
書　　名 編著者名 請求記号
情報探索術 関口和一著 002.7/Se27
キーワードで学ぶ最新情報トピックス : インターネットと情報機器を上手に利用するために 佐藤義弘 [ほか] 著 007.6/Sa85
いちばんやさしいアルゴリズムの本 みわよしこ著 007.64/Mi68
新メタセコイアからはじめよう! : 無料で作る3Dキャラクター 原田大輔著 007.642/H32
MikuMikuDanceでP(プロデューサー)さんと呼ばれる本 かんなP [ほか] 著 007.642/Ka57

書　　名 編著者名 請求記号
不合理 : 誰もがまぬがれない思考の罠100 スチュアート・サザーランド著 141.5/Su83
新しい芸術療法の流れクリエイティブ・アーツセラピー 関則雄編 146.8/Se24
世界の神話伝説図鑑 フィリップ・ウィルキンソン編 ; 大山晶訳 164/W73
面倒だから、しよう 渡辺和子著 198.24/W46

書　　名 編著者名 請求記号
国際関係の変動で読む未来をひらく歴史 日中韓3国共同歴史編纂委員会編 220/N71/上
テーマで読む人と交流未来をひらく歴史 日中韓3国共同歴史編纂委員会編 220/N71/下
近代朝鮮と日本 趙景達著 221.05/C52
植民地朝鮮と日本 趙景達著 221.06/C52
岩波世界人名大辞典　ア-テ 岩波書店辞典編集部編 280.33/I95/1
岩波世界人名大辞典　 ト-ン 付録・索引 岩波書店辞典編集部編 280.33/I95/2
黒田官兵衛の情報学 (インテリジェンス) 宮崎正弘著 289.1/Mi88
わたしはマララ : 教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女 マララ・ユスフザイ, クリスティーナ・ラム著 289.2/Y95

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

２ 月 の 新 着 図 書 
※ 特定コーナー以外の新着図書は、ロビーの新着図書コーナーに配架されています。 

 

 : 100  
  /  

 政策決定の誤り、日常的な判断ミス…。人はほぼ常に間違った判断を下し、愚かな行動をしている。人間が陥

りやすい誤認と錯誤を網羅した「認知バイアス」についての古典的名著 

 :  
(  , / ) 

 ”女性が教育を受ける権利”を訴え、2012年スクールバスでの下校中、武装勢力に銃撃を受けたマラ

ラ・ユサフザイの手記。わずか15歳の少女に対するこの襲撃事件は世界中で彼女の名を有名にし、日本

でも大きく報道された。しかし具体的に彼女がどういう活動をしていたのか？ 

 生い立ちからタリバン支配下での批判活動、銃撃事件を経て16歳の誕生日に国連演説を果たすまでの

マララについて、本書で知ることができる。 



書　　名 編著者名 請求記号
リベラル再生の基軸 寺島実郎著 304/Te63
ゼミナール会社法入門 岸田雅雄著 325.2/Ki57
ビジュアル株式会社の基本 柴田和史著 325.2/Sh18
EUの知識 藤井良広著 329.37/F57
マクロ経済学 = Macroeconomics 伊藤元重著 331/I89
クルーグマンマクロ経済学 ポール・クルーグマン, ロビン・ウェルス著 331/Kr8
マンキューマクロ経済学 N・グレゴリー・マンキュー著 331/Ma44/1
ゼミナール日本経済入門 三橋規宏, 内田茂男, 池田吉紀著 332.1/Mi63
よくわかる日本経済入門 塚崎公義著 332.107/Ts57
日本の経営者 日本経済新聞社編 332.8/N71
ゼミナール国際経済入門 伊藤元重著 333.6/I89
初歩からの世界経済 日本経済新聞社編 333.6/N71
国際経済学入門 浦田秀次郎著 333.6/U84
はじめて学ぶ国際経済 浦田秀次郎, 小川英治, 澤田康幸著 333.6/U84
ドラッカー経営学 藤屋伸二著 335.1/F68
ゼミナール経営学入門 伊丹敬之, 加護野忠男著 335.1/I88
経営学入門　上・下 榊原清則著 335.1/Sa31/上・下

