
書名 著者名 出版者 出版日付 資料ID 所在 請求記号
これから学会発表する若者のために : ポスターと口頭のプレゼン技術 酒井聡樹著 共立出版 2008.11 811200745 農学部図書館開架図書 002.7//コレカ

理・工・医・薬系学生のための学術情報探索マニュアル : 電子ジャーナル
から特許・会議録まで

学術情報探索マ
ニュアル編集委員
会編

丸善 2006.5 811200790 農学部図書館開架図書 007.5//リコウ

入門者のExcelVBA : 初めての人にベストな学び方(ブルーバックス:B-
1769) 立山秀利著 講談社 2012.4 811200791 農学部図書館新書本

コーナー
007.64//ニユウ

大学新入生に薦める101冊の本 新版
広島大学101冊の本
委員会編

岩波書店 2009.3 811200799 農学部図書館開架図書 019//ダイガ

生命の星大衝突からの始まり(NHK DVD. NHKスペシャル/地球大進化
: 46億年・人類への旅:第1集) NHKソフトウェア 2004.9 831200031 農学部図書館新書本

コーナー
040//チキユ//1

全球凍結 : 大型生物誕生の謎(NHK DVD. NHKスペシャル/地球大進化
: 46億年・人類への旅:第2集) NHKソフトウェア 2004.9 831200032 農学部図書館新書本

コーナー
040//チキユ//2

大海からの離脱 : そして手が生まれた(NHK DVD. NHKスペシャル/地
球大進化 : 46億年・人類への旅:第3集) NHKソフトウェア 2004.9 831200033 農学部図書館新書本

コーナー
040//チキユ//3

大量絶滅巨大噴火が哺乳類を生んだ(NHK DVD. NHKスペシャル/地球
大進化 : 46億年・人類への旅:第4集) NHKソフトウェア 2005.2 831200034 農学部図書館新書本

コーナー
040//チキユ//4

大陸大分裂目に秘められた物語(NHK DVD. NHKスペシャル/地球大進
化 : 46億年・人類への旅:第5集) NHKソフトウェア 2005.2 831200035 農学部図書館新書本

コーナー
040//チキユ//5

ヒト果てしなき冒険者(NHK DVD. NHKスペシャル/地球大進化 : 46億
年・人類への旅:第6集) NHKソフトウェア 2005.2 831200036 農学部図書館新書本

コーナー
040//チキユ//6

中学生からの哲学「超」入門 : 自分の意志を持つということ(ちくま
プリマー新書:113) 竹田青嗣著 筑摩書房 2009.7 811200602 農学部図書館新書本

コーナー
100//チユウ

現代思想の冒険(ちくま学芸文庫) 竹田青嗣著 筑摩書房 1992.6 811200572 農学部図書館開架図書 104//ゲンダ

21世紀を読み解く竹田教授の哲学講義21講 竹田青嗣著
みやび出版/星雲社
(発売) 2011.3 811200567 農学部図書館開架図書 130//21セ

はじめてのヘーゲル『精神現象学』 : 超解読!(講談社現代新書:2050) 竹田青嗣, 西研著 講談社 2010.5 811200571 農学部図書館新書本
コーナー

134.4//ハジメ

現象学入門(NHKブックス:576) 竹田青嗣著 日本放送出版協会 1989.6 811200577 農学部図書館開架図書 134.9//ゲンシ
知的複眼思考法 : 誰でも持っている創造力のスイッチ(講談社+アル
ファ文庫) 苅谷剛彦 [著] 講談社 2002.5 811200450 農学部図書館開架図書 141.5//チテキ

「判断力」を強くする : 正しく判断するための14の指針(ブルーバッ
クス:B-1773) 藤沢晃治著 講談社 2012.6 811200796 農学部図書館新書本

コーナー
141.5//ハンダ

房総に息づく出羽三山信仰の諸相 對馬郁夫[著] 對馬郁夫 2011.10 811200351 農学部図書館開架図書 188.59//ボウソ

記憶を和解のために : 第二世代に託されたホロコーストの遺産
エヴァ・ホフマン
[著]/早川敦子訳

みすず書房 2011.8 811200458 農学部図書館開架図書 209.74//キオク

中国への多角的アプローチ(中央大学政策文化総合研究所研究叢
書:13) 斎藤道彦編著 中央大学出版部 2012.1 811200302 農学部図書館開架図書 222//チユウ

イスラームから見た「世界史」
タミム・アンサー
リー著/小沢千重子
訳

紀伊國屋書店 2011.9 811200457 農学部図書館開架図書 226//イスラ

新ヨーロッパ大全 1
エマニュエル・
トッド [著]/石崎晴
己訳

藤原書店 1992.11-1993.6 811200461 農学部図書館開架図書 230//シンヨ//1

新ヨーロッパ大全 2
エマニュエル・
トッド [著]/石崎晴
己訳

藤原書店 1992.11-1993.6 811200485 農学部図書館開架図書 230//シンヨ//2

歯がみして生きて : 聞き書き・昭和の櫛引の人びと 続 佐藤玄祐著 鶴岡書店 2005.6- 811200662 農学部図書館郷土資料 281.25//ハガミ//2
瀬川清子 : 女性民俗学者の軌跡 岡田照子編著 岩田書院 2012.5 811200330 農学部図書館開架図書 289.1//セガワ

琵琶湖周航 : 映像地理学の旅
出口正登編著/出口
晶子著

昭和堂 2010.7 811200294 農学部図書館開架図書 291.61//ビワコ

東北(楽楽シリーズ:東北 1) JTBパブリッシング 2012.7 811200757 農学部図書館新書本
コーナー

291//ラクラ//2-1

伊豆(楽楽シリーズ. 中部:1)
JTBパブリッシング
企画出版部第一編
集部企画・編集

JTBパブリッシング 2011.4 811200756 農学部図書館新書本
コーナー

291//ラクラ//4-1

鹿児島・屋久島・奄美大島(楽楽シリーズ. 九州:5) JTBパブリッシング 2011.5 811200755 農学部図書館新書本
コーナー

291//ラクラ//7-5

文明の接近 : 「イスラームvs西洋」の虚構

エマニュエル・
トッド, ユセフ・ク
ルバージュ [著]/石
崎晴己訳・解説

藤原書店 2008.2 811200470 農学部図書館開架図書 302.28//ブンメ

自由貿易は、民主主義を滅ぼす
E.トッド [ほか] 著/
石崎晴己編

藤原書店 2010.12 811200486 農学部図書館開架図書 304//ジユウ

デモクラシー以後 : 協調的「保護主義」の提唱
E・トッド [著]/石崎
晴己訳・解説

藤原書店 2009.6 811200444 農学部図書館開架図書 304//デモク

アラブ革命はなぜ起きたか : デモグラフィーとデモクラシー
エマニュエル・
トッド著/石崎晴己
訳・解説

藤原書店 2011.9 811200445 農学部図書館開架図書 312.27//アラブ

スウェーデン北部の住民組織と地域再生
中道仁美, 小内純
子, 大野晃編著

東信堂 2012.2 811200376 農学部図書館開架図書 318.938//スウエ

第三セクターの法的検証(地域と自治体:第25集)
三橋良士明, 田窪五
朗, 自治体問題研究
所編

自治体研究社 1999.4 811200607 農学部図書館開架図書 318//ダイサ

「帝国以後」と日本の選択
エマニュエル・
トッド [ほか] 著 藤原書店 2006.12 811200447 農学部図書館開架図書 319.53//テイコ

正義への挑戦 : セン経済学の新地平
後藤玲子, ポール・
デュムシェル編著/
後藤玲子監訳

晃洋書房 2011.9 811200306 農学部図書館開架図書 331.15//セイギ

経済計算のための統計 : バランス論と最適計画論 岩崎俊夫著 日本経済評論社 2012.2 811200460 農学部図書館開架図書 331.19//ケイザ
マクロ経済学への誘い(経済分析入門:2) 前田純一著 晃洋書房 2012.1 811200423 農学部図書館開架図書 331.19//ケイザ//2

ゲーム理論による社会科学の統合(叢書「制度を考える」)
ハーバート・ギン
タス著/成田悠輔
[ほか] 訳

NTT出版 2011.7 811200456 農学部図書館開架図書 331.19//ゲムリ

日本経済のデータ分析と経済予測 小林慎哉著 文眞堂 2011.9 811200321 農学部図書館開架図書 331.19//ニホン

進化的経済学と創造的破壊(ポスト・ケインジアン叢書:36)
J.スタンレー・メト
カーフ著/八木紀一
郎, 古山友則訳

日本経済評論社 2011.9 811200298 農学部図書館開架図書 331.74//シンカ
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第6の波 : 環境・資源ビジネス革命と次なる大市場

