
書　　名 編著者名 請求記号
情報モラル&情報セキュリティ : 32の事例でわかりやすく解説! 富士通エフ・オー・エム株式会社著制作 007.3/F67
最新事例でわかる情報モラル : 30テーマ 実教出版編修部編 007.3/J51
ゲーム・あそび編 : 気をつけよう!情報モラル1 007.3/N21/1
メール・SNS編 : 気をつけよう!情報モラル2 007.3/N21/2
著作権・肖像権編 : 気をつけよう!情報モラル3 永坂武城監修 ; 秋山浩子文 ; 平田美咲イラスト 007.3/N21/3
見てわかる情報モラル 007.3/N71
ひと目でわかる最新情報モラル 大橋真也 [ほか] 著 007.3/O28
つながる機器に広がる脅威 : 情報セキュリティ白書　2013 情報処理推進機構企画・著作・制作 007.6/J82/2013
大学生の情報基礎 立田ルミ編著 ; 大即洋子, 堀江郁美著 007.6/Ta95
加害者・被害者にならないための情報セキュリティ 富士通エフ・オー・エム著作・制作 007.609/F67
情報セキュリティ入門 羽室英太郎著 007.609/H26
情報セキュリティ 小林吉純著 007.609/Ko12
情報セキュリティ基盤論 佐藤周行 [ほか] 著 007.609/Sa85
情報セキュリティの基礎 手塚悟編著 ; 石井夏生利 [ほか] 著 007.609/Te95
オブジェクト指向でなぜつくるのか : 知っておきたいOOP、設計、関数型言語の基礎知識 平澤章著 007.61/H67
100題で学ぶ表計算 : 初歩から実用まで 森夏節, 常見ひろこ著 007.63/Mo45
デザイナーズテキストInDesign CS6 日本パソコンスクール協会著 021.49/N71
世界の夢の本屋さん 024/E44/3
愉悦の蒐集ヴンダーカンマーの謎 小宮正安著 069.023/Ko65
ローマ建国以来の歴史 : 西洋古典叢書 リウィウス [著] ; 毛利晶訳 080/Ky6/4

書　　名 編著者名 請求記号
最新心理学事典 内田伸子, 繁桝算男, 杉山憲司責任編集委員 140.3/H51
アイデンティティの発達 : 青年期から成人期 J.クロガー著 ; 榎本博明編訳 143/Kr6
認知症と回想法 黒川由紀子著 146.8/Ku74
ブリーフセラピーの技法を越えて イブ・リプチック著 146.8/L67
コラージュ療法実践の手引き : その起源からアセスメントまで 森谷寛之著 146.8/Mo67
家族のための心理援助 中釜洋子著 146.8/N32
行動分析 大河内浩人, 武藤崇編著 146.8/O53
多面的援助アプローチと臨床の知恵 田嶌誠一著 146.8/Ta26
対人援助のためのアートセラピー 山上榮子, 山根蕗著 146.8/Y21
子どもと大人の心の架け橋 : 心理療法の原則と過程 村瀬嘉代子著 146.82/Mu57
日本版TSCC(子ども用トラウマ症状チェックリスト)の手引き 西澤哲, 山本知加著 146.82/N87
愛着と愛着障害 : 理論と証拠にもとづいた理解・臨床・介入のためのガイドブック ビビアン・プライア, ダーニヤ・グレイサー著 146.82/P93
臨床実践としてのコミュニティ・アプローチ 窪田由紀著 146/Ku14