コンプライアンスの知識 高巖著 335.15/Ta27
経営史 安部悦生著 335.2/A12
ソーシャル・ビジネス革命 : 世界の課題を解決する新たな経済システム ムハマド・ユヌス著 ; 千葉敏生訳 335.8/Y98
知識ゼロからのビジネス法務 弘兼憲史著 335/H71
会社法務入門 堀龍兒, 淵邊善彦著 335/H87
経営用語辞典 武藤泰明編 335/Mu93
ビジュアル経営の基本 武藤泰明著 335/Mu93
ビジュアルビジネスに活かす統計入門 内田学, 兼子良久, 矢野佑樹著 336.1/U14
ビジュアルIT活用の基本 内山力著 336.1/U25
ビジュアルはじめてのコーチング 市瀬博基著 336.4/I16
ビジュアル仕事がうまくいく会話スキル 野口吉昭著 336.4/N93
交渉力入門 佐久間賢著 336.4/Sa45
職場のワーク・ライフ・バランス 佐藤博樹, 武石恵美子著 336.4/Sa85
プレゼンテーションの技術 山本御稔著 336.49/Y31
ビジュアル仕事の常識&マナー 山崎紅著 336.49/Y48
報告書の書き方 安田賀計著 336.5/Y62
ビジネス文書の書き方 安田賀計著 336.5/Y62
ビジュアル経営分析の基本 佐藤裕一著 336.8/Sa85
ゼミナール現代会計入門 伊藤邦雄著 336.9/I89
財務諸表入門 佐々木秀一著 336.9/Sa75
企業経営入門 遠藤功著 336/E59
ゼミナール経営管理入門 風早正宏著 336/Ka99
ビジネス実務総論 森脇道子編著 336/Mo71
経営入門 高村寿一著 336/Ta45
新しい金融秩序 : 来たるべき巨大リスクに備える ロバート・J・シラー著 ; 田村勝省訳 338.01/Sh34
リスク : 神々への反逆 上・下 ピーター・バーンスタイン著 ; 青山護訳 338.15/B38/上・下

イエレンのFRB : 世界同時緩和の次を読む 藤井彰夫著 338.2/F57
ゼミナール現代金融入門 斎藤精一郎著 338.2/Sa25
金融緩和のもとでの国債リスク 柴崎健著 338.3/Sh17
金融政策入門 湯本雅士著 338.3/Y97
日本銀行 翁邦雄著 338.41/O52
国際金融入門 岩田規久男著 338.9/I97
通貨で読み解く世界経済 : ドル、ユーロ、人民元、そして円 小林正宏, 中林伸一著 338.9/Ko12
外国為替の知識 国際通貨研究所編 338.95/Ko51
通貨を読む : ドル・円・ユーロ・元のゆくえ 滝田洋一著 338.97/Ta73
現代の金融入門 池尾和人著 338/I34
金融入門 岩田規久男著 338/I97

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
これだけは知っておきたい「金融」の基本と常識 永野良佑著 338/N16
それでも金融はすばらしい : 人類最強の発明で世界の難問を解く。 ロバート・J.シラー著 ; 山形浩生, 守岡桜訳 338/Sh34
銀行のしくみ : イラスト図解 戸谷圭子著 338/To78
Advances in experimental social psychology edited by Leonard Berkowitz 361.4/Z1/49
片山正通教授の「好きなこと」を「仕事」にしよう 片山正通著 366.29/Ka84
好きなのにはワケがある : 宮崎アニメと思春期のこころ 岩宮恵子著 371.47/I94
よくわかる教育評価 田中耕治編 371.7/Ta84
マナーとエチケットの文化史 : 世界のあいさつと作法 ベサニー・パトリック著 ; 上原裕美子訳 385.9/P27

書　　名 編著者名 請求記号
自閉症スペクトラムとは何か : ひとの「関わり」の謎に挑む 千住淳著 493.76/Se66
あなたの身近な人が「新型うつ」かなと思ったとき読む本 倉成央著 493.764/Ku53
ストレスマネジメント入門 島悟, 佐藤恵美著 498.8/Sh35