ジェームズ・ブ
ラッドフィール
ド・ムーディ, ビア
ンカ・ノグレー
ディー著/峯村利哉
訳

徳間書店 2011.1 811200818 農学部図書館開架図書 331.81//ダイ6

ショック・ドクトリン : 惨事便乗型資本主義の正体を暴く 上
ナオミ・クライン
[著]/幾島幸子, 村上
由見子訳

岩波書店 2011.9 811200425 農学部図書館開架図書 332.06//シヨツ//1

ショック・ドクトリン : 惨事便乗型資本主義の正体を暴く 下
ナオミ・クライン
[著]/幾島幸子, 村上
由見子訳

岩波書店 2011.9 811200426 農学部図書館開架図書 332.06//シヨツ//2

「新訳」大転換 : 市場社会の形成と崩壊
カール・ポラニー
[著]/野口建彦, 栖原
学訳

東洋経済新報社 2009.7 811200422 農学部図書館開架図書 332.06//シンヤ

「陰」と「陽」の経済学 : 我々はどのような不況と戦ってきたのか
リチャード・クー
著

東洋経済新報社 2007.1 811200442 農学部図書館開架図書 332.107//イント

デフレとバランスシート不況の経済学
リチャード・クー
著/楡井浩一訳

徳間書店 2003.10 811200608 農学部図書館開架図書 332.107//デフレ

内陸中国の変貌 : 改革開放下の河南省鄭州市域 石原潤編 ナカニシヤ出版 2003.11 811200345 農学部図書館開架図書 332.22//ナイリ

経済と文明(ちくま学芸文庫:[ホ-9-2])
カール・ポラン
ニー著/栗本慎一郎,
端信行訳

筑摩書房 2004.11 811200449 農学部図書館開架図書 332.444//ケイザ

経済の文明史(ちくま学芸文庫)

カール・ポラン
ニー著/玉野井芳郎,
平野健一郎編訳/石
井溥[ほか]訳

筑摩書房 2003.6 811200453 農学部図書館開架図書 332//ケイザ

経済幻想
エマニュエル・
トッド [著]/平野泰
朗訳

藤原書店 1999.10 811200443 農学部図書館開架図書 333.6//ケイザ

自由貿易という幻想 : リストとケインズから「保護貿易」を再考す
る

E. トッドほか著 藤原書店 2011.11 811200441 農学部図書館開架図書 333.6//ジユウ

世界同時バランスシート不況 : 金融資本主義に未来はあるか
リチャード・クー,
村山昇作著

徳間書店 2009.8 811200467 農学部図書館開架図書 333.6//セカイ

移民の運命 : 同化か隔離か
エマニュエル・
トッド [著]/石崎晴
己, 東松秀雄訳

藤原書店 1999.11 811200437 農学部図書館開架図書 334.4//イミン

ハンドブック経営学
神戸大学経済経営
学会編

ミネルヴァ書房 2011.3 811200368 農学部図書館開架図書 335.1//ハンド

内省とリーダーシップ : 後継経営者はいかにしてリーダーへと成長
するか

八木陽一郎著 白桃書房 2012.5 811200375 農学部図書館開架図書 335.13//ナイセ

ICTの進展と情報活用能力 : 変容する組織と個人の関係性 小豆川裕子著 白桃書房 2012.6 811200374 農学部図書館開架図書 336.17//ICT
知識ゼロからのExcelビジネスデータ分析入門 : 蓄積する多量のデー
タを役立てる(ブルーバックス:B-1783) 住中光夫著 講談社 2012.8 811200794 農学部図書館新書本

コーナー
336.17//チシキ

環境会計の理論 : kikyo : 生き物に聞く生物多様性の尺度 吉田寛著 東洋経済新報社 2011.9 811200206 農学部図書館開架図書 336.9//カンキ

環境会計A-Z 河野正男責任編集
ビオシティ/信山社
(発売) 2005.12 811200289 農学部図書館開架図書 336.9//カンキ

簿記の考え方・学び方 5訂版 中村忠著 税務経理協会 2006.8 811200205 農学部図書館開架図書 336.91//ボキノ
環境変化とリスクマネジメントの新展開(専修大学商学研究所叢
書:11) 上田和勇編著 白桃書房 2012.3 811200387 農学部図書館開架図書 336//カンキ

ソーシャル・ネットワークと組織のダイナミクス : 共感のマネジメ
ント

中野勉著 有斐閣 2011.12 811200317 農学部図書館開架図書 336//ソシヤ

そもそもがわかる自治体の財政 増補版 初村尤而著 自治体研究社 2011.9 811200301 農学部図書館開架図書 349//ソモソ
公的統計の体系と見方 松井博著 日本評論社 2008.8 811200468 農学部図書館開架図書 350.19//コウテ
日本国勢図会 2012/13年版 矢野恒太記念会編 日本評論社 1927- 811200186 農学部図書館開架図書 351//ニホン//2012-13

悪循環と好循環 : 互酬性の形/相手も同じことをするという条件で
マルク・R・アンス
パック [著]/杉山光
信訳

新評論 2012.2 811200439 農学部図書館開架図書 361.3//アクジ

近代家族のゆくえ : 家族と愛情のパラドックス 山田昌弘著 新曜社 1994.5 811200305 農学部図書館開架図書 361.63//キンダ

実践はじめての社会調査 : テーマ選びから報告まで 新版
白谷秀一, 朴相権,
内田龍史編著

自治体研究社 2009.5 811200209 農学部図書館開架図書 361.9//ジツセ

社会調査ハンドブック 飽戸弘著 日本経済新聞社 1987.8 811200469 農学部図書館開架図書 361.9//シヤカ
住宅憲章 : あなたの家は住宅といえますか(岩波ブックレッ
ト:No.123)

日本住宅会議
〔編〕

岩波書店 1988.10 811200224 農学部図書館開架図書 365.3//ジユウ

家父長制と資本制 : マルクス主義フェミニズムの地平(岩波現代文庫:
学術:216) 上野千鶴子著 岩波書店 2009.5 811200454 農学部図書館開架図書 367.2//カフチ

21世紀家族へ 第3版(有斐閣選書:[1613]) 落合恵美子著 有斐閣 2004.4 811200296 農学部図書館開架図書 367.3//21セ

世界の多様性 : 家族構造と近代性
エマニュエル・
トッド [著]/荻野文
隆訳

藤原書店 2008.9 811200465 農学部図書館開架図書 367.3//セカイ

迷走する家族 : 戦後家族モデルの形成と解体 山田昌弘著 有斐閣 2005.12 811200487 農学部図書館開架図書 367.3//メイソ
世界一大きな問題のシンプルな解き方 : 私が貧困解決の現場で学ん
だこと

ポール・ポラック
著/東方雅美訳

英治出版 2011.6 811200568 農学部図書館開架図書 368.2//セカイ

歴史としての東日本大震災 : 口碑伝承をおろそかにするなかれ
岩本由輝編/岩本由
輝 [ほか] 執筆

刀水書房 2013.1 811200925 農学部図書館開架図書 369.31//レキシ

キー・コンピテンシー : 国際標準の学力をめざして

ドミニク・S・ライ
チェン, ローラ・
H・サルガニク編著
/今西幸蔵 [ほか] 訳

明石書店 2006.5 811200202 農学部図書館開架図書 370.4//キコン

現実と向きあう教育学 : 教師という仕事を考える25章
田中孝彦, 藤田和
也, 教育科学研究会
編

大月書店 2010.2 811200204 農学部図書館開架図書 370.4//ゲンジ

ロボット化する子どもたち : 「学び」の認知科学(認知科学のフロン
ティア) 渡部信一著 大修館書店 2005.11 811200213 農学部図書館開架図書 371.4//ロボツ

日本人のしつけと教育 : 発達の日米比較にもとづいて(シリーズ人間
の発達:12) 東洋著 東京大学出版会 1994.10 811200203 農学部図書館開架図書 371.45//ニホン

よくわかる教育原理(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 汐見稔幸 [ほか] 編
著

ミネルヴァ書房 2011.4 811200195 農学部図書館開架図書 371//ヨクワ

21世紀の教育をひらく : 日本近現代教育史を学ぶ 佐藤広美編 緑蔭書房 2003.1 811200235 農学部図書館開架図書 372.1//21セ
「学び」の復権 : 模倣と習熟(岩波現代文庫:学術:264) 辻本雅史著 岩波書店 2012.3 811200220 農学部図書館開架図書 372.105//マナビ
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生きるための知識と技能 4(OECD生徒の学習到達度調査(PISA). 国際
結果報告書:2000年調査, 2003年調査, 2006年調査, 2009年調査, 2012
年調査)

