
書　　名 編著者名 請求記号

図書館に通う : 当世「公立無料貸本屋」事情 宮田昇 [著] 010.4/Mi84

書　　名 編著者名 請求記号

日本思想史新論 : プラグマティズムからナショナリズムへ 中野剛志著 121.5/N39

アウト・オン・ア・リム シャーリー・マクレーン〔著〕 147/Ma21

あたらしい働き方 本田直之著 159/H84

世界は宗教で動いてる 橋爪大三郎著 161.3/H38

東方正教会・東方諸教会 廣岡正久著 162/Sh99/10

書　　名 編著者名 請求記号

帝国の緩やかな黄昏 オリバー・ストーン, ピーター・カズニック著 ; 金子浩, 柴田裕之, 夏目大訳 253.07/St7/3

アラブからこんにちは ハムダなおこ著 292.7/H26

書　　名 編著者名 請求記号

はじめて出会う中国 園田茂人編 302.22/So45

この世で一番おもしろいマクロ経済学 ヨラム・バウマン著 ; 山形浩生訳 331/B28

この世で一番おもしろいミクロ経済学 ヨラム・バウマン著 ; 山形浩生訳 331/B28

これからの思考の教科書 酒井穣 著 336/Sa29

朝鮮王朝の国家と財政 六反田豊著 342.2/R63

自殺のない社会へ 澤田康幸, 上田路子, 松林哲也著 368.3/Sa93

秋葉原事件 : 加藤智大の軌跡 中島岳志著 368.6/N34

協同学習ツールのつくり方いかし方 鹿内信善編著 375.1/Sh33

偏差値29の私が東大に合格した超独学勉強法 杉山奈津子著 376.8/Su49

ゆとり京大生の大学論 : 教員のホンネ、学生のギモン 安達千李 [ほか] 編 377.04/A16

ICTで実現する大学教育改革 : フランス・カナダ・日本の事例から 岩手大学大学教育総合センター編 377.1/I97

教育デザイン入門 : 大学教育とFDプログラム 実践的ソフトウェア教育コンソーシアム編 377.1/J54

「深い学び」につながるアクティブラーニング 河合塾編著 377.1/Ka93

大学教員のためのFD手帳 : MH式ポートフォーリオ : 教員用 村上裕美著 377.1/Mu43

学生と変える大学教育 : FDを楽しむという発想 清水亮, 橋本勝, 松本美奈編著 377.1/Sh49

研究・教育のシナジーとFDの将来 東北大学高等教育開発推進センター編 377.1/To25

学生FDサミット奮闘記 梅村修編 377.1/U72

大学教育アセスメント入門 : 学習成果を評価するための実践ガイド バーバラ・ウォルワード著 ; 山崎めぐみ, 安野舞子, 関田一彦訳 377.1/W37

なぜ日本の大学生は、世界でいちばん勉強しないのか? 辻太一朗著 377.9/Ts41

日本の昔話 柳田国男著 388.1/Y53

内心、「日本は戦争をしたらいい」と思っているあなたへ 保阪正康ほか [著] 392.1/H91

書　　名 編著者名 請求記号

文系でもわかる統計分析 須藤康介, 古市憲寿, 本田由紀著 417/Su14

最新クラゲ図鑑 : 110種のクラゲの不思議な生態 三宅裕志, Dhugal Lindsay著 483.3/Mi76

アルビノを生きる 川名紀美著 493.1/Ka96

８・９ 月 の 新 刊 案 内

０．総記（コンピュータ関係資料、図書館、書評本などもここ）

１．哲学・宗教（心理学関係、自己啓発関係の本なども）

２．歴史・地理・地誌・紀行

３．社会科学（政治・法律・経済・社会・教育や風俗や民族）

　　※指定書、資格・検定書は、それぞれ指定書コーナー、資格・検定コーナーに配架されています。

４．自然科学（数学、理学、医学、天文学、生物など）



書　　名 編著者名 請求記号

再生可能エネルギーが一番わかる 今泉大輔著 501.6/I43

建築デザインの解剖図鑑 : まちで目にするカタチを読み解く スタジオワーク著 521/Su83

福島の子どもたちからの手紙 KIDS VOICE編 543.5/Ki13