書　　名 編著者名 請求記号
Good design award : グッドデザイン賞 2012 501.8/N71/2012
LabVIEWで学ぶ「最新」LEGO Mindstorms NXT入門 三島健太著 507.9/Mi53
世間遺産放浪記 藤田洋三著 521.6/F67
自分で作れる!おしゃれなWebサイト : WordPressで初めてでも簡単にできる 久松慎一著 547.4833/H76
速習デザインFlash CS6 : レッスン&レッツトライ形式で基本が身につく 境祐司著 547.4833/Sa29
レスポンシブWebデザイン「超」実践デザイン集中講義 山崎大助著 547.4833/Y48
京のおかず : 四季のかんたんレシピ124 村田吉弘著 596.21/Mu59

書　　名 編著者名 請求記号
わがこころの犬たち : セラピードッグを目指す被災犬たち 大木トオル著 645.6/O51
年鑑日本の空間デザイン2014 : ディスプレイ・サイン・商環境 年鑑日本の空間デザイン刊行委員会編集部会編集 673.38/R38/2014
ビジュアル流通の基本 小林隆一著 675.4/Ko12
ビジュアルマーケティングの基本 野口智雄著 675/N93
ビジュアルマーケティング戦略 野口智雄著 675/N93
貿易の知識 小峰隆夫, 村田啓子著 678/Ko64
ディズニーそうじの神様が教えてくれたこと 鎌田洋著 689.5/Ka31
ディズニーサービスの神様が教えてくれたこと 鎌田洋著 689.5/Ka31
クラウドアプリ開発 : HTML5とGoogleAppEngineの融合 末次章著 694.6/Su19

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）

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）

 :  
 /  

 会釈、会話、ジェスチャー、食事、娯楽、ビジネスの進め方など、世界中で交わされる独特のマ

ナーとエチケット―誕生の起源、作法のねらい、その背景を紹介した本。 

 
/  

 「ディズニー ありがとうの神様が教えてくれたこと  」に続く、”ディズニー神様シリーズ”。本書も

ディズニーランドを舞台に、カストーディアル・キャスト（清掃員）たちによって繰り広げられる感動

物語。 

 4つの物語を通して、仕事について問うビジネス書。 



書　　名 編著者名 請求記号
James Turrell Carmen Giménez, Nat Trotman 702.07/Tu8
コロニアリズムと文化財 : 近代日本と朝鮮から考える 荒井信一著 709.21/A62
新しい広場をつくる : 市民芸術概論綱要 平田オリザ著 709/H68
Antony Gormley : blind light Anthony Vidler, Susan Stewart, W.J.T. Mitchell 712.33/G68
海底美術館 ジェイソン・デカイレス・テイラー, ジェームズ・バクストン著 ; 内山卓則, 尾澤和幸訳 717/Ta98
J.M.W. Turner : the making of a master edited by Ian Warrell 723.33/Tu7
Max Ernst : collages : the invention of the surrealist universe Werner Spies ; translated from the German by John William Gabriel 723.34/E68
Max Ernst : a retrospective edited by Werner Spies and Sabine Rewald 723.34/E68
Max Ernst : frottages Werner Spies ; [translated from the German by Joseph M. Bernstein] 723.34/E68
Mondgeistfahrt : Moon ghost trip. L' esprit lunaire en croisière Friedrich Schröder-Sonnenstern 723.34/Sc7
Francis Picabia : accommodations of desire by Sarah Wilson 723.35/P59
Paul Delvaux Marc Rombaut ; [translated by Asti Hustvedt] 723.358/R66
Giovanni Segantini by Beat Stutzer and Roland Wäspe ; with essays by Matthias Frehner ... [et al.] 723.37/Se16
Frank Stella : the retrospective, works 1958-2012 with contributions by Claudia Bodin ... [et al.] 723.53/St3
混色パーフェクトレシピ1500 : 油彩・アクリル・水彩 ウィリアム F.パウエル著 ; 森竹訳 724.7/P87
カジュアル・外出着・浴衣など I・Choco企画編 726.1/G65/2
すゞしろ日記 山口晃画・[著] 726.1/Y24/2
18人のトップクリエーターによるIllustratorイラストレーション秘密のアイデア帳 アレフ・ゼロ編著 726.5/A68
オーブリー・ビアズリー : 世紀末の光と闇の魔術師 [オーブリー・ビアズリー画] ; 海野弘解説・監修 726.5/B31
「北欧」が、お手本。 726.5/I63/29
どぞう : さかんやさんのどぞうづくり むらおかずこ絵・文 726.6/Mu54
日本タイポグラフィ年鑑 2013 日本タイポグラフィ協会年鑑編集委員会編集 727/N71/2013
ありえないデザイン : デザイナー梅原真 梅原真著 ; 沢部ひとみ文・構成 727/U64
Tokujin Yoshioka : crystallize 吉岡徳仁著 757/Y92
名曲の暗号 : 楽譜の裏に隠された真実を暴く 佐伯茂樹著 760.4/Sa14
調律、調性および旋律・和声 761/Ki24/上
旋律・和声および律動 761/Ki24/下
ピアニスト小倉末子と東京音楽学校 : 海外が認めた日本人ピアニスト第一号 津上智実, 橋本久美子, 大角欣矢著 762.1/O26
能はこんなに面白い! 観世清和, 内田樹著 773/Ka59
ゴジラで負けてスパイダーマンで勝つ : わがソニー・ピクチャーズ再生記 野副正行著 778/N98