国立教育政策研究
所編

ぎょうせい 2002.2- 811200199 農学部図書館開架図書 372//イキル//4

「改正」教育基本法を考える : 逐条解説 改訂版
浪本勝年, 三上昭彦
編著

北樹出版 2008.10 811200215 農学部図書館開架図書 373.2//カイセ

よくわかる授業論(やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ) 田中耕治編 ミネルヴァ書房 2007.3 811200196 農学部図書館開架図書 375.1//ヨクワ
教材設計マニュアル : 独学を支援するために 鈴木克明著 北大路書房 2002.4 811200207 農学部図書館開架図書 375.12//キヨウ
イタリア学習社会の歴史像 : 社会連帯にねざす生涯学習の協働 佐藤一子著 東京大学出版会 2010.12 811200369 農学部図書館開架図書 379.0237//イタリ
東日本大震災と社会教育 : 3・11後の世界にむきあう学習を拓く 石井山竜平編著 国土社 2012.4 811200560 農学部図書館開架図書 379.04//ヒガシ

奄美沖縄(あるくみるきく双書. 宮本常一とあるいた昭和の日本:1) 須藤功編 農山漁村文化協会 2011.6 811200529 農学部図書館開架図書 382.1//アルク//1

東海北陸 2(あるくみるきく双書. 宮本常一とあるいた昭和の日本:9-
10) 森本孝編 農山漁村文化協会 2010.10-2011.7 811200537 農学部図書館開架図書 382.1//アルク//10

関東甲信越 1(あるくみるきく双書. 宮本常一とあるいた昭和の日
本:11-13) 須藤功編 農山漁村文化協会 2010.9-2011.12 811200538 農学部図書館開架図書 382.1//アルク//11

関東甲信越 2(あるくみるきく双書. 宮本常一とあるいた昭和の日
本:11-13) 須藤功編 農山漁村文化協会 2010.9-2011.12 811200539 農学部図書館開架図書 382.1//アルク//12

関東甲信越 3(あるくみるきく双書. 宮本常一とあるいた昭和の日
本:11-13) 須藤功編 農山漁村文化協会 2010.9-2011.12 811200540 農学部図書館開架図書 382.1//アルク//13

東北 1(あるくみるきく双書. 宮本常一とあるいた昭和の日本:14-16) 須藤功編 農山漁村文化協会 2010.11-2012.2 811200541 農学部図書館開架図書 382.1//アルク//14

東北 2(あるくみるきく双書. 宮本常一とあるいた昭和の日本:14-16) 須藤功編 農山漁村文化協会 2010.11-2012.2 811200542 農学部図書館開架図書 382.1//アルク//15

東北 3(あるくみるきく双書. 宮本常一とあるいた昭和の日本:14-16) 須藤功編 農山漁村文化協会 2010.11-2012.2 811200543 農学部図書館開架図書 382.1//アルク//16

北海道 1(あるくみるきく双書. 宮本常一とあるいた昭和の日本:17-
18) 須藤功編 農山漁村文化協会 2011.3-2012.3 811200544 農学部図書館開架図書 382.1//アルク//17

北海道 2(あるくみるきく双書. 宮本常一とあるいた昭和の日本:17-
18) 須藤功編 農山漁村文化協会 2011.3-2012.3 811200545 農学部図書館開架図書 382.1//アルク//18

九州 1(あるくみるきく双書. 宮本常一とあるいた昭和の日本:2-3) 須藤功編 農山漁村文化協会 2011.1-2011.10 811200530 農学部図書館開架図書 382.1//アルク//2
九州 2(あるくみるきく双書. 宮本常一とあるいた昭和の日本:2-3) 須藤功編 農山漁村文化協会 2011.1-2011.10 811200531 農学部図書館開架図書 382.1//アルク//3

中国四国 1(あるくみるきく双書. 宮本常一とあるいた昭和の日本:4-6) 森本孝編 農山漁村文化協会 2011 811200603 農学部図書館開架図書 382.1//アルク//4

中国四国 2(あるくみるきく双書. 宮本常一とあるいた昭和の日本:4-6) 森本孝編 農山漁村文化協会 2011 811200532 農学部図書館開架図書 382.1//アルク//5

中国四国 3(あるくみるきく双書. 宮本常一とあるいた昭和の日本:4-6) 森本孝編 農山漁村文化協会 2011 811200533 農学部図書館開架図書 382.1//アルク//6

近畿 1(あるくみるきく双書. 宮本常一とあるいた昭和の日本:7-8) 森本孝編 農山漁村文化協会 2010.12-2012.2 811200534 農学部図書館開架図書 382.1//アルク//7
近畿 2(あるくみるきく双書. 宮本常一とあるいた昭和の日本:7-8) 森本孝編 農山漁村文化協会 2010.12-2012.2 811200535 農学部図書館開架図書 382.1//アルク//8
東海北陸 1(あるくみるきく双書. 宮本常一とあるいた昭和の日本:9-
10) 森本孝編 農山漁村文化協会 2010.10-2011.7 811200536 農学部図書館開架図書 382.1//アルク//9

戦争していた国のおらが里 : 記憶の絵文集 酒井キミ子絵・文 桂書房 2012.6 811200575 農学部図書館開架図書 382.142//センソ

図説台所道具の歴史
[GK研究所], 山口昌
伴著/[稲葉武夫写
真]

日本図書センター 2012.1 811200350 農学部図書館開架図書 383.93//ズセツ

理科年表 机上版 第86冊(平成25年) 東京天文台編纂 丸善 1975- 811200690 農学部図書館開架図書 403.6//リカネ//2013

Science research writing for non-native speakers of English : pbk by Hilary Glasman-
Deal

Imperial College
Press 2010 811200399 農学部図書館開架図書 407//SCI

When the scientist presents : an audio and video guide to science talks
: pbk Jean-luc Lebrun World Scientific c2010 811200392 農学部図書館開架図書 407//WHE

科学英語実用ハンドブック Anthony T.Tu著 化学同人 2008.6 811200194 農学部図書館開架図書 407//カガク

卒論・修論発表会を乗り切るための理系プレゼンの五輪書
斎藤恭一著/中村鈴
子絵

みみずく舎/医学評
論社 (発売) 2010.5 811200760 農学部図書館開架図書 407//ソツロ

やるべきことが見えてくる研究者の仕事術 : プロフェッショナル根
性論

島岡要著 羊土社 2009.9 811200805 農学部図書館開架図書 407//ヤルベ

実験計画と分散分析のはなし : 効率よい計画とデータ解析のコツ 大村平著 日科技連出版社 1984.3 811200210 農学部図書館開架図書 417.7//ジツケ

入門実験計画法 永田靖著 日科技連出版社 2000.6 811200366 農学部図書館開架図書 417.7//ニユウ
Excelでかんたん統計分析 : 「分析ツール」を使いこなそう! 近藤宏 [ほか] 共著 オーム社 2007.8 811200192 農学部図書館開架図書 417//EXC
一般化線形モデル(Rで学ぶデータサイエンス:10) 粕谷英一著 共立出版 2012.7 811200551 農学部図書館開架図書 417//Rデマ//10
データ解析のための統計モデリング入門 : 一般化線形モデル・階層
ベイズモデル・MCMC(確率と情報の科学:第1期) 久保拓弥著 岩波書店 2012.5 811200137 農学部図書館開架図書 417//デタカ

データ解析のための統計モデリング入門 : 一般化線形モデル・階層
ベイズモデル・MCMC(確率と情報の科学:第1期) 久保拓弥著 岩波書店 2012.5 811200383 農学部図書館開架図書 417//デタカ

