
学生購入希望図書配架リスト(5月)

書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
ワンピースの言葉が教えてくれること : ル
フィと仲間たちに学ぶ「生き方」の教科書

方喰正彰著 あさ出版 726.101||Ka 212000230

2
日本語入力を支える技術 : 変わり続けるコ
ンピュータと言葉の世界 (Web+DB pressプラ
スシリーズ)

徳永拓之著 技術評論社 007.635||To 212000231

3
万葉秀歌 第44刷改版 上巻 (岩波新書:赤-
5-6, R2-3)

斎藤茂吉著 岩波書店 080||Iw||A005 212000232

4
万葉秀歌 第44刷改版 下巻 (岩波新書:赤-
5-6, R2-3)

斎藤茂吉著 岩波書店 080||Iw||A006 212000233

5
テス 上 (岩波文庫:赤-1073-1074,赤(32)-
240-1-2,6264-6270)

ハーディ [著]/井
上宗次, 石田英
二訳

岩波書店 080||Iw||赤240-1 212000234

6
テス 下 (岩波文庫:赤-1073-1074,赤(32)-
240-1-2,6264-6270)

ハーディ [著]/井
上宗次, 石田英
二訳

岩波書店 080||Iw||赤240-2 212000235

7
「銀の匙」の国語授業 (岩波ジュニア新
書:709)

橋本武著 岩波書店 080||Iw||709 212000236

8 よくわかるMicrosoft PowerPoint 2010 基礎
富士通エフ・
オー・エム株式会
社著作・制作

FOM出版 007.63||Yo 212000237

9
英語は多読が一番! (ちくまプリマー新
書:097)

クリストファー・ベ
ルトン著/渡辺順
子訳

筑摩書房 080||Ch||097 212000238

10
うつ病の行動活性化療法 : 新世代の認知行
動療法によるブレイクスルー

クリストファー・R・
マーテル, ミッ
シェル・E・アディ
ス, ニール・S・

日本評論社 493.764||Ma 212000239

11 うつのセルフ・コントロール
P.M.レウィンソン
[ほか] 著/熊谷
久代訳

創元社 493.764||Ut 212000240

12
Buying Some Gloves (洋販ラダーシリー
ズ:Level 1(1000‐word))

by Nankichi
Niimi/translated
and retold by
Michael Brase

アイビーシーパ
ブリッシング/日
本洋書販売 (発
売)

837.7||Yo||1 212000241

13
Run, Melos, run (洋販ラダーシリーズ:Level
1 (1000-word))

by Osamu
Dazai/translated
and retold by
Michael Brase

アイビーシーパ
ブリッシング/日
本洋書販売 (発
売)

837.7||Yo||1 212000242

14
檸檬 (レモン)/冬の日 : 他九篇 第52刷改版
(岩波文庫:緑(31)-087-1)

梶井基次郎作 岩波書店 080||Iw||緑087-1 212000243

15
アイスブレイク入門 : こころをほぐす出会い
のレッスン

今村光章著 解放出版社 369.16||Im 212000244

16
ファシリテーターの道具箱 : 組織の問題解
決に使えるパワーツール49 : 図でわかる!す
ぐに役立つ!

森時彦, ファシリ
テーターの道具
研究会著

ダイヤモンド社 336.2||Fa 212000315

17
できるゼロからはじめるエクセル超入門 :
Excel 2010対応

柳井美紀&できる
シリーズ編集部
著

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)

007.63||De 212000316

18 テキストブック現代の人権 第4版 川人博編著 日本評論社 316.1||Te 212000343



書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

19
ビークル (計測・制御テクノロジーシリー
ズ:13)

金井喜美雄 [ほ
か] 著

コロナ社 536||Bi 212000344

20
情報システムにおける制御 (産業制御シ
リーズ:5)

大前力, 平井洋
武, 涌井伸二編
著

コロナ社 548.2||Jo 212000345

21 例題で学ぶ現代制御の基礎
鈴木隆, 板宮敬
悦共著

森北出版 548.31||Su 212000346

22 ジンメル・つながりの哲学 (NHKブックス:968) 菅野仁著
日本放送出版協
会

361.234||Ka 212000471

23
日本語能力試験N1文法対策標準テキスト :
スーパー合格 最新版

行田悦子, 深谷
久美子, 渡辺摂
著

秀和システム 810.79||Ko 212000472

24
日本語能力試験N1語彙対策標準テキスト :
スーパー合格 最新版

行田悦子, 深谷
久美子, 渡辺摂
著

秀和システム 810.79||Ko 212000473

25
日本語能力試験直前対策N1文字・語彙・文
法

日本語能力試験
問題研究会編

国書刊行会 810.79||Ni 212000474

26 日本語能力試験ターゲット2000 N1 単語 [旺文社編] 旺文社 810.79||Ni 212000475

27
Toshishun (洋販ラダーシリーズ:Level
1(1000‐word))

by Ryunosuke
Akutagawa/trans
lated and retold
by Michael Brase

アイビーシーパ
ブリッシング/日
本洋書販売

837.7||Yo||1 212000477

28 潜在意識が答えを知っている!

マクスウェル・マ
ルツ著/ダン・S.
ケネディ編/田中
孝顕訳

きこ書房 159||Ma 212000503

29
現代建築の軌跡 : 1925-1995「新建築」に見
る建築と日本の近代 (新建築:第70巻13号)

新建築社編 新建築社 520.2||Sh 212000504

30 建築20世紀 part 2 (新建築:第66巻2,8号)
鈴木博之 [ほか]
監修/新建築社
編集

新建築社 520.2||Sh 212000505

31 建築20世紀 part 1 (新建築:第66巻2,8号)
鈴木博之 [ほか]
監修/新建築社
編集

新建築社 520.2||Sh 212000506

32 悲嘆とグリーフケア 広瀬寛子著 医学書院 490.14||Hi 212000534

33
自動車のしくみ (図解雑学 : 絵と文章でわか
りやすい!)

水木新平監修 ナツメ社 537.1||Ji 212000535

34
プロが教える自動車のすべてがわかる本 :
つくり方からしくみまで (史上最強カラー図
解)

古川修監修 ナツメ社 537||Pu 212000536

35
プロが教える自動車のメカニズム : 構造・し
くみから見る自動車の過去・現在・未来 (史
上最強カラー図解)

古川修監修 ナツメ社 537.1||Pu 212000537

36
Spectrum analyzer theory and applications
(Modern frontiers in applied science)

Morris Engelson,
Fred Telewski

Artech House 541.57||En 212000563

37 Fundamentals of optical waveguides 2nd ed
Katsunari
Okamoto

Elsevier 547.68||Ok 212000564


