【2019.1月-3月
№

請求記号

企画展示

誰からも借りられていない本あつめました

展示リスト】

書名

著者名

1 830.7/Y29

言い返さない日本人 : あなたの態度が誤解を招く! (対訳ニッポン)

山久瀬洋二著
ジェームス・M・バーダマン著/井出野浩貴
訳

2 830.7/V42

日本人が誤解しやすい英語生活マナーブック : keeping it smooth (対訳ニッポン)

3 400/Ku96

科学検定公式問題集 : 科学のアタマで世界を見直す 3・4級 (ブルーバックス:B-1864, 1900)

4 411/G63

マンガ「代数学」超入門 : 足し算、引き算から2次方程式まで (ブルーバックス:B-1949)

桑子研, 竹田淳一郎著
ラリー・ゴニック著・絵/薮田真弓, 藤田誉
枝子訳

5 412/Sa22

素数はめぐる : 循環小数で語る数論の世界 (ブルーバックス:B-2003)

西来路文朗, 清水健一著

6 415.7/H77

四色問題 : どう解かれ何をもたらしたのか (ブルーバックス:B-1969)

7 421/O89

マンガ 現代物理学を築いた巨人 : ニールス・ボーアの量子論 (ブルーバックス:B-1975)

一松信著
ジム・オッタヴィアニ原作/リーランド・パー
ヴィス他漫画/今枝麻子, 園田英徳訳

8 431.35/Ma81 分子レベルで見た触媒の働き : 反応はなぜ速く進むのか (ブルーバックス:B-1922)

松本吉泰著

9 452.5/H91

謎解き・津波と波浪の物理 : 波長と水深のふしぎな関係 (ブルーバックス:B-1924)

保坂直紀著
遠田晋次著

11 457/Ts32

活断層地震はどこまで予測できるか : 日本列島で今起きていること (ブルーバックス:B-1995)
カラー図解古生物たちのふしぎな世界 : 繁栄と絶滅の古生代3億年史 (ブルーバックス:B2018)

12 489/Sa29

哺乳類誕生 : 乳の獲得と進化の謎 : 驚異の器官がうまれるまで (ブルーバックス:B-1898)

酒井仙吉著

10 453/To17

土屋健著/田中源吾協力

13 491.3/Ta84/1 はじめての生理学 : カラー図解 上 : 動物機能編 (ブルーバックス:B-1978, 1979)

田中(貴邑)冨久子著

14 491.3/Ta84/2 はじめての生理学 : カラー図解 下 : 植物機能編 (ブルーバックス:B-1978, 1979)

田中(貴邑)冨久子著

15 626/Ki19

「育つ土」を作る家庭菜園の科学 : 有機物や堆肥をどう活かすか (ブルーバックス:B-1895)

木嶋利男著

16 002/G16

学問はおもしろい : 「知の人生」へどう出発したか (講談社選書メチエ:210)

選書メチエ編集部編

17 019.9/To17

東大教師が新入生にすすめる本 [1] (文春新書:368, 688)

文藝春秋編

18 022/Ta43

グーテンベルクの謎 : 活字メディアの誕生とその後

高宮利行著

№

請求記号

書名

19 070.2/J21

ジャーナリズムの国籍 : 途上国におけるメディアの公共性を問う

著者名
慶應義塾大学メディア・コミュニケーション
研究所, NHK放送文化研究所編

20 070/Ta94

NPOメディアが切り開くジャーナリズム : 「パナマ文書」報道の真相

立岩陽一郎著

21 104/H36

生活を哲学する (哲学塾)

長谷川宏著

22 104/Y46

「つまずき」のなかの哲学 (NHKブックス:1076)

山内志朗著

23 115/N26

理性の権利 (現代哲学への招待. Great works)

トマス・ネーゲル著/大辻正晴訳

24 116/E78

絵解きパラドックス : 思考の迷宮 : 奥深き逆説の世界 (NEWTONムック) (ニュートン別冊)

高橋昌一郎監修

25 150/U66

梅原猛の授業道徳

梅原猛著

26 151.2/O74

「自由」の条件

27 209/D11

インフォグラフィックで見る138億年の歴史 : 宇宙の始まりから現代世界まで

大澤真幸著
ヴァレンチナ・デフィリッポ, ジェイムズ・
ボール著/北川玲訳

28 210.02/I73

47都道府県・遺跡百科

石神裕之著

29 289.3/J56/[1]青春の光と影 (スティーブ・ジョブズ:[1])

