
書　名 編著者名 請求記号
世界年鑑 共同通信社編 059/Ky2/2013

書　名 編著者名 請求記号
面白いほどよくわかる!心理学の本 渋谷昌三著 140/Sh23

書　名 編著者名 請求記号
スティーブ・ジョブズ1995ロスト・インタビュー スティーブ・ジョブズ [述] ; 「スティーブ・ジョブズ1995」Movie Project編 289.3/J56

書　名 編著者名 請求記号
世界国勢図会 矢野恒太記念会編 350.9/Y58/2013/14

検証・平成の大合併と農山村 日本村落研究学会企画 ; 佐藤康行編 361.76/So48/49

アメリカ「主婦」の仕事史 : 私領域と市場の相互関係 森杲著 367.3/Mo45
科研費獲得の方法とコツ : 実例とポイントでわかる申請書の書き方と応募戦略 児島将康著 377.7/Ko39
ビジュアル図解科研費のしくみと獲得法がわかる 佐藤成美著 377.7/Sa85
国際比較にみる世界の家族と子育て 牧野カツコ [ほか] 編著 379.9/Ma35
世界服飾大図鑑 キャリン・フランクリン監修 ; 深井晃子日本語版監修 383.1/F44

書　名 編著者名 請求記号
擬態うつ病/新型うつ病 : 実例からみる対応法 林公一著 493.764/H48

書　名 編著者名 請求記号
水の文化史 富山和子著 517.21/To59
水の旅 : 日本再発見 富山和子著 517.21/To59
福田りおの羊毛フェルト基礎テクニック : ニードルで作る基本の立体から人気のスイーツまで 福田りお著 594.9/F74
かんたんがおいしい! : スーパー主婦・足立さんのお助けレシピ 足立洋子著 596/A16
BUNGO食べ歩きBOOK 596/O34/2014

書　名 編著者名 請求記号
小さなデザインスタジオの大きな影響力 : 少人数で成功した世界のデザインスタジオ30社 [viction:ary編] ; 和田侑子訳 674.3/V67
「売り言葉」と「買い言葉」 : 心を動かすコピーの発想 岡本欣也著 674/O42

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）

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）

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）

 11 月 の 新 着 図 書 
※ 資格・検定コーナー14歳の世渡り術の本は、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
花木の象 : 国宝都久夫須麻神社 須賀みほ編著 ; 小塚直斗画像 702.17/Su21
廃墟で歌う天使 : ベンヤミン『複製技術時代の芸術作品』を読み直す 遠藤薫著 704/E59
亀倉雄策の直言飛行 亀倉雄策著 704/Ka34
アーティストになれる人、なれない人 宮島達男編 704/Mi75
田能村竹田画論『山中人饒舌』訳解 [田能村竹田著] ; 竹谷長二郎著 ; 大越雅子改訂 721.7/Ta89
かわいい江戸絵画 府中市美術館編 721/F51
Julian Opie 1958- : recent works herausgegeben von Peter Noever ; Texte von Timothy Clark, Sandy Nairne, Peter Noever 723.33/O69
ベクシンスキー ズジスワフ・ベクシンスキー著 723.349/B32
イタリア・ルネサンス ステファノ・ズッフィ著 ; 内藤憲吾訳 723/Se19/4
絵本のクリエイター 726.5/I63/28
Typologien : industrieller Bauten Bernd und Hilla Becher ; mit texten von Armin Zweite ... [et al.] 748/B31
Luzifers Garten Nan Goldin ; herausgegeben mit John Jenkinson ... [et al.] 748/G61
The other side Nan Goldin ; edited with David Armstrong and Walter Keller 748/G61
Andreas Gursky Peter Galassi 748/G95
Loretta Lux essay by Francine Prose 748/L97
マリメッコパターンとデザイナーたち マリア・ハルカパー [ほか] 執筆 ; 島塚絵里訳 753.8/P15
変り兜 : 戦国のcool design 橋本麻里著 756.7/H38
ギター譜で学ぶ新楽典 : 実践的音楽理論の手引き 小川伊作著 763.55/O24
楽器を科学する : 「楽器の研究よもやま話」 : 温故知新のこころ 永井洋平, 村上和男共著 763/N14
ジャズ・スタンダード・バイブル = Jazz standard bible : セッションに役立つ不朽の227曲 納浩一編・著 764.7/O73
ももクロの美学 : 「わけのわからなさ」の秘密 安西信一著 767.8/A49
映画制作ハンドブック : インディペンデント映画のつくりかた 林和哉著 ; ビデオSALON編集部編 778.4/H48
Filmmaker's eye : 映画のシーンに学ぶ構図と撮影術 : 原則とその破り方 グスタボ・メルカード著 ; Bスプラウト訳 778.4/Me62
スポーツが目指すべき未来 : sport for everyone 780/Sa75
スポーツライフ・データ : スポーツライフに関する調査報告書 780/Sa75