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）

 １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
越境者の世界史 : 奴隷・移住者・混血者 弘末雅士編 204/H73
新國史大年表　９ 日置英剛編 210.032/H62/9
町屋と町並み : 日本史リブレット35 伊藤毅著 210.08/Y27/35
新安保体制下の日米関係 : 日本史リブレット67 佐々木隆爾著 210.08/Y27/67
岡藩城下町400年祭記念誌 219.5/O38
15のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ史 堀越宏一, 甚野尚志編著 230.4/H89
王権とその支配 ハンス・K・シュルツェ著 ; 小倉欣一, 河野淳訳 230.4/Sc8
ハプスブルク史研究入門 : 歴史のラビリンスへの招待 大津留厚 [ほか] 編 234.6/O89
イブン・ジュバイルとイブン・バットゥータ : 世界史リブレット人28 家島彦一著 289.08/Se22/28
ピョートル大帝 : 西欧に憑かれたツァーリ : 世界史リブレット人57 土肥恒之著 289.08/Se22/57
どがんね : 古賀常次郎詳伝 佐保圭著 289.1/Ko24
ローズ・ベルタン : マリー=アントワネットのモード大臣 ミシェル・サポリ著 ; 北浦春香訳 289.3/Sa68
島々の日本 日本離島センター編集 291/N71

書　　名 編著者名 請求記号
クロアチアを知るための60章 柴宜弘, 石田信一編著 302.3935/Sh15
ニュースがわかる世界各国ハンドブック 世界各国ハンドブック編集委員会編 302/Se22
EU(欧州連合)を知るための63章 羽場久美子編著 329.37/H11
はじめてのマルクス 鎌倉孝夫, 佐藤優著 331.6/Ka31
成功する海外ボランティア21のケース 「地球の歩き方」編集室(海外ボランティアデスク)著作編集 333.8/C44
新しい道を創る : 働く×学ぶ×参加する : 国際協力ガイド　2015 国際開発ジャーナル社編集部編 333.8/Ko51/2015
やっぱり見た目が9割 竹内一郎著 361.45/Ta67
解決志向介護コミュニケーション : 短期療法で家族を変える 長谷川啓三編著 369.26/H36
クロネコの恩返し 日経BPビジョナリー経営研究所編 369.31/N73
子ども相談・資源活用のワザ : 児童福祉と家族支援のための心理臨床 衣斐哲臣著 369.4/I11
教育と教師のフロンティア 伊藤良高, 中谷彪編 370/I89
教育の歴史と思想 石村華代, 軽部勝一郎編著 371.2/I78
よくわかる教育社会学 酒井朗, 多賀太, 中村高康編著 371.3/Sa29
自分をまもる本 ローズマリー・ストーンズ著 ; 小島希里訳 371.4/St7
道徳教育への招待 押谷由夫, 内藤俊史編著 371.6/O78
道徳教育の視点 佐野安仁, 荒木紀幸編著 ; 加賀裕郎 [ほか] 著 371.6/Sa66
よくわかる教育原理 汐見稔幸 [ほか] 編著 371/Sh74
突破する教育 : 世界の現場から、日本へのヒント 池上彰, 増田ユリヤ著 372/I33
なぜかクラスがうまくいく教師のちょっとした習慣 俵原正仁著 374.12/Ta97
教師の資質 : できる教師とダメ教師は何が違うのか? 諸富祥彦著 374.3/Mo77
指導者の「指導者」が教える先生の力を最大限に引き出すメソッド 中竹竜二著 374.3/N43
教師の専門的力量と教育実践の課題 日本教育方法学会編 374.3/N71
教職入門 : 教師を目指す人、教師として生きようとする人たちへ 田中吉兵衛著 374.3/Ta84
なぜ、あの先生は誰からも許されるのか? 吉田和夫著 374.3/Y86
フレッシュ先生のための「はじめて事典」 木村重夫編 374.35/Ki39
なぜあの教師は保護者を怒らせるのか 関根真一著 374.6/Se36
中学校を「荒れ」から立て直す! 長谷川博之著 375.1/H36
授業がうまい教師のすごいコミュニケーション術 菊池省三著 375.1/Ki21
学習者とともに取り組む授業改善 松田稔樹, 星野敦子, 波多野和彦著 375.1/Ma74
教師を目指す人のための教育方法・技術論 小野賢太郎 [ほか] 編著 375.1/O67
プロの教師のすごいほめ方・叱り方 佐藤幸司著 375.1/Se85
よくわかる授業論 田中耕治編 375.1/Ta84
特別活動と人間形成 山口満, 安井一郎編著 375.18/Y24
よくわかる教育課程 田中耕治編 375/Ta84
海外の大学・大学院留学完全ガイド 2014-2015 377.6/R98/14-15
ヤノマミ 国分拓著 382.62/Ko45
社会人類学年報 東京都立大学社会人類学会編 389/To75/39

