
書　　名 編著者名 請求記号
ビッグデータがビジネスを変える 稲田修一著 007.35/I51
ジャンル別洋書ベスト500 渡辺由佳里著 019/W46

書　　名 編著者名 請求記号
諦める力 : 勝てないのは努力が足りないからじゃない 為末大著 159/Ta81
負けを生かす技術 為末大著 159/Ta81

書　　名 編著者名 請求記号
地球的世界の成立 荒野泰典, 石井正敏, 村井章介編 210.1/A64/5
年報三田中世史研究 三田中世史研究会 [編] 210.4/Mi56/20
わが若き日 : 決死の日本脱出記 新島襄著 289.1/N72

書　　名 編著者名 請求記号
住んでみたドイツ8勝2敗で日本の勝ち 川口マーン惠美 [著] 302.34/Ka92
地域再生 : 人口減少時代の地域まちづくり 鈴木浩 [ほか] 編著 318.6/Su96
里山資本主義 : 日本経済は「安心の原理」で動く 藻谷浩介, NHK広島取材班 [著] 332.1/Mo82
国家はなぜ衰退するのか : 権力・繁栄・貧困の起源 ダロン・アセモグル, ジェイムズ・A・ロビンソン著 ; 鬼澤忍訳 332/A15/上・下
シェール革命後の世界勢力図 中原圭介著 333.6/N33
自己変革を遂げて躍動する中小企業・小規模事業者 中小企業庁編 335.35/C68/2013

20代の起業論 : 成功するアイデアとリーダーシップのつくり方 榊原健太郎 著 335/Sa31
国際比較の視点から日本のワーク・ライフ・バランスを考える 武石恵美子編著 336.4/Ta62
タックス・ヘイブン : 逃げていく税金 志賀櫻著 345.1/Sh27
脅かされる雇用と労働者の権利 女性労働問題研究会編 366.3/I76
労働時間の決定 : 時間管理の実態分析 石田光男, 寺井基博編著 366.32/I72
男女共同参画白書 総理府編 367.21/N28/2013

「育メン」現象の社会学 石井クンツ昌子著 367.3/I75

書　　名 編著者名 請求記号
ここ一番に強くなるセロトニン呼吸法 : スポーツからスピーチまで 有田秀穂, 高橋玄朴著 498.3/A77
食べるなら、どっち!? : 不安食品見極めガイド 渡辺雄二 [著] 498.54/W46

書　　名 編著者名 請求記号
ユニバーサルデザインがわかる事典 どりむ社編集 501.83/D87
トコトンやさしいユニバーサルデザインの本 宮入賢一郎, 横尾良笑著 501.83/Mi74
色のユニバーサルデザイン : 誰もが見分けやすく美しい色の選び方 日本色彩研究所著 501.83/N71
野菜料理のABC教えます 596.3/Ta29

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）

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）

４．自然科学（数学、理学、医学、天文学、生物など）

10 月 の 新 着 図 書 
※ ＬｉｂｒａｒｙＬｏｖｅｒｓ’キャンペーン、芸短の先生おすすめの一冊 

コーナーの本はロビーのそれぞれのコーナーに配架されています。 



書　　名 編著者名 請求記号
現代アートがわかる本 : enjoy! contemporary art! 柴田理恵編 702/Sh18
近代日本彫刻集成 田中修二編 712.1/Ta84/3
松井冬子画集 : 世界中の子と友達になれる 松井冬子著 721.9/Ma77
マスキングテープおしゃれワザ123 m&m&m's 著 754.9/E55
バロックから初期古典派までの音楽の奏法 橋本英二著 761.9/H38
クラシック作曲家大全 : より深く楽しむために ジョン・バロウズ原書監修 ; 松村哲哉翻訳 762.8/B94
パルジファル ワーグナー [作曲] ; 高辻知義訳 766.1/C65/27
声楽家のための本番力 : 最高のパフォーマンスを引き出すメンタル・トレーニング シャーリー・エモンズ, アルマ・トマス著 ; 曾ちはる訳 767/E53
ワヤンを楽しむ 松本亮著 778.24/Ma81
創造の狂気ウォルト・ディズニー ニール・ゲイブラー著 ; 中谷和男訳 778.77/G11
ウォルト・ディズニー : 創造と冒険の生涯 ボブ・トマス著 ; 玉置悦子, 能登路雅子訳 778.77/Th5
 - (マイナス)を+ (プラス)に変える行動哲学 白石康次郎著 780.2/Sh82
「個」を生かすチームビルディング 福富信也著 780.7/F84
本番に強くなる : メンタルコーチが教えるプレッシャー克服法 白石豊著 780.7/Sh82
スポーツ業界の歩き方 河島徳基著 780/Ka97
スポーツ速読完全マスターBOOK : 即効! 呉真由美著 780/Ku59
浅尾拓也 柴崎岳 藤村大介 亀梨和也 : 2013年春～おススメ!スポーツ 780/P58
「体幹」ランニング : カリスマコーチが教える走りの「新常識」 金哲彦著 782.3/Ki41
42.195kmの科学 : マラソン「つま先着地」vs「かかと着地」 NHKスペシャル取材班 [著] 782.3/N69
金哲彦のランニング・メソッド : 羽が生えたように動きが軽くなる! 金哲彦著 782/Ki41
90秒スロージョギング・ダイエット 田中宏暁著 782/Ta84
努力が結果につながらない人に気づいてほしいこと 加藤三彦著 783.1/Ka86
バスケットボール練習メニュー200 : 考える力を伸ばす! 小野秀二監修 783.1/O67
Street basketball legend : プロフェッショナルテクニックコレクション 大塚一樹編 783.1/O69
伸びる人のデータの読み方、強い組織のデータの使い方 渡辺啓太著 783.2/W46
竹下佳江短所を武器とせよ : 世界最小最強セッター 吉井妙子著 783.2/Y88
初・中級者のためのバドミントンベーシック・レッスン 783.59/B39
バドミントン初心者クリニック : 元全日本王者がお悩み解決! 町田文彦著 783.59/Ma16
試合で勝つ!卓球最強のコツ50 岸卓臣監修 783.6/Ki56
卓球練習メニュー200 : 打ち方と戦術の基本 宮崎義仁監修 783.6/Mi88

