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請求記号順 書名 著者名 出版年 出版社

007.63//Ku94 Linuxシステム[実践]入門 沓名 亮典 2013.8 技術評論社

007.63//N34
「独習Linux専科」サーバ構築/運用/管理 : あなたに伝えたい技と知恵と鉄則
 : Fedora17対応

中井 悦司 2013.10 技術評論社

007.64//A32 はじめてのVisual C++ 2012 赤坂 玲音 2013.7 秀和システム

010.1//Ma77 図書館と表現の自由 松井 茂記 2013.9 岩波書店

140.33//V28 APA心理学大辞典 VandenBos Gary R. 2013.9 培風館

141.33//L54
成功する練習の法則 : 最高の成果を引き出す42のルール = Practice perfect
 : 42 rules for getting better at getting better

Lemov Doug 2013.6 日本経済新聞出版社

159.4//Ka93
自分の小さな「鳥カゴ」から飛び立ちなさい
 : 京大キャリア教室で教えるこれからの働き方

河合 江理子 2013.7 ダイヤモンド社

209.7//F93 誰も戦争を教えてくれなかった 古市 憲寿 2013.8 講談社

302.53//Ma29
繁栄からこぼれ落ちたもうひとつのアメリカ
 : 果てしない貧困と闘う「ふつう」の人たちの30年の記録

Maharidge Dale 2013.9 ダイヤモンド社

312.53//Ku11 アメリカの政治 久保 文明 2013.7 弘文堂

331.19//Ka63 44の例題で学ぶ計量経済学 : econometrics 唐渡 広志 2013.9 オーム社

331.74//O95 ケインズとマクロ経済学 大矢野 栄次 2013.5 同文舘出版

331//Su28 高校生からわかるマクロ・ミクロ経済学 菅原 晃 2013.9 河出書房新社

332.107//Ta33 アベノミクスは何をもたらすか 高橋 伸彰 2013.6 岩波書店

335//Sa31 20代の起業論 : 成功するアイデアとリーダーシップのつくり方 榊原 健太郎 2013.8 ダイヤモンド社

335//Y65 ユニクロ監査役が書いた伸びる会社をつくる起業の教科書 安本 隆晴 2013.9 ダイヤモンド社

336.49//H51 プレゼンスのつくり方 : 誰もがあなたに引きつけられる Hedges Kristi 2013.9 阪急コミュニケーションズ

336//Sc4 ジャスト・スタート : 起業家に学ぶ予測不能な未来の生き抜き方 Schlesinger Leonard A. 2013.8 阪急コミュニケーションズ

367.21//Ko12 ルポ産ませない社会 小林 美希 2013.6 河出書房新社

369.31//Sa47 東日本大震災とNPO・ボランティア : 市民の力はいかにして立ち現れたか 桜井 政成 2013.9 ミネルヴァ書房

371.1//To49 勉強するのは何のため? : 僕らの「答え」のつくり方 苫野 一徳 2013.8 日本評論社

383.1//N57 100年前の写真で見る世界の民族衣装 日経ナショナルジオグラフィック社 2013.7
日経ナショナル
ジオグラフィック社

410.4//Ko12 顔をなくした数学者 : 数学つれづれ 小林 昭七 2013.7 岩波書店

10月21日から11月1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 part.2」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13名。厳選に厳選を重ねた図書は63冊に及びました。

ミニ展示「学生選書2013 part.2 学生が選んだおすすめ本63冊」
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410.4//Mi34 現象数理学入門 三村 昌泰 2013.9 東京大学出版会