脇英世著

30 289.3/J56/2 アップルIIIとリサの蹉跌 (スティーブ・ジョブズ:2)

脇英世著

31 289.3/J56/3 マッキントッシュの栄光と悲惨 (スティーブ・ジョブズ:3)

脇英世著

32 291.36/Mo45 路地の匂い町の音 (ポプラ文庫)

森まゆみ [著]

33 291/I46

日本地図のたのしみ

今尾恵介著

34 291/Ta39

渓をわたる風

高桑信一著

35 316.1/So34

プライバシーなんていらない!? : 情報社会における自由と安全

ダニエル・J.ソロブ著/大島義則 [ほか] 訳

36 382.1/Sa87

アイヌ式エコロジー生活 : 治造エカシに学ぶ、自然の知恵 (Sook book)

さとうち藍著/関戸勇撮影

37 388.339/Ke59 ケルト妖精物語 (ちくま文庫)

W.B.イエイツ編/井村君江編訳

38 388.339/Ke59 ケルト幻想物語 (ちくま文庫)

W.B.イエイツ編/井村君江編訳

№

請求記号

書名

著者名

39 401/Ka45

科学思想史の哲学

金森修著

40 402.8/I72

あなたも取れる!ノーベル賞 : その方法をそっと教えます

石田寅夫著

41 402/Te71

失われた発見 : バビロンからマヤ文明にいたる近代科学の源泉

ディック・テレシ著/林大訳

42 404/Ka16

科学を選んだ先輩からのメッセージ (オンリーワンを求めて:[1])

滝澤昇, 佐藤幸子編

43 404/Sa85

歴史のなかの科学

佐藤文隆著

44 404/Sa85

科学と人間 : 科学が社会にできること

佐藤文隆著

45 404/Y16

図解アリエナイ理科ノ教科書IIIC : 文部科学省不認可教科書

薬理凶室文・監修

46 407/Ku75

研究不正 : 科学者の捏造、改竄、盗用 (中公新書:2373)

黒木登志夫著

47 407/R41/1

理系たまごの英語40日間トレーニングキット : 世界で活躍する理工系研究者を目指して kit1

48 407/R41/2

理系たまごの英語40日間トレーニングキット : 世界で活躍する理工系研究者を目指して kit2

49 407/R41/3

理系たまごの英語40日間トレーニングキット : 世界で活躍する理工系研究者を目指して kit3

50 407/R41/4

理系たまごの英語40日間トレーニングキット : 世界で活躍する理工系研究者を目指して kit4
ノーベル賞クラスの論文で学ぶ理系英語最強リーディング術 (理系たまごシリーズ:5. 世界で活
躍する理工系研究者を目指して)
斎藤恭一著

51 407/Sa25

52 408/I95/254 クモの糸でバイオリン (岩波科学ライブラリー:254)

大崎茂芳著

53 408/I95/256 ゾンビ・パラサイト : ホストを操る寄生生物たち (岩波科学ライブラリー:256)

小澤祥司著

54 409.1/N45
55 410/To43

科学技術の国際競争力 : アメリカと日本相剋の半世紀 (朝日選書:793)
中山茂著
技術者のための数学要論 : 工高・高専・大学の学生、無線従事者受験者、通信技術者のため
のサイドブック
徳重寛吾著

56 411.3/Ko21

テキスト線形代数

小寺平治著

57 413.3/Ko21

テキスト微分積分

小寺平治著

58 413.52/H89

複素関数論の要諦 新装版

堀川穎二著

№

請求記号
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著者名

59 417/H48

自己組織化する複雑ネットワーク : 空間上の次世代ネットワークデザイン

林幸雄著

60 421.5/Ki58

納得しながら物理数学 (納得しながら学べる物理シリーズ:5)

岸野正剛著

61 424/O66

音響学入門ペディア

日本音響学会編

62 424/O86

音と生活 (音響入門シリーズ:A-4)

橘秀樹 [ほか] 共著/日本音響学会編

63 428.8/H69
64 428/I93

半導体量子構造の物理 (現代物理学. 展開シリーズ:5)
平山祥郎, 山口浩司, 佐々木智著
多電子系の超高速光誘起相転移 : 光で見る・操る・強相関電子系の世界 (基本法則から読み
解く物理学最前線:12)
岩井伸一郎著