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）



書　　名 編著者名 請求記号
気が遠くなる未来の宇宙のはなし 佐藤勝彦著 443.9/Sa85
おおいたの温泉の顔2013 : あなたの町の温泉はどんな顔? ピースカンパニー編集 453.9/P68
水族館の歴史 : 海が室内にやってきた ベアント・ブルンナー著 ; 山川純子訳 480.76/B78
世界の美しい飛んでいる鳥 488/E44
PTSDとトラウマのすべてがわかる本 飛鳥井望監修 493.74/A93
正しく知る心的外傷・PTSD : 正しい理解でつながりを取り戻す 水島広子著 493.74/Mi96
セラピスト・マニュアル ゲアリィ・エメリィ著 ; 吉岡千波 [ほか] 訳 493.764/E52
緩和ケアと時間 : 私の考える精神腫瘍学 小森康永著 494.5/Ko67
一生痛まない強い腰をつくる 金岡恒治著 494.7/Ka54
心の専門家が出会う法律 : 臨床実践のために 津川律子, 元永拓郎編 498.12/Ts38
食べる? : 食品セシウム測定データ745 ちだい著 498.54/C42

書　　名 編著者名 請求記号
500プロダクトデザイン傑作集 501.8/F12
自宅ではじめるモノづくり超入門 : 3DプリンタとAutodesk 123D Designによる新しい自宅製造業のはじめ方 水野操著 501.8/Mi96
実践Fabプロジェクトノート Fabの本制作委員会著 504/F11
Fab : パーソナルコンピュータからパーソナルファブリケーションへ ニール・ガーシェンフェルド著 ; 糸川洋訳 504/G36
High Line : アート、市民、ボランティアが立ち上がるニューヨーク流都市再生の物語 ジョシュア・デイヴィッド, ロバート・ハモンド著 518.8/D46
耐震補強マニュアル アムハード小西株式会社, 木構造建築研究所田原 [編] 524.91/A45
電車をデザインする仕事 : 「ななつ星in九州」のデザイナー水戸岡鋭治の流儀 水戸岡鋭治著 536/Mi62
フェイスブック情報セキュリティと使用ルール 守屋英一著 547.48/Mo72
デザイナーズテキストFlash CS6 日本パソコンスクール協会著 547.48/N71
3Dプリンタではじめるデジタルモノづくり : わかる使う作る 門田和雄著 548.25/Ka14
僕らの未来を変えるマシン「3Dプリンタ」 : 知る編 神田沙織, 渋谷ラボ著 548.25/Ka51/1
僕らの未来を変えるマシン「3Dプリンタ」 : 使う編 神田沙織, 渋谷ラボ著 548.25/Ka51/2
3Dプリンター完全マスター 日経トレンディ編集部編 548.25/N73
実践ロボットプログラミング 藤吉弘亘 [ほか] 著 548.3/F68

書　　名 編著者名 請求記号
成長から成熟へ 天野祐吉著 674.04/A43
コピー年鑑 東京コピーライターズクラブ編集 674.3/To46/2013
年鑑日本のパッケージデザイン 日本パッケージデザイン協会編集 675.18/N71/2013
パッケージデザインの教科書 日経デザイン編 675.18/N73
ずっと受けたかったAndroid業務アプリ開発の新人研修 大森久美子, 西原琢夫著 694.6/O63
覚えないで作るAndroid業務アプリ即席組み立てキット 高木佑介著 694.6/Ta36
よくわかるAndroidアプリ開発の教科書 高見知英著 694.6/Ta43

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）

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）

 

 
or  

 

 