メルトダウン連鎖の真相 NHKスペシャル『メルトダウン』取材班著 543.5/N71

カレー大全 : いま甦る!幻のレシピ、珠玉の名店、感動の物語 596/Ka51/上

おいしいご当地スーパーマーケット 森井ユカ著 596/Mo49

野崎さんのおいしいかさ増しダイエットレシピ 野崎洋光著 ; 山下圭子栄養指導、カロリー計算 596/N98

書　　名 編著者名 請求記号

田舎暮らしに殺されない法 丸山健二著 611.9/Ma59

調香師が語る香料植物の図鑑 フレディ・ゴズラン, グザビエ・フェルナンデス著 ; 前田久仁子訳 617.6/G39

かわいいネットショップ : わたしだけのお店づくり 673.3/P15

カタログ特集 674.3/D64/1

イメージ別レイアウトスタイルシリーズ：アナログ編 674.3/P15

イメージ別レイアウトスタイルシリーズ：クール＆スタイリッシュ編 674.3/P15

女性の心をつかむデザイン Pie Books編 674.3/P61

デザインのココロ カトウヨシオ文と絵 675.1/Ka86

TPPすぐそこに迫る亡国の罠 郭洋春著 678.3/Ka28

書　　名 編著者名 請求記号

最後の画家たち : 20世紀末芸術論 伊藤俊治著 702/I91

ジオラマ論 伊藤俊治著 702/I91

猫と道草、アートの旅 : イノモト流ニッポン美術館紀行 猪本典子著 706.9/I56

世界で一番美しい名画の解剖図鑑 カレン・ホサック・ジャネス, イアン・シルヴァーズ, イアン・ザクチェフ編著 ; 和田京子日本語版編集 720.79/H91

写実画のすごい世界 : 限りなく「本物 (リアル) 」な女性たち 月刊美術編 723.1/G32

抽象絵画のすすめ 吉田敦彦著 724.3/Y86

ライトノベルジャケット・コレクション 726.5/G95

レオ・レオーニ希望の絵本をつくる人 松岡希代子著 726.6/Ma86

コラージュの教室(ラボ) : 創造性を高める52のアートチャレンジ ビー・シェイ著 : Bスプラウト訳 726.9/Sh13

世界一わかりやすいデジタル一眼レフカメラと写真の教科書 中井精也著 743/N34

美しい日本の伝統色 森村宗冬著 757.3/Mo56

ニュー・ミュージコロジー : 音楽作品を「読む」批評理論 ジョゼフ・カーマン [ほか] 著 ; 福中冬子訳・解説 760.4/Ke56

普遍音樂 : 調和と不調和の大いなる術 アタナシウス・キルヒャー著 ; 菊池賞訳 761/Ki51

ラフマニノフ 柴辻純子, 堀内みさ著 762.3/Sh18/ﾌ1

ラフマニノフ : その作品と生涯 ソコロワ著 ; 佐藤靖彦訳 762.38/So32

今のピアノでショパンは弾けない 高木裕著 763.2/Ta29

オーケストラの音楽史 : 大作曲家が追い求めた理想の音楽 パウル・ベッカー [著] ; 松村哲哉訳 764.3/B32

ジャズの歴史 相倉久人著 764.7/A25

トリスタン伝説とワーグナー 石川栄作著 766.1/I76

原発とドキュメンタリー 778.7/N65

上方落語寄席囃子の世界 林家染丸著 779.13/H48/1

上方落語寄席囃子の世界 林家染丸著 779.13/H48/2

上方落語寄席囃子の世界 林家染丸著 779.13/H48/3

Encyclopedia of flowers 植物図鑑 / 東信著 ; 椎木俊介写真 793/A99

５．工業工学・生活科学（技術、工学、建築や乗り物、原発、Web関係、食品、衣服や料理の本）

６．産業（農林水産、商業[広告など商業デザイン関係含む]、運輸、通信）

７．美術・音楽・伝統芸能、映画、テレビ、アニメ、スポーツなど

「学生リクエスト」を知っていますか？ 
 大学の図書館や県立図書館に所蔵がない本。ぜひ、大学の図書館に置いて欲しい本などをリクエストすることができます。 

 （漫画、ライトノベルほか図書館の収書方針に合わない本は除きます。） 

 ぜひご活用ください。 



書　　名 編著者名 請求記号