マンガでわかる統計学 : 素朴な疑問からゆる〜く解説(サイエンス・
アイ新書:SIS-230) 大上丈彦著

ソフトバンククリエ
イティブ

2012.1 811200772 農学部図書館新書本
コーナー

417//マンガ

化学便覧 第6版 応用化学編 1 日本化学会編 丸善 2003.1 811200651 農学部図書館辞書ハン
ドブックコーナー

430//カガク//1

化学便覧 第6版 応用化学編 2 日本化学会編 丸善 2003.1 811200652 農学部図書館辞書ハン
ドブックコーナー

430//カガク//2

化学便覧 改訂5版 基礎編 1 日本化学会編 丸善 2004.2 811200649 農学部図書館辞書ハン
ドブックコーナー

430//カガク//5-1

化学便覧 改訂5版 基礎編 2 日本化学会編 丸善 2004.2 811200650 農学部図書館辞書ハン
ドブックコーナー

430//カガク//5-2

理工系学生のための化学基礎 第5版
野村浩康, 川泉文男
共編/卜部和夫 [ほ
か] 共著

学術図書出版社 2010.11 811200780 農学部図書館開架図書 430//リコウ

よくある質問NMRの基本(よくある質問シリーズ)
竹内敬人, 加藤敏代
著/講談社サイエン
ティフィク編集

講談社 2012.4 811200297 農学部図書館開架図書 433.57//ヨクア

天然物合成で活躍した反応 : 実験のコツとポイント
有機合成化学協会
編

化学同人 2011.10 811200528 農学部図書館開架図書 434//テンネ

有機合成化学
檜山為次郎, 大嶌幸
一郎編著/丸岡啓二
[ほか] 著

東京化学同人 2012.3 811200552 農学部図書館開架図書 434//ユウキ

水の言葉辞典 松井健一著 丸善 2009.7 811200563 農学部図書館辞書ハン
ドブックコーナー

435.44//ミズノ

研究室で役立つ有機化学反応の実験テクニック : 実験の基本から不
活性ガス下での反応操作まで

J.Leonard, B.Lygo,
G.Procter [著]/田川
義展訳

丸善出版 2012.1 811200784 農学部図書館開架図書 437.07//ケンキ



書名 著者名 出版者 出版日付 資料ID 所在 請求記号
研究室で役立つ有機実験のナビゲーター : 実験ノートのとり方から
機器分析まで 第2版

James W.Zubrick
[著]/上村明男訳

丸善出版 2011.9 811200785 農学部図書館開架図書 437.07//ケンキ

March's advanced organic chemistry : reactions, mechanisms, and
structure 6th ed

Michael B. Smith,
Jerry March John Wiley & Sons c2007 811200601 農学部図書館開架図書 437//MAR

Study guide and student solutions manual for McMurry's Organic
chemistry 第7版 Susan McMurry [著] Brooks/Cole/東京化

学同人 (発売) c2008 811200011 農学部図書館開架図書 437//STU

Organic chemistry : study guide and solutions manual Paula Yurkanis
Bruice 化学同人 2009.3 811200237 農学部図書館開架図書 437//ブルス

ベーシック有機化学 第2版 山口良平, 山本行
男, 田村類共著

化学同人 2010.11 811200743 農学部図書館開架図書 437//ベシツ

薬学・生命科学のための有機化学・天然物化学
Satyajit D.Sarker,
Lutfun Nahar著/伊
藤喬, 鳥居塚和生訳

東京化学同人 2012.4 811200318 農学部図書館開架図書 437//ヤクガ

有機化学演習 : 基本から大学院入試まで
山本学, 伊与田正
彦, 豊田真司著

東京化学同人 2008.3 811200324 農学部図書館開架図書 437//ユウキ

地球外生命9の論点 : 存在可能性を最新研究から考える(ブルーバック
ス:B-1775)

立花隆 [ほか] 著/自
然科学研究機構編

講談社 2012.6 811200793 農学部図書館新書本
コーナー

440//チキユ

事例で学ぶGISと地域分析 : ArcGISを用いて 高橋重雄 [ほか] 編 古今書院 2005.3 811200191 農学部図書館開架図書 448.9//ジレイ

気象観測月報 2011年1月 気象業務支援セン
ター[編]

気象業務支援セン
ター

2010- 831200039 農学部図書館新書本
コーナー

451.2//キシヨ//2011-1

気象観測月報 2011年10月 気象業務支援セン
ター[編]

気象業務支援セン
ター

2010- 831200048 農学部図書館新書本
コーナー

451.2//キシヨ//2011-10

気象観測月報 2011年11月 気象業務支援セン
ター[編]

気象業務支援セン
ター

2010- 831200049 農学部図書館新書本
コーナー

451.2//キシヨ//2011-11

気象観測月報 2011年12月 気象業務支援セン
ター[編]

気象業務支援セン
ター

2010- 831200050 農学部図書館新書本
コーナー

451.2//キシヨ//2011-12

気象観測月報 2011年2月 気象業務支援セン
ター[編]

気象業務支援セン
ター

2010- 831200040 農学部図書館新書本
コーナー

451.2//キシヨ//2011-2

気象観測月報 2011年3月 気象業務支援セン
ター[編]

気象業務支援セン
ター

2010- 831200041 農学部図書館新書本
コーナー

451.2//キシヨ//2011-3

気象観測月報 2011年4月 気象業務支援セン
ター[編]

気象業務支援セン
ター

2010- 831200042 農学部図書館新書本
コーナー

451.2//キシヨ//2011-4

気象観測月報 2011年5月 気象業務支援セン
ター[編]

気象業務支援セン
ター

2010- 831200043 農学部図書館新書本
コーナー

451.2//キシヨ//2011-5

気象観測月報 2011年6月 気象業務支援セン
ター[編]

気象業務支援セン
ター

2010- 831200044 農学部図書館新書本
コーナー

451.2//キシヨ//2011-6

気象観測月報 2011年7月 気象業務支援セン
ター[編]

気象業務支援セン
ター

2010- 831200045 農学部図書館新書本
コーナー

451.2//キシヨ//2011-7

気象観測月報 2011年8月 気象業務支援セン
ター[編]

気象業務支援セン
ター

2010- 831200046 農学部図書館新書本
コーナー

451.2//キシヨ//2011-8

気象観測月報 2011年9月 気象業務支援セン
ター[編]

気象業務支援セン
ター

2010- 831200047 農学部図書館新書本
コーナー

451.2//キシヨ//2011-9

CommonMP入門 : 水・物質循環シミュレーションシステムの共通プ
ラットフォーム

椎葉充晴, 立川康人
編

技報堂出版 2011.5 811200358 農学部図書館開架図書 452.9//COM

巨大地震・巨大津波 : 東日本大震災の検証 平田直 [ほか] 著 朝倉書店 2011.11 811200384 農学部図書館開架図書 453.212//キヨダ

地震地すべり : 地震地すべりプロジェクト特別委員会の総括編
地震地すべりプロ
ジェクト特別委員
会編

日本地すべり学会 2012.2 811200576 農学部図書館開架図書 453//ジシン

日本の液状化履歴マップ745-2008 若松加寿江著 東京大学出版会 2011.3 811200357 農学部図書館開架図書 455.1//ニホン

理系のアナタが知っておきたいラボ生活の中身 : バイオ系の歩き方 野地澄晴著 羊土社 2012.5 811200802 農学部図書館開架図書 460.7//リケイ

細胞生物学(ブルーバックス:B-1672. カラー図解アメリカ版大学生物
学の教科書:第1巻)

D・サダヴァ他著/
石崎泰樹, 丸山敬監
訳・翻訳

講談社 2010.2 811200217 農学部図書館新書本
コーナー

460.8//ダイガ//1

分子遺伝学(ブルーバックス:B-1673. カラー図解アメリカ版大学生物
学の教科書:第2巻)

デイヴィッド・サ
ダヴァ他著/石崎泰
樹, 丸山敬監訳・翻
訳

講談社 2010.5 811200218 農学部図書館新書本
コーナー

460.8//ダイガ//2

分子生物学(ブルーバックス:B-1674. カラー図解アメリカ版大学生物
学の教科書:第3巻)

デイヴイッド・サ
ダヴァ他著/石崎泰
樹, 丸山敬監訳・翻
訳

講談社 2010.8 811200219 農学部図書館新書本
コーナー

460.8//ダイガ//3

生物学 第2版 石川統編/守隆夫
[ほか] 著 東京化学同人 2008.2 811200201 農学部図書館開架図書 460//セイブ

生命科学の未解決問題 : 東大オープンキャンパス発 石浦章一監修 西村書店 2012.8 811200810 農学部図書館開架図書 460//セイメ

一般線形モデルによる生物科学のための現代統計学 : あなたの実験
をどのように解析するか

Alan Grafen, Rosie
Hails著/野間口謙太
郎, 野間口眞太郎訳

共立出版 2007.1 811200126 農学部図書館開架図書 461.9//イツパ

数理生物学 : 個体群動態の数理モデリング入門 瀬野裕美著 共立出版 2007.6 811200359 農学部図書館開架図書 461.9//スウリ
数理生物学入門 : 生物社会のダイナミックスを探る : 改装版 巌佐庸著 共立出版 1998.3 811200378 農学部図書館開架図書 461.9//スウリ
生命の数理 巌佐庸著 共立出版 2008.2 811200363 農学部図書館開架図書 461.9//セイメ
目的別で選べる細胞培養プロトコール : 培養操作に磨きをかける! :
基本の細胞株・ES・iPS細胞の知っておくべき性質から品質検査ま
で(実験医学:別冊)

中村幸夫編集 羊土社 2012.3 811200309 農学部図書館開架図書 463.5//モクテ

システム生物学入門 : 生物回路の設計原理
Uri Alon著/倉田博
之, 宮野悟訳

共立出版 2008.10 811200356 農学部図書館開架図書 463.7//システ

分子細胞生物学 第6版 H. Lodish [ほか著]/
石浦章一 [ほか] 訳 東京化学同人 2010.11 811200746 農学部図書館開架図書 463//ブンシ