書　　名 編著者名 請求記号
教員作品展 : 金沢美術工芸大学 2010-2012 706.9/Ka48/10-12

感じる文学 : 動く・触る・薫る : 平成23年度島瀬美術センター企画展 森山朋絵,安斎昌幸編 706.9/Sa81
三つの白 : 瀬戸内国際芸術祭2013 : 沙弥島アートプロジェクト 戸矢崎満雄 [ほか] 編集 706.9/To79
江汉大学现代艺术学院毕业设计作品集 : 2010届 707/Ko41/2010
毕业创作作品集 : 2010届江汉大学现代艺术学院 江汉大学现代艺术学院 707/Ko41/2010
沖縄県立芸術大学美術工芸学部大学院造形芸術研究科卒業・修了作品図録 2013 沖縄県立芸術大学図録委員会編 707/O52/2013
ユネスコ世界遺産年報 2014 日本ユネスコ協会連盟編 709/N71/2014
石田徹也ノート 石田徹也著 723.1/I72
寺田政明 : 生誕100年 山下理恵編 723.1/Te43
新ポーズカタログ 4 : 壁を使ったポーズ編 マール社編集部編 724.5/Ma57/4
ヒグチユウコ作品集 ヒグチユウコ著 726.5/H56
家[ラブ]族(イエ・ラブ・ゾク) 7 748/E64/7
写真家石元泰博 : 時代を超える静かなまなざし 鳥羽都子 [ほか]編 748/I78
超リアル食品サンプルのつくりかた 食品サンプル研究会著 751.9/Sh96
名物裂事典 鈴木一著 753.3/Su96
熊井恭子の仕事 : テキスタイルアートの世界 熊井恭子著 753/Ku33
ペーパー・ワークス ウノサワケイスケ [著] 754.9/U77
Good design company水野学 757/Mi96
ウィーン楽友協会二〇〇年の輝き オットー・ビーバ, イングリード・フックス著 760.6/B41
バッハ様式によるコラール技法 : 課題集と60の範例付き 小鍛冶邦隆, 林達也, 山口博史著 761.8/Ko41
アインシュタインとヴァイオリン : 音楽のなかの科学 西原稔, 安生健著 762/N82
知って得するエディション講座 吉成順著 763.2/Y92
フルート奏者ならだれでも知っておきたい「からだ」のこと リー・ピアソン著 ; 天野奈緒美訳 763.72/P31
創立50周年記念誌 : 大分県吹奏楽連盟 大分県吹奏楽連盟創立50周年記念事業実行委員会編 764.6/O34
体が生まれ変わる「ローカル筋」トレーニング 金岡恒治, 小泉圭介共著 780.7/Ka54
スポーツ・インテリジェンス : オリンピックの勝敗は情報戦で決まる 和久貴洋著 780/W35
体育会力 : 自立した「個」を育てる 礒繁雄著 782.3/I85

書　　名 編著者名 請求記号
雑談力が上がる話し方 : 30秒でうちとける会話のルール 齋藤孝著 809.2/Sa25
できる大人のモノの言い方大全 1・2 話題の達人倶楽部編 809.2/W12/1・2
 Vocabolario napoletano-italiano, italiano-napoletano : con nozioni di metrica e rimario　 Antonio Salzano 873/Sa56