書　　名 編著者名 請求記号
日本人の知らない日本語 4 蛇蔵, 海野凪子著 810.4/H51/4
天声人語 : 英文対照　2013夏 朝日新聞論説委員室編 ; 英文朝日訳 837.5/A82/173

書　　名 編著者名 請求記号
世界地図の下書き 朝井リョウ著 913.6/A83
グラウンドの詩(うた) あさのあつこ著 913.6/A87
祈りの幕が下りる時 東野圭吾著 913.6/H55
つぎはぎプラネット 星新一著 913.6/H92
夢を売る男 百田尚樹著 913.6/H99
影法師 百田尚樹 [著] 913.6/H99
ロスジェネの逆襲 池井戸潤著 913.6/I33
世界から猫が消えたなら 川村元気著 913.6/Ka95
そして父になる 是枝裕和, 佐野晶著 913.6/Ko79
坊っちゃん 夏目漱石著 913.6/N58
飛行士と東京の雨の森 西崎憲著 913.6/N87
丕緒の鳥 小野不由美著 913.6/O67
図南の翼 小野不由美著 913.6/O67
星籠の海 : THE CLOCKWORK CURRENT 島田荘司 著 913.6/Sh36/上・下

楽園の蝶 柳広司著 913.6/Y52
人間にとって成熟とは何か 曽野綾子著 914.6/So44
原風景のなかへ 安野光雅著 915.6/A49
「戦争と文学」案内 : 典 戦争と文学編集室編 918.6/Ko79/別巻
もっとも暗い場所へ エリザベス・ヘインズ著 ; 小田川佳子訳 933.7/H49
憑かれた女 デイヴィッド・リンゼイ著 ; 中村保男訳 933.7/L63
グリム童話全集 : 子どもと家庭のむかし話 グリム兄弟編 ; シャルロット・デマトーン絵 ; 橋本孝, 天沼春樹訳 943.6/G86
夢のなかの夢 タブッキ作 ; 和田忠彦訳 973/Ta12

７．美術・音楽・伝統芸能、映画、テレビ、アニメ、スポーツなど

８．言  語

９．文  学 



シリーズその他

書　　名 編著者名 請求記号
王安石 : 北宋の孤高の改革者 小林義廣著 289.08/Se22/33
ムハンマド・アリー : 近代エジプトを築いた開明的君主 加藤博著 289.08/Se22/67

 西洋古典叢書
書　　名 編著者名 請求記号

悲劇全集 エウリピデス [著] ; 丹下和彦訳 080/Ky6/2

ＬｉｂｒａｒｙＬｏｖｅｒｓ’キャンペーン
書　　名 編著者名 請求記号

時間を作る時間を生きる : 心理的時間入門 松田文子編 141.27/Ma74/ﾌ1
ぼくらの中の発達障害 青木省三著 493.7/A53
木のいのち木のこころ : 「天・地・人」 西岡常一, 小川三夫, 塩野米松著 526.18/N86
甲子園の空に笑え! 川原泉 著 726.1/Ka92

芸短の先生おすすめの一冊コーナー
書　　名 編著者名 請求記号

戦後日本史の考え方・学び方 : 歴史って何だろう? 成田龍一著 210.7/N52
子ぎつねヘレンがのこしたもの 竹田津実著 489.56/Ta66/ﾌ1

世界史リブレット人 

 

「学生リクエストを活用しよう！」  
  

 

 

 

 

 

 

「県立図書館の本を取り寄せて借りることができます！」 

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の購入リク

エストを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！ 
 

 ”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。 

申し込みはカウンターまで！ 

わからないことがあったら職員に気軽に聞いてください 