タンパク質の構造入門 第2版 Carl Branden, John
Tooze著 ニュートンプレス 2000.4 811200250 農学部図書館開架図書 464.2//タンパ

タンパク質をとり出そう 改訂第4版(無敵のバイオテクニカルシリー
ズ. タンパク質実験ノート:上:抽出・精製・発現編) 岡田雅人, 宮崎香編 羊土社 2011.10 811200801 農学部図書館開架図書 464.2//タンパ//1

タンパク質をしらべよう 改訂第4版(無敵のバイオテクニカルシリー
ズ. タンパク質実験ノート:下:機能解析編)

岡田雅人, 三木裕
明, 宮崎香編

羊土社 2011.12 811200817 農学部図書館開架図書 464.2//タンパ//2

アミノ酸・生体アミン分析(試料分析講座) 日本分析化学会編 丸善出版 2012.6 811200303 農学部図書館開架図書 464.25//アミノ

生物無機化学(朝倉化学大系:12) 山内脩, 鈴木晋一
郎, 櫻井武著

朝倉書店 2012.6 811200349 農学部図書館開架図書 464.8//セイブ



書名 著者名 出版者 出版日付 資料ID 所在 請求記号

イラストレイテッドハーパー・生化学

ハーパー [原
著]/R.K. Murray [ほ
か著]/飯塚哲太郎
[ほか訳]

丸善 2011.1 811200788 農学部図書館開架図書 464//イラス

生化学・分子生物学演習 第2版 猪飼篤, 野島博著 東京化学同人 2011.9 811200803 農学部図書館開架図書 464//セイカ

マクマリー生化学反応機構 : ケミカルバイオロジー理解のために
John McMurry,
Tadhg Begley著/浦
野泰照 [ほか] 訳

東京化学同人 2007.9 811200806 農学部図書館開架図書 464//マクマ

遺伝情報の発現制御 : 転写機構からエピジェネティクスまで

デイビッド S. ラッ
チマン著/五十嵐和
彦, 深水昭吉, 山本
雅之監訳

メディカル・サイエ
ンス・インターナ
ショナル

2012.2 811200308 農学部図書館開架図書 467.21//イデン

Rによるバイオインフォマティクスデータ解析 : Bioconductorを用い
たゲノムスケールのデータマイニング 第2版 樋口千洋著 共立出版 2011.1 811200816 農学部図書館開架図書 467.3//Rニヨ

絵でわかるゲノム・遺伝子・DNA 新版(絵でわかるシリーズ) 中込弥男著 講談社 2011.11 811200789 農学部図書館開架図書 467.3//エデワ

染色体サイクル : ゲノムの恒常性維持, 継承とダイナミクス
正井久雄 [ほか] 編
集

共立出版 2009.9 811200546 農学部図書館開架図書 467.3//センシ

森林生態学(シリーズ現代の生態学:8) 日本生態学会編 共立出版 2011.10 811200372 農学部図書館開架図書 468.08//シリズ//8
巨大津波は生態系をどう変えたか : 生きものたちの東日本大震災(ブ
ルーバックス:B-1767) 永幡嘉之著 講談社 2012.4 811200371 農学部図書館新書本

コーナー
468.2//キヨダ

Methods in chemical ecology v. 1 : alk. paper Chapman & Hall 1998 811200397 農学部図書館開架図書 468//MET//1
Methods in chemical ecology v. 2 : alk. paper Chapman & Hall 1998 811200398 農学部図書館開架図書 468//MET//2

外来生物 : 生物多様性と人間社会への影響 西川潮, 宮下直編著 裳華房 2011.10 811200559 農学部図書館開架図書 468//ガイラ

災害と生物多様性 : 災害から学ぶ、私たちの社会と未来
中村俊彦 [ほか] 編
集

生物多様性
JAPAN/JRC (発売) 2012.2 811200389 農学部図書館開架図書 468//サイガ

生物多様性と生態学 : 遺伝子・種・生態系
宮下直, 井鷺裕司,
千葉聡著

朝倉書店 2012.2 811200382 農学部図書館開架図書 468//セイブ

打って出る京都府立植物園 : 幾多の困難を乗り越えて 松谷茂著 淡交社 2011.10 811200566 農学部図書館開架図書 470.76//ウツテ
タネのふしぎ : タネは光の色を見分けるか? 「不老長寿の秘薬」と呼
ばれるタネは?(サイエンス・アイ新書:SIS-248) 田中修著

ソフトバンククリエ
イティブ

2012.7 811200763 農学部図書館新書本
コーナー

471.1//タネノ

日本草本植物根系図説
清水建美著/梅林正
芳図

平凡社 1995.2 811200604 農学部図書館辞書ハン
ドブックコーナー

471.1//ニホン

Plant physiology 5th ed Lincoln Taiz,
Eduardo Zeiger Sinauer Associates c2010 811200400 農学部図書館開架図書 471.3//PLA

原色新日本高山植物図鑑 2(保育社の原色図鑑:59-60) 清水建美著 保育社 1982.5-1983.11 811200678 農学部図書館辞書ハン
ドブックコーナー

471.72//ゲンシ//2

植物の系統と進化(新・生命科学シリーズ) 伊藤元己著 裳華房 2012.5 811200436 農学部図書館開架図書 471.8//シヨク
毒草・薬草事典 : 命にかかわる毒草から和漢・西洋薬、園芸植物と
して使われているものまで(サイエンス・アイ新書:SIS-245) 船山信次著

ソフトバンククリエ
イティブ

2012.6 811200762 農学部図書館新書本
コーナー

471.9//ドクソ

観察する目が変わる植物学入門 : 意外と知らない草木のつくり(Beret
science) 矢野興一著 ベレ出版 2012.5 811200326 農学部図書館開架図書 471//カンサ

森と草原の歴史 : 日本の植生景観はどのように移り変わってきたの
か

小椋純一著 古今書院 2012.4 811200558 農学部図書館開架図書 472.1//モリト

原色日本新菌類図鑑 1(保育社の原色図鑑:75-76) 今関六也, 本郷次雄
編著

保育社 1987.6-1989.5 811200857 農学部図書館辞書ハン
ドブックコーナー

474.7//ゲンシ//1

原色日本新菌類図鑑 2(保育社の原色図鑑:75-76) 今関六也, 本郷次雄
編著

保育社 1987.6-1989.5 811200858 農学部図書館辞書ハン
ドブックコーナー

474.7//ゲンシ//2

日本のきのこ 増補改訂新版(山渓カラー名鑑)

今関六也, 大谷吉
雄, 本郷次雄編・解
説/青木孝之 [ほか]
解説/伊沢正名 [ほ
か] 写真

山と渓谷社 2011.12 811200251 農学部図書館開架図書 474.8//ニホン

Wood and tree fungi : biology, damage, protection, and use : pbk Olaf Schmidt Springer c2006 811200693 農学部図書館開架図書 474//WOO
動物飼養学 石橋晃 [ほか] 著 養賢堂 2011.3 811200459 農学部図書館開架図書 480.76//ドウブ

動物の保定と取扱い
Murray E. Fowler著/
北昂監訳

文永堂出版 1982.12 811200488 農学部図書館開架図書 480.76//ドウブ

卵子学

森崇英総編集/麻生
武志 [ほか] 分担編
集/柴原浩章, 島田
昌之, 角田幸雄編集
幹事

京都大学学術出版会 2011.9 811200348 農学部図書館開架図書 481.2//ランシ

スキッロ動物生殖生理学

キース・K・スキッ
ロ著/佐々田比呂志,
高坂哲也, 橋爪一善
他訳

講談社 2011.4 811200549 農学部図書館開架図書 481.35//スキツ

新動物生殖学
佐藤英明編著/高坂
哲也 [ほか] 著 朝倉書店 2011.9 811200208 農学部図書館開架図書 481.35//ドウブ

これが見納め : 絶滅危惧の生きものたち、最後の光景

ダグラス・アダム
ス, マーク・カーワ
ディン [著]/安原和
見訳

みすず書房 2011.7 811200455 農学部図書館開架図書 482//コレガ

日本の鱗翅類 : 系統と多様性 駒井古実[ほか]編著 東海大学出版会 2011.2 811200548 農学部図書館辞書ハン
ドブックコーナー

486.8//ニホン

原色日本昆虫図鑑 増補改訂版 上 甲虫編(保育社の原色図鑑:2) 日本甲虫学会編 保育社 1955-1956 811200676 農学部図書館辞書ハン
ドブックコーナー

