
2013/6/21
請求記号順 書名 著者名 出版年 出版社

007.634//D44 Windows 8全操作Bible : やりたいことがすぐわかる 伊達 一斗 2013.5 技術評論社

281.033//H41 日本近現代人物履歴事典 秦 郁彦 2013.4 東京大学出版会

288.4935//B21 ヴェルサイユの女たち : 愛と欲望の歴史 Baraton Alain 2013.3 原書房

302.22//N77 習近平に中国は変えられるか : 「超大国」への狭き道 日本経済新聞社 2013.5 日本経済新聞出版社

319.8//R81 殺す理由 : なぜアメリカ人は戦争を選ぶのか Rubenstein Richard E. 2013.4 紀伊國屋書店

331.42//Ta84 アダム・スミスの認識論管見 田中 正司 2013.3 社会評論社

335.1//To86 はじめての経営学 東洋経済新報社 2013.5 東洋経済新報社

336.1//Mo83 グローバル経営戦略 元橋 一之 2013.3 東京大学出版会

336.3//F47
トータル・リーダーシップ : 世界最強ビジネススクール
: ウォートン校流「人生を変える授業」

Friedman Stewart D. 2013.4 講談社

5月27日から6月8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2013」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17名。厳選に厳選を重ねた図書は77冊に及びました。

ミニ展示「学生選書2013 学生が選んだおすすめ本77冊」

: ウォ トン校流「人生を変える授業」

361.9//O71 OECD幸福度白書 : より良い暮らし指標 : 生活向上と社会進歩の国際比較
Organisation for Economic
 Co-operation and Development

2012.12 明石書店

367.2//Mi67 ジェンダーと「自由」 : 理論、リベラリズム、クィア 三浦 玲一 2013.3 彩流社

369.31//Mi91 3.11以後を生きるヒント : 普段着の市民による「支縁の思考」 三好 亜矢子 2012.11 新評論

369.7//Mo55 ボランティアの今を考える : 主体的なかかわりとつながりを目指して 守本 友美 2013.5 ミネルヴァ書房

377.04//Se83//2 大衆化する大学 : 学生の多様化をどうみるか 濱中 淳子 2013.4 岩波書店

377.9//U74 大学生の学びとキャリア : 入学前から卒業後までの継続調査の分析 梅崎 修 2013.4 法政大学出版局

383.81//H42 ファッションフード、あります。 : はやりの食べ物クロニクル1970-2010 畑中 三応子 2013.3 紀伊國屋書店

383.81//Ku33 日本の食の近未来 熊倉 功夫 2013.3 思文閣出版

401//I97 パラドックスの科学論 : 科学的推論と発見はいかになされるか 井山 弘幸 2013.3 新曜社

410.96//Sh49 記号論理学講義 : 基礎理論・束論と圏論・知識論 清水 義夫 2013.3 東京大学出版会

411.3//I17 意味がわかる線形代数 一楽 重雄 2013.3 日本評論社

413.3//Y86 ニュートンとライプニッツの微分積分 : 離散と連続から考える 吉田 信夫 2013.2 技術評論社

413.5//Ku74 リーマン予想の探求 : ABCからZまで 黒川 信重 2012.12 技術評論社

413.5//Ku74 リーマン予想の先へ : 深リーマン予想--DRH 黒川 信重 2013.4 東京図書

413.59//O62 フーリエ・ラプラス解析の基礎 大宮 眞弓 2013.3 森北出版

421.3//Sh81 量子という謎 : 量子力学の哲学入門 白井 仁人 2012.12 勁草書房

430//Ka96 大学生の化学 : Introduction 河野 博之 2013.3 培風館
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431.11//C31 世界で一番楽しい元素図鑑 Challoner Jack 2013.2 エクスナレッジ