410//F58 教科書を飛び出した数学 藤川 大祐 2013.7 丸善出版

410//N84 数学の探究的学習 : センター試験数学IA・IIBを通して創造力を育む 西本 敏彦 2013.5 培風館

412//G27 ガウスの《数学日記》 Gauss Carl Friedrich 1777-1855 2013.8 日本評論社

413.3//Sa25 微積分 = Calculus 斎藤 毅 2013.9 東京大学出版会

417//Mi81 SASプログラミング = SAS programming 宮岡 悦良 2013.9 共立出版

420.2//Ko97 ノーベル賞でたどる物理の歴史 小山 慶太 2013.10 丸善出版

421.3//Ki58 納得しながら量子力学 岸野 正剛 2013.6 朝倉書店

429.6//B14 ヒッグス粒子 : 神の粒子の発見まで Baggott J. E. 2013.9 東京化学同人

451.75//Ko62 空のアート : 大気光学現象の神秘 駒沢 満晴 2013.8 地人書館

459//Ma73 教授を魅了した大地の結晶 (はな) : 北川隆司鉱物コレクション200選 松原 聰 2013.6 東海大学出版会

471.4//Ta59 植物色素フラボノイド 武田 幸作 2013.6 文一総合出版

488.99//Ma59 世界一賢い鳥、カラスの科学 Marzluff John 2013.9 河出書房新社

490.75//Ko29 マウス実験の基礎知識 小出 剛 2013.6 オーム社

491.1//I23 やりとりする細胞と血液 五十嵐 雅 2013.10 文光堂

493.46//Ma77 からだの不調が消える!腸を温める食事法 松生 恒夫 2013.8 成美堂出版

494.8//N58
虫と皮膚炎 : 皮膚炎をおこす虫とその生態/臨床像・治療・対策
 : Dr.夏秋の臨床図鑑

夏秋 優 2013.6 学研メディカル秀潤社

499.4//N39 CRCテキストブック 中野 重行 2013.9 医学書院

509.21//I55 ひとめでわかる産業図鑑&業界地図 イノウ業界研究会 2013.10 技術評論社

519//G72 基礎から学ぶ環境学 後藤 尚弘 2013.9 朝倉書店

519//N73 環境の科学と技術 : 知っておきたい基礎知識 日経エコロジー編集部 2013.7 日経BP社

537.067//Sh52 ホンダ生産システム : 第3の経営革新 下川浩一, 藤本隆宏, 出水力, 伊藤洋2013.10 文眞堂

538.9//E25 宇宙旅行はエレベーターで Edwards Bradley C. 2013.6 オーム社

539.091//Ts15 脱原発とエネルギー政策の転換 : ドイツの事例から 坪郷 實 2013.10 明石書店

576.6//H36 香料の科学 長谷川香料 2013.4 講談社

582.1//G67 ミシンと日本の近代 : 消費者の創出 Gordon Andrew 1952- 2013.7 みすず書房

611.7//Y16 農家の将来 : TPPと農業・農政の論点 矢口 芳生 2013.6 農林統計出版

908.3//Mu43 恋しくて 村上 春樹 2013.9 中央公論新社

913.6//A22 共震 相場 英雄 2013.7 小学館

913.6//A38 暗黒女子 秋吉 理香子 2013.6 双葉社

913.6//A98 Another (アナザー) : エピソードS (エス) 綾辻 行人 2013.7 角川書店

913.6//H55 ライオンの棲む街 東川 篤哉 2013.8 祥伝社

913.6//I68 死神の浮力 伊坂 幸太郎 2013.7 文藝春秋

913.6//Ko75 宰領 今野 敏 2013.6 新潮社
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913.6//Mi39 高校入試 湊 かなえ 2013.6 角川書店

913.6//Mi67 政と源 三浦 しをん 2013.8 集英社

913.6//N18 教場 長岡 弘樹 2013.6 小学館

913.6//O87 僕のつくった怪物 乙一 2013.7 集英社

913.6//Y24 月下上海 山口 恵以子 2013.6 文藝春秋

914.6//A63 文学のことば 荒川 洋治 2013.7 岩波書店

募集時のポスターです。 →
http://libopac.josai.ac.jp/top/images/whatsnew/c20131021.pdf
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