486//ゲンシ//1

原色日本昆虫図鑑 全改訂新版 下(保育社の原色図鑑:3) 伊藤修四郎, 奥谷禎
一, 日浦勇編著

保育社 1977.8 811200677 農学部図書館辞書ハン
ドブックコーナー

486//ゲンシ//2

日本の昆虫の衰亡と保護(環境Eco選書:1) 石井実監修 北隆館 2010.9 811200367 農学部図書館開架図書 486//ニホン
身近な昆虫のふしぎ : 小さいカラダにつまっている生きていくため
の知恵と工夫とは!?(サイエンス・アイ新書:SIS-250) 海野和男著

ソフトバンククリエ
イティブ

2012.7 811200768 農学部図書館新書本
コーナー

486//ミジカ

完全版マウス・ラット疾患モデル活用ハンドブック : 表現型, 遺伝子
情報, 使用条件など

秋山徹, 奥山隆平,
河府和義編

羊土社 2011.1 811200570 農学部図書館開架図書 490.769//カンゼ

ビックリするほどiPS細胞がわかる本 : ES細胞やiPS細胞といった万
能細胞の基礎知識から再生医療の可能性まで(サイエンス・アイ新
書:SIS-257)

北條元治著
ソフトバンククリエ
イティブ

2012.9 811200819 農学部図書館新書本
コーナー

491.11//ビツク

はじめの一歩のイラスト生理学 : はじめて学ぶ人のための目で見る
教科書 改訂第2版 照井直人編 羊土社 2012.1 811200200 農学部図書館開架図書 491.3//ハジメ

もっとよくわかる!免疫学(実験医学:別冊) 河本宏著 羊土社 2011.2 811200312 農学部図書館開架図書 491.8//モツト
心が生まれた惑星 : 進化 : [通常版](NHK DVD. NHKは何を伝えてきた
か/NHKスペシャル/驚異の小宇宙・人体:2/脳と心:第1集)

NHKエンタープラ
イズ

2008 831200051 農学部図書館新書本
コーナー

491//NHK//2-1



書名 著者名 出版者 出版日付 資料ID 所在 請求記号
脳が世界をつくる : 知覚 : [通常版](NHK DVD. NHKは何を伝えてきた
か/NHKスペシャル/驚異の小宇宙・人体:2/脳と心:第2集)

NHKエンタープラ
イズ

2008 831200052 農学部図書館新書本
コーナー

491//NHK//2-2

人生をつむぐ臓器 : 記憶 : [通常版](NHK DVD. NHKは何を伝えてきた
か/NHKスペシャル/驚異の小宇宙・人体:2/脳と心:第3集)

NHKエンタープラ
イズ

2008 831200053 農学部図書館新書本
コーナー

491//NHK//2-3

人はなぜ愛するか : 感情 : [通常版](NHK DVD. NHKは何を伝えてきた
か/NHKスペシャル/驚異の小宇宙・人体:2/脳と心:第4集)

NHKエンタープラ
イズ

2008 831200054 農学部図書館新書本
コーナー

491//NHK//2-4

秘められた復元力 : 発達と再生 : [通常版](NHK DVD. NHKは何を伝え
てきたか/NHKスペシャル/驚異の小宇宙・人体:2/脳と心:第5集)

NHKエンタープラ
イズ

2008 831200055 農学部図書館新書本
コーナー

491//NHK//2-5

果てしなき脳宇宙 : 無意識と創造性 : [通常版](NHK DVD. NHKは何を
伝えてきたか/NHKスペシャル/驚異の小宇宙・人体:2/脳と心:第6集)

NHKエンタープラ
イズ

2008 831200056 農学部図書館新書本
コーナー

491//NHK//2-6

糖尿病学イラストレイテッド : 発症機序・病態と治療薬の作用機序 春日雅人編集 羊土社 2012.3 811200555 農学部図書館開架図書 493.12//トウニ

食べ物と健康(食物と栄養学基礎シリーズ:4) 佐藤隆一郎, 加藤久
典編

学文社 2012.3 811200313 農学部図書館開架図書 498.51//シヨク//4

食品衛生学 第2版 篠田純男, 成松鎭
雄, 林泰資共著

三共出版 2009.3 811200249 農学部図書館開架図書 498.54//シヨク

食環境教育論 今井清一著 鳥影社 2012.1 811200327 農学部図書館開架図書 498.54//シヨク
食品衛生学 第3版(スタンダード栄養・食物シリーズ:8) 一色賢司編 東京化学同人 2010.2 811200434 農学部図書館開架図書 498.55//スタン//8

薬学生のための天然物化学テキスト

高石喜久, 馬場きみ
江, 本多義昭編集/
青木俊二 [ほか執
筆]

廣川書店 2009.3 811200314 農学部図書館開架図書 499.39//ヤクガ

再生可能エネルギー"先進国"インド : 知られざる巨大市場の素顔 和田幸子著 日報出版 2010.5 811200381 農学部図書館開架図書 501.6//サイセ
知っておきたい自然エネルギーの基礎知識 : 太陽光・風力・水力・
地熱からバイオマスまで地球にやさしいエネルギーを徹底解説!(サイ
エンス・アイ新書:SIS-243)

細川博昭著
ソフトバンククリエ
イティブ

2012.5 811200795 農学部図書館新書本
コーナー

501.6//シツテ

飛躍するドイツの再生可能エネルギー : 地球温暖化防止と持続可能
社会構築をめざして

和田武著 世界思想社 2008.7 811200373 農学部図書館書庫 501.6//ヒヤク

日本の土木遺産 : 近代化を支えた技術を見に行く(ブルーバックス:B-
1754) 土木学会編 講談社 2012.1 811200811 農学部図書館新書本

コーナー
510.21//ニホン

Environmental soil properties and behaviour : hard
Raymond N. Yong,
Masashi Nakano,
Roland Pusch

CRC Press c2012 811200394 農学部図書館開架図書 511.3//ENV

地盤環境工学ハンドブック
嘉門雅史, 日下部
治, 西垣誠編集

朝倉書店 2007.9 811200550 農学部図書館開架図書 511.3//ジバン

コンクリートなんでも小事典 : 固まるしくみから、強さの秘密まで
(ブルーバックス:B-1624)

土木学会関西支部
編/井上晋他著

講談社 2008.12 811200216 農学部図書館新書本
コーナー

511.7//コンク

新編水理学
秋山壽一郎 [ほか]
著

理工図書 2011.4 811200809 農学部図書館開架図書 517.1//シンペ

水理学の基礎 第2版(図解土木講座) 吉岡幸男著 技報堂出版 2000.10 811200779 農学部図書館開架図書 517.1//スイリ

貯水池土砂管理ハンドブック : 流域対策・流砂技術・下流河川環境
Gregory L. Morris,
Jiahua Fan著 技報堂出版 2010.3 811200360 農学部図書館開架図書 517.73//チヨス

有機物循環論 植田和弘 [ほか] 編 昭和堂 2012.3 811200346 農学部図書館開架図書 518.52//ユウキ
コンパクトなまちづくりの時代へ : 人口減少高齢社会における都市
のあり方

東北産業活性化セ
ンター編

日本地域社会研究所 2006.12 811200214 農学部図書館開架図書 518.8//コンパ

成熟のための都市再生 : 人口減少時代の街づくり 蓑原敬著 学芸出版社 2003.5 811200197 農学部図書館開架図書 518.8//セイジ
日本版コンパクトシティ : 地域循環型都市の構築 鈴木浩著 学陽書房 2007.2 811200198 農学部図書館開架図書 518.8//ニホン

復興の風景像 : ランドスケープの再生を通じた復興支援のためのコ
ンセプトブック

日本造園学会東日
本大震災復興支援
調査委員会編

マルモ出版 2012.5 811200355 農学部図書館開架図書 518.8//フツコ

まちづくりを学ぶ : 地域再生の見取り図(有斐閣ブックス:[457]) 石原武政, 西村幸夫
編

有斐閣 2010.9 811200316 農学部図書館開架図書 518.8//マチズ

環境の仕事大研究 : ビジネス分野と就職・資格のすべてがわかる! 第
3版

安藤眞, エコビジネ
スネットワーク編

産学社 2012.1 811200812 農学部図書館開架図書 519.07//カンキ

震災復興と安全安心で持続可能な社会の実現に向けて(環境白書/循環
型社会白書/生物多様性白書:平成24年版) 環境省編

日経印刷/全国官報
販売協同組合 (発売) 2012.6 811200248 農学部図書館開架図書 519.1//カンキ//H24

環境ビジネスと政策 : ケーススタディで学ぶ環境経営
馬奈木俊介, 豊澄智
己著

昭和堂 2012.6 811200823 農学部図書館開架図書 519.13//カンキ

環境経営の経済分析(環境経営イノベーション:2) 馬奈木俊介著 中央経済社 2010.10 811200808 農学部図書館開架図書 519.13//カンキ//2