書　　名 編著者名 請求記号

知的文章とプレゼンテーション : 日本語の場合、英語の場合 黒木登志夫著 816.5/Ku75

書　　名 編著者名 請求記号
竹取物語 : ひかりナビで読む 大塚ひかり著 913.31/O88
ゆんでめて 畠中恵著 913.6/H41
晴れた日は図書館へいこう 緑川聖司 [著] 913.6/Mi14/1
栞子さんと繋がりの時 三上延 [著] 913.6/Mi21/5
舞台 西加奈子著 913.6/N81

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



書　　名 編著者名 請求記号
大分県の教職・一般教養過去問 2015 協同教育研究会編 373.7/Ky2/2015
大分県の音楽科過去問 2015 協同教育研究会編 373.7/Ky2/2015
くわしく学ぶ世界遺産300 : 世界遺産検定2級公式テキスト 世界遺産検定事務局著 709/Se22
はじめて学ぶ世界遺産100 : 世界遺産検定3級公式テキスト 世界遺産検定事務局著 709/Se22
朝日キーワード 2015 朝日新聞社編 813.7/A82/2015
新HSK公式過去問題集3級 : 中国語能力認定試験 国家漢弁, 孔子学院総部編 ; ULAB株式会社訳 820.7/Ko43/2013
新HSK公式過去問題集2級 : 中国語能力認定試験 国家漢弁・孔子学院総部編 ; ULAB株式会社訳 820.7/Ko43/2013
新HSK公式過去問題集1級 : 中国語能力認定試験 国家漢弁・孔子学院総部編 ; ULAB株式会社訳 820.7/Ko43/2013
新HSK公式過去問題集4級 : 中国語能力認定試験 国家漢弁, 孔子学院総部編 ; ULAB株式会社訳 820.7/Ko43/2013
合格奪取!中国語検定トレーニングブック : 3級筆記問題編 戴暁旬著 820.7/Ta21
合格奪取!中国語検定トレーニングブック :  3級リスニング問題編戴暁旬著 820.7/Ta21
合格奪取!中国語検定トレーニングブック : 4級 戴暁旬著 820.7/Ta21
合格奪取!中国語検定トレーニングブック : 準4級 戴暁旬著 820.7/Ta21

書　　名 編著者名 請求記号
日田が関わることども 児玉圀昭著 219.5/Ko18
浜脇 = HAMAWAKI 藤田洋三 748/F67

書　　名 編著者名 請求記号
観光の新しい潮流と地域 原田順子, 十代田朗編著 689.4/H32
復興ツーリズム : 観光学からのメッセージ 総合観光学会編 689.4/So28
観光経験の人類学 : みやげものとガイドの「ものがたり」をめぐって 橋本和也著 689/H38
エコツーリズムを学ぶ人のために 真板昭夫, 石森秀三, 海津ゆりえ編 689/Ma31
地域からのエコツーリズム : 観光・交流による持続可能な地域づくり 敷田麻実編著 ; 森重昌之, 高木晴光, 宮本英樹著 689/Sh34
フラガール3.11 : つながる絆 清水一利著 689/Sh49
観光学キーワード 山下晋司編 689/Y44

資格・検定コーナー（第２閲覧室）

郷土資料コーナー（第２閲覧室）

指定書コーナー（第２閲覧室）
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 ぜびご活用ください！ 


