
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
入門新しい環境教育の実践 (持続可能な社会
のための環境教育シリーズ:6)

朝岡幸彦編著 筑波書房 519.07||Ny 217000166

2
ESDの地域創生力 : 持続可能な社会づくり・人
づくり9つの実践

阿部治編 合同出版 318.6||Es 217000167

3 物性物理100問集
大阪大学インタラクティブ物質科
学・カデットプログラム物性物理
100問集出版プロジェクト編

大阪大学出版
会

428||Bu 217000168

4
図解YOGAアナトミー : 医師が解説するヨガの
機能解剖学 第2版 筋骨格編 (Scientific keys:1)

レイ・ロング著/クリス・マシボー
イラストレーション/中村尚人 監
訳/鈴木まゆみ, 柏木雅子訳

アンダーザライ
ト ヨガスクール・
Yoga Books

498.3||Lo 217000169

5
異端児たちの決断 : 日立製作所川村改革の
2000日

小板橋太郎著
日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

542.09||Ko 217000170

6 面接官の心を操れ!無敵の就職心理戦略 DaiGo著 KADOKAWA 366.29||Da 217000171

7 インフォーマル学習 (教育工学選書:2:7)
山内祐平, 山田
政寛編著

ミネルヴァ書房 379||In 217000172

8
図解YOGAアナトミー : 医師が解説するヨガの
機能解剖学 アーサナ編 (Scientific keys:2)

レイ・ロング著/クリス・マ
シボーイラストレーショ
ン/中村尚人 監訳/鈴木
まゆみ訳

アンダーザライ
ト ヨガスクール・
Yoga Books

498.3||Lo 217000173

9 教育工学研究の方法 (教育工学選書:3)
清水康敬, 中山
実, 向後千春編
著

ミネルヴァ書房 375.11||Ky 217000174

10
投資家が「お金」よりも大切にしていること (星海
社新書:30)

藤野英人著
星海社/講談社
(発売)

080||Se||30 217000175

11
働く君に伝えたい「お金」の教養 : 人生を変える
5つの特別講義

出口治明著 ポプラ社 159||De 217000176

12
モバイルボヘミアン : 旅するように働き、生きる
には

本田直之, 四角
大輔著

ライツ社 159.4||Ho 217000177

13
ジョコビッチの生まれ変わる食事 : あなたの人
生を激変させる14日間プログラム

ノバク・ジョコビッ
チ著/タカ大丸訳

三五館 783.5||Dj 217000178

14
英語高速メソッド : ネイティヴ・スピーカーの脳&
耳になる!

笠原禎一著 新星出版社 830||Ka 217000179

15
決定版英語シャドーイング超入門 : リスニング
力と会話力UP!

玉井健著 コスモピア 831.1||Ta 217000180

学生購入希望図書新着リスト(６月)



16
毎日の英文法 : 頭の中に「英語のパターン」を
つくる

James
M.Vardaman, 安
藤文人著

朝日新聞出版 835||Va 217000181

17 証明の探究 増補版 (共通教育シリーズ) 日比孝之著
大阪大学出版
会

410.9||Hi 217000182

18
機能紙最前線 : 次世代機能紙とその垂直連携
に向けて

機能紙研究会編
集・著作

加工技術研究
会

585||Ki 217000192

19 昭和の店に惹かれる理由 井川直子著 ミシマ社 673.97||Ik 217000193

20 チョコレート検定公式テキスト 2017年版
明治チョコレート
検定委員会監修

学研プラス 588.34||Ch||'17 217000194

21 スイッチング電源制御設計の基礎
安部征哉, 財津俊行
著

日経BP社/日経
BPマーケティン
グ (発売)

549.3||Ab 217000228

22

マイコンによるディジタル制御電源の設計 : 多様化を
深める電源仕様に柔軟に対応しつつ高効率化を図る
(トランジスタ技術special増刊. グリーン・エレクトロニク
ス:12)

CQ出版 548.3||Ma 217000229

23
宇宙の生活大研究 : 人類は火星でくらせるの?
(楽しい調べ学習シリーズ)

渡辺勝巳監修 PHP研究所 538.9||Uc 217000230

24
The balance of nature? : ecological issues in
the conservation of species and communities :
pbk

Stuart L. Pimm
University of
Chicago Press

468.4||Pi 217000235

25 Java : the complete reference 9th ed pbk. Herbert Schildt McGraw-Hill 007.64||Sc 217000238

26
プロになるためのワークショップ101 (ハリウッド
脚本術:[1])

ニール・D・ヒック
ス著/濱口幸一
訳

フィルムアート
社

901.27||Hi 217000268

27
Three dimensional integration of
semiconductors : processing, materials, and
applications : hard

edited by Kazuo
Kondo, Morihiro Kada
and Kenji Takahashi

Springer 549.8||Th 217000269

28
プラスチック発泡技術の最新動向 (新材料・新
素材シリーズ)

秋元英郎監修
シーエムシー出
版

578.46||Pu 217000270

29 この世でいちばん大事な「カネ」の話 : 新装版
西原理恵子著・
装画・挿画

ユーメイド 159.7||Ni 217000271