河川・ダム湖沼用水質測定機器ガイドブック
河川環境管理財団,
ダム水源地環境整
備センター編

技報堂出版 2001.9 811200821 農学部図書館開架図書 519.4//カセン

水環境基礎科学 宗宮功, 津野洋共著 コロナ社 1997.4 811200212 農学部図書館開架図書 519.4//ミズカ

よくわかる水環境と水質 武田育郎著 オーム社 2010.9 811200193 農学部図書館開架図書 519.4//ヨクワ

福島原発大事故 : 土壌と農作物の放射性核種汚染 浅見輝男著 アグネ技術センター 2011.8 811200325 農学部図書館開架図書 519.5//フクシ

福島原発大事故 : 土壌と農作物の放射性核種汚染 浅見輝男著 アグネ技術センター 2011.8 811200561 農学部図書館開架図書 519.5//フクシ

震災後の自然とどうつきあうか(叢書震災と社会) 鷲谷いづみ著 岩波書店 2012.5 811200377 農学部図書館開架図書 519.81//シンサ
環境科学と生態学のためのR統計 Song S.Qian著 共立出版 2011.2 811200380 農学部図書館開架図書 519//カンキ
樹木葬和尚の自然再生 : 久保川イーハトーブ世界への誘い 千坂嵃峰著 地人書館 2010.3 811200379 農学部図書館開架図書 519//ジユモ
防災白書 平成24年版 総理府編 大蔵省印刷局 1971- 811200554 農学部図書館開架図書 519//ボウサ//H24
建築家のための住宅材料計画ノート 樫野紀元著 鹿島出版会 2011.2 811200556 農学部図書館開架図書 527//ケンチ
「フクシマ」論 : 原子力ムラはなぜ生まれたのか 開沼博著 青土社 2011.6 811200300 農学部図書館開架図書 539.091//フクシ
ビックリするほど原子力と放射線がわかる本 : 驚異のエネルギーの
基礎と応用の科学(サイエンス・アイ新書:SIS-241) 江尻宏泰著

ソフトバンククリエ
イティブ

2012.4 811200765 農学部図書館新書本
コーナー

539//ビツク

知っておきたい電力の疑問100 : なぜ電力は貯蓄できないの?科学的
に見た節電の方法とは?(サイエンス・アイ新書:SIS-252) 斎藤勝裕著

ソフトバンククリエ
イティブ

2012.8 811200767 農学部図書館新書本
コーナー

540//シツテ

原発危機と「東大話法」 : 傍観者の論理・欺瞞の言語 安冨歩著 明石書店 2012.1 811200329 農学部図書館開架図書 543.5//ゲンパ

図解原発のウソ
小出裕章著/「原発
のウソ」取材班編

扶桑社 2012.3 811200347 農学部図書館開架図書 543.5//ズカイ

日本の原子力施設全データ : 「しくみ」と「リスク」を再確認する
完全改訂版(ブルーバックス:B-1759) 北村行孝, 三島勇著 講談社 2012.2 811200797 農学部図書館新書本

コーナー
543.5//ニホン

福島の原発事故をめぐって : いくつか学び考えたこと 山本義隆 [著] みすず書房 2011.8 811200295 農学部図書館開架図書 543.5//フクシ
メルトダウン : ドキュメント福島第一原発事故 大鹿靖明著 講談社 2012.1 811200299 農学部図書館開架図書 543.5//メルト



書名 著者名 出版者 出版日付 資料ID 所在 請求記号
理系のためのクラウド知的生産術 : メール処理から論文執筆まで(ブ
ルーバックス:B-1753) 堀正岳著 講談社 2012.1 811200792 農学部図書館新書本

コーナー
547.48//リケイ

水理学演習
有田正光, 中井正則
共著

東京電機大学出版局 1999.10 811200807 農学部図書館開架図書 571.1//スイリ

分子麹菌学 改訂版 北本勝ひこ 編著 日本醸造協会 2012.1 811200331 農学部図書館開架図書 588.51//ブンシ
醤油の科学と技術 新増補 栃倉辰六郎編著 日本醸造協会 2012.1 811200574 農学部図書館開架図書 588.6//シヨウ
食品微生物制御の化学 松田敏生著 幸書房 1998.2 811200446 農学部図書館開架図書 588.9//シヨク
イノベーションの地域経済論 野澤一博著 ナカニシヤ出版 2012.1 811200424 農学部図書館開架図書 601.1//イノベ
農商工間の共創的連携とナレッジマネジメント 堀田和彦著 農林統計出版 2012.5 811200463 農学部図書館開架図書 601.1//ノウシ
西北中国はいま 石原潤編 ナカニシヤ出版 2011.12 811200292 農学部図書館開架図書 601.221//セイホ
環境の保全と修復に貢献する農学研究(シリーズ21世紀の農学) 日本農学会編 養賢堂 2012.4 811200365 農学部図書館開架図書 610.1//カンキ
図解よくわかる農業技術イノベーション : 農業はここまで工業化・IT
化できる(B&Tブックス)

社会開発研究セン
ター編

日刊工業新聞社 2011.10 811200564 農学部図書館開架図書 610.1//ズカイ

熱帯農業事典
日本熱帯農業学会
編

養賢堂 2003.9 811200386 農学部図書館辞書ハン
ドブックコーナー

610.3//ネツタ

農林水産業を見つめなおす(自然資源経済論入門:1) 寺西俊一, 石田信隆
編著

中央経済社 2010.11 811200307 農学部図書館開架図書 610.4//シゼン//1

農林水産業の再生を考える(自然資源経済論入門:2) 寺西俊一, 石田信隆
編著

中央経済社 2011.11 811200304 農学部図書館開架図書 610.4//シゼン//2

食料・農業・農村白書参考統計表 平成24年版
農林水産省大臣官
房情報課編

農林統計協会 2005.8- 811200648 農学部図書館開架図書 610.59//シヨク//H24

食料・農業・農村白書 平成24年版 農林水産省編 農林統計協会 2005.6- 811200187 農学部図書館開架図書 610.59//ズセツ//H24
日本農業教育発達史の研究 三好信浩著 風間書房 2012.5 811200385 農学部図書館開架図書 610.7//ニホン
里山・遊休農地を生かす : 新しい共同=コモンズ形成の場(シリーズ
地域の再生:17) 野田公夫 [ほか] 著 農山漁村文化協会 2011.9 811200322 農学部図書館開架図書 610.8//シリズ//17

地域農業の担い手群像 : 土地利用型農業の新展開とコミュニティビ
ジネス(シリーズ地域の再生:5) 田代洋一著 農山漁村文化協会 2011.11 811200290 農学部図書館開架図書 610.8//シリズ//5

地域農業の再生と農地制度 : 日本社会の礎=むらと農地を守るために
(シリーズ地域の再生:9) 原田純孝編著 農山漁村文化協会 2011.6 811200291 農学部図書館開架図書 610.8//シリズ//9

世界の農業環境政策 : 先進諸国の実態と分析枠組みの提案
荘林幹太郎, 木下幸
雄, 竹田麻里著

農林統計協会 2012.1 811200472 農学部図書館開架図書 611.1//セカイ

中山間地域農村発展論 谷口憲治編著 農林統計出版 2012.1 811200323 農学部図書館開架図書 611.15//チユウ

中国華北農村の再構築 : 山東省鄒平県における「新農村建設」
小林一穂, 劉文静編
著

御茶の水書房 2011.10 811200293 農学部図書館開架図書 611.152//チユウ

青森リンゴが開拓したロシア市場 : 地域特産品の輸出促進を考える 丹野大著 日本評論社 2011.10 811200320 農学部図書館開架図書 611.48//アオモ

次世代土地利用型農業と企業経営 : 家族経営の発展と企業参入
日本農業経営学会
編/南石晃明 [ほか]
責任編集

養賢堂 2011.8 811200319 農学部図書館開架図書 611.7//ジセダ

農業経営研究の軌跡と展望
日本農業経営学会
編/津谷好人責任編
集

農林統計出版 2012.2 811200466 農学部図書館開架図書 611.7//ノウギ

山形ガールズ農場! : 女子から始める農業改革 菜穂子著
角川書店/角川グ
ループパブリッシン
グ (発売)

2012.3 811200753 農学部図書館開架図書 611.7//ヤマガ

農村ジェンダー : 女性と地域への新しいまなざし 秋津元輝 [ほか] 著 昭和堂 2007.10 811200438 農学部図書館開架図書 611.921//ノウソ

