が上がる!スコアが伸びる!

小池直己著 PHP研究所 830.79||Ko 212004391

90 幸せに咲く人生を
きむ誌/矢谷知
仁, きむ写真

いろは出版 911.56||Ki 212004392

91 信じる明日に向かって
きむ誌/矢谷知
仁, きむ写真

いろは出版 911.56||Ki 212004393
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92 あなたに逢えて
きむ詩/矢谷知
仁, きむ写真

いろは出版 911.56||Ki 212004394

93 日常英会話パーフェクトブック (CD book) 石津奈々著 ベレ出版 837.8||Is 212004395

94
TOEIC test800点突破!リーディング問題集 : 
厳選された究極の300問

成重寿,  ビッ
キー・グラス著

Jリサーチ出版 830.79||Na 212004396

95
自然科学 : 数学 物理 化学 生物 地学 改訂
版 (公務員試験新スーパー過去問ゼミ3)

資格試験研究会
編

実務教育出版 317.4||Sh 212004397

96 微分方程式 (そのまま使える答えの書き方)
一樂重雄, 一樂
祥子著

講談社 413.6||Ic 212004398

97 あなたとの時間を愛と呼べるように
きむ作/きむ, 矢
谷知仁写真

いろは出版 911.56||Ki 212004399

98 すぐわかる線形代数 改訂版 石村園子著 東京図書 411.3||Is 212004400

99
江戸の天文学 : 渋川春海と江戸時代の科
学者たち

中村士監修

角川学芸出版/
角川グループパ
ブリッシング (発
売)

440.21||Ed 212004401

100
自己分析 : 適職へ導く書きこみ式ワーク
シート [2014年度版] (内定獲得のメソッド)

岡茂信著
毎日コミュニ
ケーションズ

307.8||Ji||'14 212004402

101 ∞ (むげん) アイデアのつくり方 高橋晋平著 イースト・プレス 336.1||Ta 212004403

102 犬とハモニカ 江國香織著 新潮社 913.6||Ek 212004404

103
高校数学と大学数学の接点 : これから身に
つけたい数学のたしなみ

佐久間一浩著 日本評論社 410||Sa 212004405

104 ノーベル平和賞で世の中がわかる 池上彰著 マガジンハウス 319.8||Ik 212004406

105 池上彰と考える、仏教って何ですか? 池上彰著 飛鳥新社 180.4||Ik 212004407

106 日本人が必ず間違う日本語1000 関根健一著 宝島社 810.4||Se 212004408

107
食いっぱぐれない「働き方」のテクニック (ビ
ジネスファミ通)

金子哲雄著

エンターブレイン
/角川グループ
パブリッシング 
(発売)

159.4||Ka 212004409
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108 これでわかった!!値段のカラクリ 金子哲雄著 集英社 337.8||Ka 212004410

109 養老孟司の旅する脳 養老孟司著 小学館 914.6||Yo 212004411

110
大切なことは言葉にならない (養老孟司の
大言論:3)

養老孟司著 新潮社 914.6||Yo 212004412

111
読書は1冊のノートにまとめなさい : 100円
ノートで確実に頭に落とすインストール・リー
ディング (Nanaブックス:0076)

奥野宣之著
ナナ・コーポレー
ト・コミュニケー
ション

019.12||Ok 212004413

112
キミが大人になる頃に。 : 環境も人も豊かに
する暮らしのかたち (B&Tブックス)

石田秀輝, 古川
柳蔵, 電通グラン
ドデザイン・ラボ
ラトリー著

日刊工業新聞社 675||Ki 212004414

113 生きるぼくら 原田マハ著 徳間書店 913.6||Ha 212004415

114 20代のいま知っておくべきお金の常識50 マルコ社編集
マルコ社/サンク
チュアリ出版 (発
売)

591||Ni 212004416

115
カラー図解池上彰の経済のニュースが面白
いほどわかる本 : economic news : 景気金
融お金株世界経済日本の借金

池上彰著 中経出版 332.107||Ik 212004417

116 イチロー式集中力 児玉光雄著
インデックス・コ
ミュニケーション
ズ

783.7||Ko 212004481

117
人生は「聞く力」で9割変わる (経済界新
書:025)

福田健著 経済界 361.454||Fu 212004482

118
人生で本当に大切なこと : 壁にぶつかって
いる君たちへ (幻冬舎新書:236, お-11-1)

王貞治, 岡田武
史著

幻冬舎 080||Ge||236 212004483

119
負けない自分になるための32のリーダーの
習慣

澤穂希著 幻冬舎 783.47||Sa 212004484

120
大学生のうちに内定をとる技術 : そのままで
受からないのなら、面接の30分を演じきりな
さい (Nanaブックス:0116)

倉本祐子著
ナナ・コーポレー
ト・コミュニケー
ション

377.9||Ku 212004485

121
就職のことをいろいろ考えすぎて面倒くさく
なったあなたへ

ダニエル・セ
ディッキ著 : 大城
光子訳

共同通信社 366.29||Se 212004486

122 面接の質問 2014 (絶対内定)
杉村太郎, 坂本
章紀著

ダイヤモンド社 377.9||Su||'14 212004487

123 面接 2014 (絶対内定)
杉村太郎, 坂本
章紀著

ダイヤモンド社 377.9||Su||'14 212004488
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124
自己分析とキャリアデザインの描き方 2014 
(絶対内定)

杉村太郎著 ダイヤモンド社 377.9||Su||'14 212004489

125 エントリーシート・履歴書 2014 (絶対内定)
杉村太郎, 坂本
章紀著

ダイヤモンド社 377.9||Su||'14 212004490

126
確率統計を人に教えられる本 : 対話形式で
スラスラ読めるほのぼの確率統計学

馬場敬之著 マセマ出版社 417||Ba 212004491

127
数学を人に教えられる本 : 対話形式でスラ
スラ読めるほのぼの数学

馬場敬之著 マセマ出版社 410||Ba 212004492

128
最新最強の就活セミナーエントリーシート・
自己PR・志望動機 '14年版

根岸博之著 成美堂出版 377.9||Sa||'14 212004493

129
教員採用試験のための論作文術 : よくわか
る! [最新版]

土屋書店編集部
編

土屋書店 373.7||Ky 212004494

130 オアシスはどこにある? : 渇きを癒す組織論 楽田康二著
育鵬社/扶桑社 
(発売)

336.3||Ra 212004495

131
幸福論 : アラン (NHK「100分de名著」ブック
ス)

合田正人著 NHK出版 135.5||Go 212004496

132 やる気のスイッチ! 山崎拓巳著
サンクチュアリ・
パブリッシング

159||Ya 212004497

133 図説日本のメディア (NHKブックス:1196) 藤竹暁編著 NHK出版 361.453||Zu 212004498

134 暮しの手帖日記 松浦弥太郎著 暮しの手帖社 914.6||Ma 212004499

135
人はお金だけでは動かない : 経済学で学ぶ
ビジネスと人生

ノルベルト・ヘー
リング, オラフ・
シュトルベック著
/熊谷淳子訳

NTT出版 331.04||Ha 212004500

136 9つの性格でわかるあなたの天職

エリザベス・ウェ
イゲル, イング
リッド・スタブ著/
栗木さつき訳

メトロポリタンプ
レス

366.29||Wa 212004501
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