431.9//N71 高分子分析 日本分析化学会 2013.1 丸善出版

432.1//N87 失敗から安全を学ぶ化学実験の心得 西脇 永敏 2013.2 化学同人

451.85//G63 気候変動 : インフォグラフィクス Gonstalla Esther 2013.5 岩波書店

468//B32 生態学 : 個体から生態系へ Begon Michael 2013.3 京都大学学術出版会

490.9//A88 Dr.浅岡の本当にわかる漢方薬 浅岡 俊之 2013.4 羊土社

490.9//Ki61 好きになる漢方医学 : 患者中心の全人的医療を目指して 喜多 敏明 2013.2 講談社

491.349//I72 ホルモンハンター : アドレナリンの発見 石田 三雄 2012.12 京都大学学術出版会

491.358//Y23 AGEsと老化 : 糖化制御からみたウェルエイジング 山岸 昌一 2013.1 メディカルレビュー社

491.5//L96 カラー図解これならわかる薬理学 Lullmann Heinz 2012.1
メディカル・サイエンス
・インターナショナル

491.7//Ta84 科学と表象 : 「病原菌」の歴史 田中 祐理子 2013.3 名古屋大学出版会

493.195//O97 放射線の科学 : 生体影響および防御と除去 小沢 俊彦 2012.11 東京化学同人

493.8//Ka86 人類と感染症の歴史 : 未知なる恐怖を超えて 加藤 茂孝 2013.3 丸善出版

494.8//Y15 毛髪の科学と診断 八木原 陽一 2012.11 薬事日報社

498.16//Ta64 ボランティアへのまなざし : 病院ボランティア組織の展開可能性 竹中 健 2013.3 晃洋書房

498.58//I27
栄養管理手技マニュアル : NST加算対応
 : 回診 経腸栄養 輸液管理 摂食・嚥下障害のケアが1冊でわかる!

飯島 正平 2013.2 メディカ出版

498.58//Sh49 はじめての臨床栄養英語 清水 雅子 2013.3 講談社498.58//Sh49 はじめての臨床栄養英語 清水 雅子 2013.3 講談社

499.09//Me14//2 新人MRマニュアル MRの未来を考える会 2012.11 SCICUS

499.87//Sa83 薬草の科学 佐竹 元吉 2013.2 日刊工業新聞社

576.72//G27 世界の香水 : 神話になった65の名作 : フォトグラフィー Gauthier Marie Benedicte 2013.2 原書房

588//Ta87 食品加工学と実習・実験 谷口 亜樹子 2013.3 光生館

673.98//Si6 お望みなのは、コーヒーですか? : スターバックスからアメリカを知る Simon Bryant 2013.4 岩波書店

678.21//I97 日本・モンゴルEPAの研究 : 鉱物資源大国モンゴルの現状と課題 岩田 伸人 2013.3 文眞堂

689.5//W46
ディズニーこころをつかむ9つの秘密
 : 97%のリピーター率をうみ出すマーケティング

渡辺 喜一郎 2013.5 ダイヤモンド社

704//G59 科学と美術 郷右近 歩 2013.1 ナカニシヤ出版

768.028//Ts83 人物でたどるおもしろ日本音楽史 釣谷 真弓 2013.3 東京堂出版

768.2//E59 雅楽を知る事典 遠藤 徹 2013.3 東京堂出版

773//A43 世阿弥 : 神と修羅と恋 天野 文雄 2013.3 角川学芸出版

774//Ka98 歌舞伎 河竹 登志夫 2013.4 東京大学出版会

913.434//Y44 『平家物語』入門 : 琵琶法師の「平家」を読む 山下 宏明 2012.11 笠間書院

913.6//A71 旅猫リポート 有川 浩 2012.11 文藝春秋

913.6//A81//1 一路．上 浅田 次郎 2013.2 中央公論新社

913.6//A81//2 一路．下 浅田 次郎 2013.2 中央公論新社

913.6//H55 夢幻花 東野 圭吾 2013.5 PHP研究所

913.6//H55 私の嫌いな探偵 東川 篤哉 2013.3 光文社// 私の嫌 な探偵 東川 篤哉 光文社
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913.6//H84 ブルーマーダー 誉田 哲也 2012.11 光文社

913.6//H99 夢を売る男 百田 尚樹 2013.2 太田出版

913.6//I68 残り全部バケーション 伊坂 幸太郎 2012.12 集英社

913.6//Ka21 輝天炎上 海堂 尊 2013.1 角川書店

913.6//Ka37 イノセントブルー : 記憶の旅人 神永 学 2013.1 集英社

913.6//Ko75 晩夏 今野 敏 2013.2 角川春樹事務所

913.6//Ko75 欠落 今野 敏 2013.1 講談社

913.6//Ku72 abさんご 黒田 夏子 2013.1 文藝春秋

913.6//Ma98 黙示 真山 仁 2013.2 新潮社

913.6//Mi71 桜ほうさら 宮部 みゆき 2013.3 PHP研究所

913.6//Mu43 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 村上 春樹 2013.4 文藝春秋

913.6//O54 沈黙の町で 奥田 英朗 2013.2 朝日新聞出版

913.6//Sh66 ブラックボックス 篠田 節子 2013.1 朝日新聞出版

913.6//Sh69 ローカル線で行こう! 真保 裕一 2013.2 講談社

913.6//Y19 明日死ぬかもしれない自分、そしてあなたたち 山田 詠美 2013.2 幻冬舎

916//Sa85 患者の力 : がんに向き合う、生に向き合う 佐藤 泰子 2012.11 晃洋書房

城西大学水田記念図書館

募集時のポスターです。 →
http://libopac.josai.ac.jp/top/images/whatsnew/c20130527.pdf




