
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
セルフ・コンパッション : あるがままの自分を受
け入れる

クリスティーン・
ネフ著/石村郁
夫, 樫村正美訳

金剛出版 141.93||Ne 218000205

2 ジャック・デリダ (シリーズ現代思想ガイドブック)
ニコラス・ロイル
著/田崎英明訳

青土社 135.5||Ro 218000206

3
ミシェル・フーコー (シリーズ現代思想ガイドブッ
ク)

サラ・ミルズ著/
酒井隆史訳

青土社 135.57||Mi 218000207

4
ジュディス・バトラー (シリーズ現代思想ガイド
ブック)

サラ・サリー著/
竹村和子 [ほか]
訳

青土社 367.1||Sa 218000208

5 ロラン・バルト (シリーズ現代思想ガイドブック)
グレアム・アレン
著/原宏之訳

青土社 135.5||Al 218000209

6
ゲイの可視化を読む : 現代文学に描かれる「性
の多様性」?

黒岩裕市著 晃洋書房 910.264||Ku 218000210

7 アセンブリ : 行為遂行性・複数性・政治
ジュディス・バト
ラー著/佐藤嘉
幸, 清水知子訳

青土社 316.1||Bu 218000211

8
自分自身を説明すること : 倫理的暴力の批判
(暴力論叢書:3)

ジュディス・バト
ラー著/佐藤嘉
幸, 清水知子訳

月曜社 104||Bu 218000212

9
情報とアルゴリズム (電子情報通信工学シリー
ズ)

上野修一, 高橋
篤司共著

森北出版 007.64||Ue 218000213

10
虐待ゼロのまちの地域養護活動 : 施設で暮ら
す子どもの「子育ての社会化」と旧沢内村

井上寿美, 笹倉
千佳弘編著

生活書院 369.43||Gy 218000214

11
国家検定・2級キャリアコンサルティング技能検
定学科問題集 第4版

東京リーガルマインド
LEC総合研究所キャ
リアコンサルタント試
験部著

東京リーガルマ
インド

366.29||Ko 218000215

12
ティール組織 : マネジメントの常識を覆す次世
代型組織の出現

フレデリック・ラ
ルー著/鈴木立哉
訳/嘉村賢州解説

英治出版 336.3||La 218000216

13
トラスト・ファクター : 最強の組織をつくる新しい
マネジメント

ポール・J・ザック
著/白川部君江
訳

キノブックス 336.3||Za 218000217

14
特集生活困窮者支援事業の現在 (貧困研究:v.
19(2017 December))

『貧困研究』編集
委員会編

貧困研究会/明
石書店 (発売)

368.2||Hi||19 218000218

学生購入希望図書新着リスト(７月)



15
Handbook of nonlinear optical crystals 3rd, rev.
ed (Springer series in optical sciences:v. 64)

V.G. Dmitriev, G.G.
Gurzadyan, D.N.
Nikogosyan

Springer 425.08||Sp||64 218000219

16
Dressed photons : concepts of light–matter
fusion technology : softcover (Nano-optics and
nanophotonics)

Motoichi Ohtsu Springer 549.95||Ot 218000220

17 「やめられない心」依存症の正体
クレイグ・ナッケ
ン著/玉置悟訳

講談社 493.74||Na 218000221

18
Numerical simulation of optical wave
propagation with examples in MATLAB pbk.

Jason D.
Schmidt

SPIE 425.4||Sc 218000223

19 Atlas of human anatomy 7th ed : standard ed Frank H. Netter Elsevier 491.1||Ne 218000224

20 Atlas of anatomy 3rd ed

edited by Anne M. Gilroy, Brian
R. MacPherson/based on the
work of Michael Schuenke, Erik
Schulte, Udo
Schumacher/illustrations by
Markus Voll, Karl Wesker

Thieme 491.1||At 218000225

21 血液浄化療法ハンドブック 2018
透析療法合同専
門委員会企画・
編集

協同医書出版
社

494.93||Ke||'18 218000226

22
専門家に相談する前のメンタルヘルス・ファース
トエイド : こころの応急処置マニュアル

B・キッチナー, A・ジョー
ム著/メンタルヘルス・
ファーストエイド・ジャパ
ン編訳

創元社 493.79||Ki 218000227

23
国家資格キャリアコンサルタント学科試験予想
問題集 第2版

東京リーガルマインド
LEC総合研究所キャ
リアコンサルタント試
験部著

東京リーガルマ
インド

366.29||Ko 218000228

24
45歳の教科書 : 戦略的「モードチェンジ」のすす
め

藤原和博著 PHP研究所 159.79||Fu 218000229

25 ニッポンおみやげ紀行 泉麻人著 大和書房 915.6||Iz 218000254

26
魚だって考える : キンギョの好奇心、ハゼの空
間認知

吉田将之著 築地書館 487.51||Yo 218000264

27
河川工学者三代は川をどう見てきたのか : 安
藝皎一、高橋裕、大熊孝と近代河川行政一五
〇年

篠原修著
農文協プロダク
ション/農山漁村
文化協会(発売)

517||Sh 218000265

28 初心者のための環境評価入門
栗山浩一, 柘植
隆宏, 庄子康著

勁草書房 519.15||Ku 218000266

29
奨励会 : 将棋プロ棋士への細い道 (マイナビ新
書)

橋本長道著 マイナビ出版 796||Ha 218000358



30 精神病院体制の終わり : 認知症の時代に 立岩真也著 青土社 498.16||Ta 218000359

31
Bluetooth low energyをはじめよう (Make:
projects)

Kevin Townsend
[ほか] 著/水原文
訳

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

547.5||Bl 218000360

32 あなたへの社会構成主義
ケネス・J・ガー
ゲン著/東村知
子訳

ナカニシヤ出版 361.4||Ge 218000646

33
一瞬であなたが輝く!奇跡の授業 (王様文
庫:[B132-2])

比田井和孝, 比
田井美恵著

三笠書房 159||Hi 218000782

34
筋トレが最強のソリューションである : マッチョ
社長が教える究極の悩み解決法

Testosterone著
ユーキャン学び
出版/自由国民
社 (発売)

159||Te 218000783

35
つくりながら学ぶ!深層強化学習 : PyTorchによ
る実践プログラミング

小川雄太郎著 マイナビ出版 007.13||Og 218001048

36
Unityゲームプログラミング・バイブル : ゲーム
の開発現場で即実践できるスキルが身につく

吉谷幹人 [ほか]
著

ボーンデジタル 798.5||Un 218001049

37 チームのことだけ、考えた。 青野慶久著 ダイヤモンド社 007.35||Ao 218001050

38
会社というモンスターが、僕たちを不幸にしてい
るのかもしれない。

青野慶久著 PHP研究所 336||Ao 218001051

39
会社からルールをなくして社長も投票で決める
会社をやってみた。 : 人を大事にするホラクラ
シー経営とは?

武井浩三著 WAVE出版 336.3||Ta 218001052

40 社内プレゼンの資料作成術 前田鎌利著 ダイヤモンド社 336.49||Ma 218001053


