
請求記号 書名 著者名 出版年 出版社

312.1//F62 民主党政権論 藤本 一美 2012.8 学文社

316.822//O66 中国の少数民族問題と経済格差 大西 広 2012.9 京都大学学術出版会

319.1022//I21 岐路に立つ日中関係 : 過去との対話・未来への模索 家近 亮子 2012.6 晃洋書房

331//Ke29//4 ゲーム理論の基礎 川又 邦雄 2012.6 培風館

332.22//O28 変貌する中国経済と日系企業の役割 大橋 英夫 2012.7 勁草書房

334.7//Ma43 資源と環境の経済学 : ケーススタディで学ぶ 馬奈木 俊介 2012.1 昭和堂

335.4//Ko12 ホンダイノベーションの神髄 小林 三郎 2012.7 日経BP社

335.5//I21 多国籍企業と国際生産 : 概念・理論・影響 Ietto-Gillies Grazia 2012.7 同文舘出版

335.89//To55 市民ベンチャーNPOの底力 : まちを変えた「ぽんぽこ」の挑戦 富永 一夫 2012.1 水曜社

336.4//L51 サムスンの戦略人事 : 知られざる競争力の真実 李 炳夏 2012.8 日本経済新聞出版社

339.1//A15//2 経済リスクと確率論 黒田 耕嗣 2011.3 日本評論社

339.1//A15//3 年金数理 田中 周二 2011.12 日本評論社

342.1//F72 財政破綻は回避できるか 深尾 光洋 2012.7 日本経済新聞出版社

361.453//Ta84 メディア文化とジェンダーの政治学 : 第三波フェミニズムの視点から 田中 東子 2012.7 世界思想社

361 7//I73 「東京 に出る若者たち 仕事 社会関係 地域間格差 石黒 格 2012 9 ミネルヴ 書房

ミニ展示「学生選書2012 学生が選んだおすすめ本75冊」

11月6日から17日までの期間、学生自身が図書館で購入する本を選べる「学生選書2012」を行いました。選書方法は、図書館事務室内に特設された
専用書架から直接手にとって、最大5冊まで本を選べるというもの。この企画に参加してくれた学生は15名。厳選に厳選を重ねた図書は75冊に及びました。
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361.7//I73 「東京」に出る若者たち : 仕事・社会関係・地域間格差 石黒 格 2012.9 ミネルヴァ書房

364.6//Su96 年金問題は解決できる! : 積立方式移行による抜本改革 鈴木 亘 2012.8 日本経済新聞出版社

367.68//Ma88 ギャルと不思議ちゃん論 : 女の子たちの三十年戦争 松谷 創一郎 2012.9 原書房

367.9//Se45 セクシュアルマイノリティ : 同性愛、性同一性障害、インターセックスの当事者が語る人間の多様な性
セクシュアルマイノリティ
教職員ネットワーク

2012.9 明石書店

368.2//Su96 ホームレス障害者 : 彼らを路上に追いやるもの 鈴木 文治 2012.9 日本評論社

369.15//B85 赤十字標章の歴史 : "人道のシンボル"をめぐる国家の攻防 Bugnion Fran?ois 2012.9 東信堂

369.7//A47 ボランティア (ぼらんてぃあ) まるごとガイド : 参加のしかた・活動のすべて 安藤 雄太 2012.7 ミネルヴァ書房

371.42//Mi97 夜回り先生いじめを断つ 水谷 修 2012.1 日本評論社

377.9//O77 大学就職部にできること 大島 真夫 2012.7 勁草書房

410.7//H94 算数・数学の迷い路 : ことばと論理をめぐる20章 細井 勉 2011.6 日本評論社

410.79//W76//2 とっておきの数学パズル Winkler Peter 2011.7- 日本評論社

410//F73 ラマヌジャンの遺した関数 Fuks D. B 2012.7 岩波書店

410//O37 身近な数学の記号たち 岡部 恒治 2012.8 オーム社

412//Y86 素数夜曲 : 女王陛下のLISP 吉田 武 2012.6 東海大学出版会

464.26//W12 コラーゲンとゼラチンの科学 : 食品に活かして楽しむ 和田 正汎 2011.3 建帛社
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464//H38 生体有機化学 橋本 祐一 2012.1 東京化学同人