書　名 編著者名 請求記号
街場の文体論 内田樹著 801.6/U14

書　名 編著者名 請求記号
文学と悪 ジョルジュ・バタイユ著 ; 山本功訳 904/B27
虐殺器官 伊藤計劃著 913.6/I89
さようなら、オレンジ 岩城けい著 913.6/I93
天才たちの値段 : 美術探偵・神永美有 門井慶喜著 913.6/Ka14
帰らざる夏 加賀乙彦〔著〕 913.6/Ka16
栞子さんと二つの顔　（ビブリア古書堂の事件手帖4） 三上延 [著] 913.6/Mi21/4
冬虫夏草 梨木香歩著 913.6/N55
極悪鳥になる夢を見る : 貴志祐介エッセイ集 貴志祐介著 914.6/Ki56
林檎の木の下で アリス・マンロー著 ; 小竹由美子訳 933.7/Mu35

７．美術・音楽・伝統芸能、映画、テレビ、アニメ、スポーツなど

９．文  学 

８．言  語

「林檎の木下で」は2013年ノーベル文学賞受賞した、カナダ人の短編作

家アリス・マンロー（Alice Ann Munro 1931年7月10日 - ）の自伝的短編

集です。12の短編で一族の3世紀にわたる歴史を物語っています。 

附属図書館には、ほかに「イラクサ」「小説のように（※研究室配架）」の

所蔵があります。 



シリーズほか

書名 編著者名 請求記号
ナポレオン : 英雄か独裁者か 上垣豊著 289.08/Se22/62

ウィルソン : 国際連盟の提唱者 長沼秀世著 289.08/Se22/74

書名 編著者名 請求記号
古代ホメロス論集 プルタルコス, ヘラクレイトス [著] ; 内田次信訳 080/Ky6

書名 編著者名 請求記号
特別授業"死"について話そう 伊沢正名 [ほか] 著 114.2/To35

書名 編著者名 請求記号
「1日10分」から始めるSPI基本問題集 柳本新二著 307.8/Y53/2015

日経業界地図 : 主要企業の実力と次の動きを読む 2014 日本経済新聞社編 602.1/N71/2014

世界遺産検定公式過去問題集 2013 世界遺産アカデミー/世界遺産検定事務局編著 709/Se22/2013 ﾌ1

朝日キーワード就職 2015 朝日新聞社編 813.7/A82/2015

現代用語の基礎知識 2014 自由国民社編 813.7/J55/2014

 西洋古典叢書

世界史リブレット人 

資格・検定コーナー

14歳の世渡り術

 

こ う い う 本 が あ り ま す。 
 

※ 世界のことが知りたい！ 
「世界年鑑」・・・世界各国の情勢と国際機関に関する最新データに、主要ニュースを特集した総合国際情報年鑑 

「世界国勢図会」・・・経済・社会の主要分野から豊富な項目を取り上げて、各国の最新のデータを収録したデータブック 

 

※ 就職に向けて一般常識や時事を知りたい！ 
「朝日キーワード就職」 ・・・筆記試験対策の必須用語がひと目でわかる 

「現代用語の基礎知識」 ・・・毎年の最新語・時事語・流行語から現代社会を理解するための基礎用語 

                                     まで、第一線で活躍する専門著者がわかりやすく解説 
 
 

※ なんでもいいから色んな分野についての本を読んでみたい！ 
14歳の世渡り術シリーズ ・・・  

 14歳から大人まで幅広く読むことができるシリーズです。 

 宗教、読書、ボランティア、戦争、お金の話など1冊につき1テーマ、多彩な著者が書き下ろしています。 

  『特別授業"死"について話そう』『学校では教えてくれない人生を変える音楽』『自分はバカかもしれないと思っ

たときに読む本』『学歴入門』『14歳からわかる生活保護』『大丈夫!キミならできる! : 松岡修造の熱血応援メッ

セージ』『本を味方につける本 : 自分が変わる読書術』『特別授業3.11君たちはどう生きるか』などなど 