国語の教科書から消えた心に響く名作・名場面 小宮山博仁著 910.26/Ko65

ミライノコドモ 谷川俊太郎著 911.56/Ta88

こころ 谷川俊太郎著 911.56/Ta88

幻坂 有栖川有栖著 913.6/A76

Another (アナザー) : エピソードS (エス) 綾辻行人著 913.6/A98

爪と目 藤野可織著 913.6/F64

碧空(あおぞら)のカノン : 航空自衛隊航空中央音楽隊ノート 福田和代著 913.6/F74

ディアスと月の誓約 乾石智子著 913.6/I59

死神の浮力 伊坂幸太郎著 913.6/I68

陽だまりの彼女 越谷オサム著 913.6/Ko85

調律師 熊谷達也著 913.6/Ku33

竜ヶ坂商店街オーケストラの英雄（ドラフィル! ） 美奈川護 [著] 913.6/Mi36

竜ケ坂商店街オーケストラの革命（ドラフィル! 2） 美奈川護 [著] 913.6/Mi36/2

竜ケ坂商店街オーケストラの凱旋（ドラフィル! 3） 美奈川護 [著] 913.6/Mi36/3

楽隊のうさぎ 中沢けい著 913.6/N46

あずかりやさん 大山淳子 著 913.6/O95

ホテルローヤル 桜木紫乃著 913.6/Sa46

桜庭一樹短編集 桜庭一樹著 913.6/Sa46

島はぼくらと 辻村深月著 913.6/Ts44

花鳥の夢 山本兼一著 913.6/Y31

突然、僕は殺人犯にされた : ネット中傷被害を受けた10年間 スマイリーキクチ著 916/Su56

オズの魔法使い
L. フランク・ボウム作 ; リスベー

ト・ツヴェルガー絵 ; 江國香織訳
933.7/B28

とうもろこしの乙女、あるいは七つの悪夢 : ジョイス・キャロル・オーツ傑作選 ジョイス・キャロル・オーツ著 933.7/O11

穴 ルイス・サッカー[著] ; 幸田敦子訳 933.7/Sa12

エデンの東 上・下 ジョン・スタインベック著 ; 土屋政雄訳 933.7/St3/上・下

歌姫コンシュエロ : 愛と冒険の旅（ジョルジュ・サンドセレクション） [ジョルジュ・サンド著 958/Sa62/4

書簡集 : 1812-1876 （ジョルジュ・サンドセレクション） [ジョルジュ・サンド著 958/Sa62/9

書　　名 編著者名 請求記号

日本史のなかの戦国時代 山田邦明著 210.08/Y27/83

江戸時代のお触れ 藤井讓治著 210.08/Y27/85

書　　名 編著者名 請求記号

事務職・一般職SPI3の完全対策 就活ネットワーク編 307.8/Sh99/2015

これが本当のSPI3だ! : テストセンター対応 SPIノートの会, 津田秀樹編著 336.4/Sp5/2015

大学編入・大学院これで決まり!志望理由書・面接対策 進研アカデミーグラデュエート大学部編 ; 野林靖夫監修 376.8/Sh64

業界と職種がわかる本 : 世界一わかりやすい イノウ編著 377.9/I55/2015

採用側のプロが書いた就職面接完全対策集 菊池一志著 377.9/Ki24/2015

まるわかり!大学編入 : はじめての大学編入 中央ゼミナールステップアップサポート部編 377/Ta83/2013-14

仏検イラスト単語集3・4級レベル : よく出る分野をまとめて覚える 小幡谷友二著 854/O12

英米小説でレポート・卒論ライティング術 小野俊太郎著 930.7/O67

書　　名 編著者名 請求記号

European review of social psychology edited by Wolfgang Stroebe and Miles Hewstone 361.4/St8/23

指定書

資格・検定

洋書

９．文  学 

県立図書館の本を取り寄せて借りることができます！ 
 「県立図書館相互貸借」を利用して、1回につき5冊まで、県立図書館の本を取り寄せて借りることができます。 

 詳しくはカウンターまで！ 

（※新刊や禁帯出など取り寄せできない本もあります。） 