８．言  語

７．美術・音楽・伝統芸能、映画、テレビ、アニメ、スポーツなど

「Vocabolario napoletano-italiano, italiano-napoletano : con 

nozioni di metrica e rimario」 はイタリア語→ナポリ語、ナポリ語

→イタリア語の辞書です。音楽科の卒業生が、歌詞を調べる際に

ナポリ語に非常に困った経験があり、ぜひ後輩の勉強に役立て

てほしいと寄贈してくださいました。 

第150回芥川賞・直木賞受賞作も入りました！ 

芥川賞 

『穴』小山田浩子 

直木賞 

『恋歌』朝井まかて 

『昭和の犬』姫野カオルコ 

『江汉大学现代艺术学院毕业设计作

品集』『毕业创作作品集 : 2010届江汉

大学现代艺术学院』は江漢大学現代

芸術学院と江漢大学芸術学院の2010

年卒業生の卒業作品集です。 



書　　名 編著者名 請求記号
鴻宝集 : 歌帖六十五周年記念合同歌集 山本和可子編著 911.16/Y31
恋歌 朝井まかて著 913.6/A83
ひなこまち 畠中恵著 913.6/H41
たぶんねこ 畠中恵著 913.6/H41
昭和の犬 : Perspective kid 姫野カオルコ著 913.6/H59
幸福な生活 百田尚樹著 913.6/H99
天才までの距離 門井慶喜著 913.6/Ka14
玉村警部補の災難 海堂尊著 913.6/Ka21
ここから始まる物語　２ 緑川聖司 [著] 913.6/Mi14/2
天使の柩 村山由佳著 913.6/Mu62
華胥の幽夢 (ゆめ) 小野不由美著 913.6/O67
箱庭図書館 乙一著 913.6/O87
穴 小山田浩子著 913.6/O95
こんにちは、ディケンズ先生 船場弘章著 913.6/Se57
はなとゆめ 冲方丁著 913.6/U13
蚊がいる 穂村弘著 914.6/H83
ミネルヴァのふくろうと明日の日本 近藤誠一著 ; 千住博[ほか画] 914.6/Ko73
心の手紙を届けたい。 : Kyoto Kakimoto恋文大賞感動入選作品集 「恋文大賞」編集委員会編 914.68/Ko28
ジェイン・オースティンの読書会 カレン・ジョイ・ファウラー著 ; 中野康司訳 933.7/F42
マジック・フォー・ビギナーズ ケリー・リンク著 ; 柴田元幸訳 933.7/L64
インフェルノ 上・下 ダン・ブラウン著 ; 越前敏弥訳 933/B77/上・下
バスカヴィル家の犬 : シャーロック・ホームズ全集5 アーサー・コナン・ドイル著 933/D89/5
恐怖の谷 : シャーロック・ホームズ全集7 アーサー・コナン・ドイル著 933/D89/7
ヤンソンとムーミンのアトリエ 木之下晃著 949.8/J23

書　　名 編著者名 請求記号
Microsoft Word 2010 : MOS攻略問題集 佐藤薫著 007.6/Mi13
Microsoft Excel 2010 : MOS攻略問題集 土岐順子著 007.6/Mi13
観光英語検定試験1級解説書 全国語学ビジネス観光教育協会編 689.6/Z3
観光英語検定試験2級解説書 全国語学ビジネス観光教育協会編 689.6/Z3
観光英語検定試験3級解説書 全国語学ビジネス観光教育協会編 689.6/Z3
観光英語検定試験 : 過去問徹底解析3級・2級 全国語学ビジネス観光教育協会編 689.6/Z3
English for Tourism Grade2 = 観光英検用テキストブック2級 THE NATIONAL ASSOCIATION OF LANGUAGE, BUSINESS AND TOURISM EDUCATION 689.6/Z3
English for Tourism Grade3 = 観光英検用テキストブック3級 THE NATIONAL ASSOCIATION OF LANGUAGE, BUSINESS AND TOURISM EDUCATION 689.6/Z3
観光英検3級の過去問題　第23回～25回 全国語学ビジネス観光教育協会観光英検センター編 ; 山口百々男監修 689.6/Z3/第23回～25回

観光英検2級の過去問題　第23回～25回 全国語学ビジネス観光教育協会観光英検センター編 ; 山口百々男監修 689.6/Z3/第23回～25回

青年海外協力隊員になるには : なるにはBooks 横山和子著 333.8/Y79
NPO法人で働く : なるにはBooks 小堂敏郎著 335.89/Ko21
働くための「話す・聞く」 : コミュニケーション力って何? : なるにはBooks 上田晶美著 336.49/U32
絵本作家になるには : なるにはBooks 小野明, 柴田こずえ著 726.6/O67

資格・検定コーナー

９．文  学

 

 

 

 

 