65 428/Ｙ84

不規則系の物理 : コヒーレント・ポテンシャル近似とその周辺

米沢富美子著

66 430/W36

教養としての化学入門 : 未来の課題を解決するために

Kimberley Waldron著/竹内敬人訳

67 432.1/Y24

基礎化学実験安全オリエンテーション

山口和也, 山本仁著

68 467.3/N41

驚異のエピジェネティクス : 遺伝子がすべてではない!?生命のプログラムの秘密

中尾光善著

69 467.5/L23

生命、エネルギー、進化

ニック・レーン [著]/斉藤隆央訳

70 493.7/Sh49

自分でできる認知行動療法 : うつと不安の克服法

清水栄司著

71 493.8/Ka86

小児を救った種痘学入門 : ジェンナーの贈り物 (緒方洪庵記念財団・除痘館記念資料室撰集) 加藤四郎編著

72 501.22/Se74 先端計測 : 研究を支える機器開発 (CSJ Current Review:23)

日本化学会編

73 504/Y89

挑戦こそが成功の鍵 : 科学者が問いかける先端工学の31の"なぜ"

吉川敏則, 末松久幸編著

74 509.5/Ki46
75 509/Ta62

NPSの極意
木下幹彌著
裾野を広げるエンジニアリング産業 : システムズエンジニアリングで産業の未来を拓く (現代産
業選書)
竹川勝雄著

76 519.3/H41

もっと知りたいPM2.5の科学

畠山史郎, 野口恒著

77 519/H69

環境外部性と課税政策 : 成長モデルによる分析 (中京大学経済学研究叢書:第25輯)

平澤誠著

78 530/W25

わかりやすい機械工学 第3版

松尾哲夫 [ほか] 共著

№

請求記号

79 539/Ta33

書名
著者名
福島原発事故と法政策 : 震災・原発事故からの復興に向けて (一橋大学・公共政策提言シリー 高橋滋, 住友電工グループ社会貢献基金,
ズ:No.3)
一橋大学環境法政策講座編著

80 543.5/A33

再考福島第一原発事故 : 被災者に寄り添って考える

赤塚雄三著

81 547.48/Ko24 基礎情報伝送工学

古賀正文 [ほか] 著

82 548.13/Su96 連想情報学と機械学習

鈴木昇一著

83 548.2/Sm4

コンピュータに記憶を与えた男 : ジョン・アタナソフの闘争とコンピュータ開発史

ジェーン・スマイリー著/日暮雅通訳

84 548.3/O66

「リアル」を掴む! : 力を感じ、感触を伝えるハプティクスが人を幸せにする

大西公平著

85 548.93/I36

いきるためのメディア : 知覚・環境・社会の改編に向けて

渡邊淳司編著/田中浩也 [ほか] 著

86 548.93/J66

情報社会のソーシャルデザイン (情報社会学概論:2)

87 548.96/C29

CGクリエイター検定エキスパートベーシック公式問題集 改訂第2版

公文俊平, 大橋正和編著
CGクリエイター検定問題集編集委員会監
修

88 571.1/P97

プロセスケミストのための化学工学 基礎編

日本プロセス化学会編

89 579.9/H89

極限微生物と技術革新

掘越弘毅著

90 589/Ma45

万年筆の生活誌 : 筆記の近代 : 企画展示

国立歴史民俗博物館編集

91 653/Th6

イギリスの美しい樹木 : 魅力あふれる自生の森 (アルケミスト双書)

アンディ・トンプソン著/山田美明訳

92 674/Sa11

サービスを伝えるデザイン

93 674/W37

和のデザイン : 美しいレイアウトのしくみ

94 675/Sh69

身体をめぐる商品史 : 企画展示

グラフィック社編集部編
人間文化研究機構国立歴史民俗博物館
編集

95 726/Mi95

水木サンの猫 (講談社漫画文庫)

水木しげる著

96 778/F92

日本のみなさんさようなら

リリー・フランキー著

97 810/I74

一生使える国語力 : 四つの力で文章が読める

石原大作著

98 816/N93

「超」文章法 : 伝えたいことをどう書くか (中公新書:1662)

野口悠紀雄著

№

請求記号

99 835/Mi47

書名

著者名

日本人の英文法完全治療クリニック : 百戦錬磨の英文法ドクターが治す!

T.D.ミントン著

100 837/To63

コーパス練習帳 : NHK100語でスタート!英会話

投野由紀夫著

101 913.6/N58

こころ (岩波文芸書初版本復刻シリーズ)

夏目金之助著

102 913.6/N58

道草 復刻 (岩波文芸書初版本復刻シリーズ)

夏目金之助著

103 913.6/N84

どうで死ぬ身の一踊り

西村賢太著

104 980.2/Sa25

過剰な人

齋藤孝著