469.2//R52 人類の進化大図鑑 Roberts Alice 2012.9 河出書房新社

490.15//Ko61 医療倫理の扉 : 生と死をめぐって 小松 奈美子 2012.1 北樹出版

490.15//Su18 死体は見世物か : 「人体の不思議展」をめぐって 末永 恵子 2012.8 大月書店

491.371//Ta59 脳はいかにして言語を生みだすか 武田 暁 2012.9 講談社

493.157//H84 食中毒学入門 : 予防のための正しい知識 本田 武司 2012.7 大阪大学出版会

494.5//Mi27 がんサバイバー : 医学・心理・社会的アプローチでがん治療を結いなおす Miller Kenneth D. 2012.6 医学書院

498.5//N77 栄養と健康 日本フードスペシャリスト協会 2010.2 建帛社

498.55//Sh18 ビタミンの新栄養学 柴田 克己 2012.7 講談社

498.58//N37 臨床栄養学実習 : フローチャートで学ぶ臨床栄養管理 中村 富予 2011.4 建帛社

498.583//Mu32 ビジュアル治療食300 : 栄養成分別・病態別栄養食事療法 : カラー版 宗像 伸子 2012.9 医歯薬出版

498.59//Ma92 全施設における臨地実習マニュアル : 給食経営管理・給食の運営 松崎 政三 2010.3 建帛社

498.59//Su96 栄養・食事管理のための施設別給食献立集 鈴木 久乃 2010.3 建帛社

499.091//Y31 薬事関係法規演習 山本 いづみ 2012.4 京都廣川書店

499.1//Ku78 違いがわかる!同種・同効薬 黒山政一 2010.1 南江堂

499.6//Te43 パートナー薬剤学 寺田 勝英 2012.4 南江堂

499//Sa32 ポイント薬学計算 : 考え方から解き方まで 坂本 正徳 2011.7 廣川書店

612.1//Ta93 農業・食料問題入門 田代 洋一 2012.9 大月書店

675.0253//Ko27 アメリカ・マーケティングの生成 小原 博 2012.9 中央経済社

675//Ki77 戦略としてのブランド : 「コンセプト」×「オペレーション」×「組織」でつくる成功の方程式 鬼頭 孝幸 2012 1 東洋経済新報社
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675//Ki77 戦略としてのブランド : 「コンセプト」×「オペレーション」×「組織」でつくる成功の方程式 鬼頭 孝幸 2012.1 東洋経済新報社

686.1//F76 鉄道は生き残れるか : 「鉄道復権」の幻想 福井 義高 2012.8 中央経済社

689//Y32 観光地理学 : 観光地域の形成と課題 山村 順次 2012.1 同文舘出版

804//N81 新「ことば」の課外授業 西江 雅之 2012.8 白水社

811.14//Ma81 日本語アクセント入門 松森 晶子 2012.9 三省堂

910.268//I74 村上春樹の読みかた 石原 千秋 2012.7 平凡社

913.6//I89 屍者の帝国 伊藤 計劃 2012.8 河出書房新社

913.6//Ta84 共喰い 田中 慎弥 2012.1 集英社

913.6//Ts44 鍵のない夢を見る 辻村 深月 2012.5 文藝春秋

913.6//U13 光圀伝 冲方 丁 2012.8 角川書店

914.6//Mi67 お友だちからお願いします 三浦 しをん 2012.8 大和書房

916//Ku62 視覚障碍をもって生きる : できることはやる、できないことはたすけあう 栗川 治 2012.7 明石書店

932.5//N77 シェイクスピアと演劇文化 : 日本シェイクスピア協会創立五〇周年記念論集 日本シェイクスピア協会 2012.8 研究社

007.3//R72 毒になるテクノロジー Rosen Larry D. 2012.9 東洋経済新報社

007.3//U53 情報法 = Information law 宇賀 克也 2012.9 有斐閣
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007.64//Ma13 世界でもっとも強力な9のアルゴリズム MacCormick John 2012.7 日経BP社

023//H48 EPUB3電子書籍制作の教科書 林 拓也 2012.1 技術評論社

113//N49//1 生きるとは 直江 清隆 2012.7 岩波書店

140//Ta98 基礎心理学入門 田山 忠行 2012.5 培風館

141.34//B14 ワーキングメモリ : 思考と行為の心理学的基盤 Baddeley Alan D. 2012.9 誠信書房

147//I76 超心理学 : 封印された超常現象の科学 石川 幹人 2012.9 紀伊国屋書店

160//H71 面白いほどよくわかる世界の宗教/宗教の世界 ひろ さちや 2012.9 春秋社

210.036//Ki39 新編史料でたどる日本史事典 木村 茂光 2012.8 東京堂出版

219.9//N48 琉球検事 : 封印された証言 七尾 和晃 2012.9 東洋経済新報社

233//G77 イギリスの歴史 : ビジュアル版 Grant R. G. 2012.11 東洋書林

780//L51 スポーツの経済学 Leeds Michael A. 2012.8 中央経済社

城西大学水田記念図書館

2012/12/10

募集時のポスターです。 →
http://libopac.josai.ac.jp/top/images/whatsnew/c20121106.pdf
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