食と農の政治経済学 : 国際フードレジームと階級のダイナミクス
ヘンリー・バーン
スタイン著/松岡浩
平, 山岸拓也訳

桜井書店 2012.7 811200781 農学部図書館開架図書 611//シヨク

農家に学び、地域とともに : 農文協出版史で綴る農家力・地域力
農山漁村文化協会
編

農山漁村文化協会 2011.8 811200315 農学部図書館開架図書 612.1//ノウカ

シビック・アグリカルチャー : 食と農を地域にとりもどす
トーマス・ライソ
ン著/北野収訳

農林統計出版 2012.7 811200813 農学部図書館開架図書 612.53//シビツ

Marschner's mineral nutrition of higher plants 3rd ed [edited by] Petra
Marschner

Academic Press is
an imprint of
Elsevier

2012 811200396 農学部図書館開架図書 613.4//MAR

特集東日本大震災の農地汚染に挑む(最新農業技術土壌施肥:vol. 4) 農山漁村文化協会
編

農山漁村文化協会 2012.3 811200547 農学部図書館開架図書 613.5//サイシ//4

Soil physics with HYDRUS : modeling and applications : hard David E. Radcliffe
and Jiří Šimůnek CRC c2010 811200391 農学部図書館開架図書 613.52//SOI

グラスエンドファイト : その生態と進化
G.P.チュウプリッ
ク, S.H.フェイス著/
大園享司訳

東海大学出版会 2012.4 811200565 農学部図書館開架図書 613.65//グラス

生物多様性を育む食と農 : 住民主体の種子管理を支える知恵と仕組
み

西川芳昭編著 コモンズ 2012.3 811200820 農学部図書館開架図書 615.2//セイブ

新編植物病理学概論 第8版 久能均 [ほか] 共著 養賢堂 2007.4 811200221 農学部図書館開架図書 615.81//シンペ
人工光型植物工場 : 世界に広がる日本の農業革命 古在豊樹著 オーム社 2012.3 811200562 農学部図書館開架図書 615//ジンコ

大潟村の新しい水田農法 : 苗箱全量施肥・不耕起・無代かき・有機
栽培

庄子貞雄監修/新し
い水田農法編集委
員会編

農山漁村文化協会 2001.12 811200804 農学部図書館開架図書 616.27//オオガ

トウガラシ : 辛味の科学 改訂増補
岩井和夫, 渡辺達夫
編

幸書房 2008.10 811200125 農学部図書館開架図書 619.91//トウガ

図解リンゴの整枝せん定と栽培 塩崎雄之輔著 農山漁村文化協会 2012.1 811200427 農学部図書館開架図書 625.21//ズカイ
果実の機能と科学(食物と健康の科学シリーズ) 伊藤三郎編 朝倉書店 2011.12 811200311 農学部図書館開架図書 625//カジツ
消費低迷を打ち破るトップ生産者16人の技術と経営(最新農業技術果
樹:vol. 3)

農山漁村文化協会
編

農山漁村文化協会 2010.7 811200431 農学部図書館開架図書 625//サイシ//3

用途が広がった植物調整剤、新発想の道具と機械・省力栽培法(最新
農業技術果樹:vol. 4)

農山漁村文化協会
編

農山漁村文化協会 2011.7 811200432 農学部図書館開架図書 625//サイシ//4

有望品種・低コスト栽培・園地再生(最新農業技術果樹:vol. 5) 農山漁村文化協会
編

農山漁村文化協会 2012.7 811200433 農学部図書館開架図書 625//サイシ//5

野菜栽培の基礎 新版(農学基礎セミナー) 池田英男, 川城英夫
他編著

農山漁村文化協会 2005.3 811200815 農学部図書館開架図書 626//ヤサイ

切り花の品質保持 市村一雄著 筑波書房 2011.6 811200328 農学部図書館開架図書 627.19//キリバ
水揚げ&花のケア : 切り花の鮮度保持マニュアル : お花屋さん、フラ
ワーデザイナー、花に携わるすべての人必携

薄木健友著 誠文堂新光社 2012.6 811200310 農学部図書館開架図書 627.19//ミズア

脱不況、省エネの新技術と品目・品種選び(最新農業技術花卉:vol. 1) 農山漁村文化協会
編

農山漁村文化協会 2009.3 811200428 農学部図書館開架図書 627//サイシ//1

花の魅力を高めて新しい需要をつくる : 香り、日持ち保証、和の素
材など(最新農業技術花卉:vol.2)

農山漁村文化協会
編

農山漁村文化協会 2010.3 811200429 農学部図書館開架図書 627//サイシ//2

「日持ち保証販売」で変わる小売現場と栽培技術(最新農業技術花
卉:vol.3)

農山漁村文化協会
編

農山漁村文化協会 2011.3 811200430 農学部図書館開架図書 627//サイシ//3
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香りと新花色の魅力で消費者をひきつける(最新農業技術花卉:vol.4) 農山漁村文化協会
編

農山漁村文化協会 2012.2 811200475 農学部図書館開架図書 627//サイシ//4

造園がわかる本 : 造園の仕事をめざす学生や仕事を始めた社会人必
携の知識ガイドブック!

赤坂信編/「造園が
わかる」研究会著

彰国社 2006.12 811200035 農学部図書館開架図書 629//ゾウエ

畜産総合事典 普及版
小宮山鐵朗 [ほか]
編集

朝倉書店 2009.7 811200489 農学部図書館辞書ハン
ドブックコーナー

640.36//チクサ

牧草・毒草・雑草図鑑
清水矩宏 [ほか]
編・著

畜産技術協会/全国
農村教育協会(発売) 2005.3 811200440 農学部図書館辞書ハン

ドブックコーナー
643.4//ボクソ

目で見る牧草と草地 最新版(酪総研選書:No.91) 山下太郎編著 デーリィマン社 2011.3 811200490 農学部図書館開架図書 643.5//メデミ

最新サイレージバイブル : サイレージとTMRの調製と給与(酪農
ジャーナル増刊号) 安宅一夫監修

酪農学園大学エクス
テンションセンター

2012.3 811200471 農学部図書館開架図書 643.9//サイシ

よくわかる肉牛の肥育技術 : 肥育の基礎から高等技術まで 改訂版 井上良著 肉牛新報社 2005.5 811200473 農学部図書館開架図書 645.3//ヨクワ

和牛肥育読本 : 黒毛和種去勢牛の効率的肥育 三橋忠由著 肉牛新報社 2008.11 811200474 農学部図書館開架図書 645.33//ワギユ

わかりやすい養豚場実用ハンドブック : 豚と養豚を知ろう 伊東正吾監修
チクサン出版社/緑
書房 (発売) 2006.4 811200435 農学部図書館開架図書 645.5//ワカリ

動物行動図説 : 家畜・伴侶動物・展示動物 佐藤衆介 [ほか] 編 朝倉書店 2011.9 811200448 農学部図書館開架図書 645//ドウブ
うまい肉の科学 : 牛・豚・鶏・羊・猪・鹿・馬まで肉好きなら読ま
ずにはいられない!(サイエンス・アイ新書:SIS-258) 肉食研究会著

ソフトバンククリエ
イティブ

2012.9 811200764 農学部図書館新書本
コーナー

648.2//ウマイ

森林・林業統計要覧 2011年版 林野庁編 林野弘済会 2003.6- 811200236 農学部図書館開架図書 650.59//シンリ//2011

森林・林業白書 : 索引付き 平成24年版 林野庁編
日本林業協会/農林
統計協会 (販売) 2005.6- 811200153 農学部図書館開架図書 650.59//シンリ//H24

現代森林政策学 改訂 遠藤日雄編著 日本林業調査会 2012.5 811200553 農学部図書館開架図書 651.1//ゲンダ

水と森の財政学 諸富徹, 沼尾波子編 日本経済評論社 2012.5 811200557 農学部図書館開架図書 651.1//ミズト

日本近代林政年表 : 1867-2009 増補版 香田徹也編著 日本林業調査会 2011.7 811200462 農学部図書館辞書ハン
ドブックコーナー

651.2//ニホン

最新樹木根系図説 総論 苅住曻著 誠文堂新光社 2010.11 811200605 農学部図書館辞書ハン
ドブックコーナー

653.12//サイシ//1

最新樹木根系図説 各論 苅住曻著 誠文堂新光社 2010.11 811200606 農学部図書館辞書ハン
ドブックコーナー

653.12//サイシ//2

森のバランス : 植物と土壌の相互作用 森林立地学会編 東海大学出版会 2012.4 811200370 農学部図書館開架図書 653.17//モリノ
自然が見える!樹木観察フィールドノート : 枝ぶりや立地、進化の歴
史を知れば環境がまるごと見えてくる(サイエンス・アイ新書:SIS-
242)

姉崎一馬著
ソフトバンククリエ
イティブ

2012.4 811200766 農学部図書館新書本
コーナー

653.21//シゼン

日本有用樹木誌 : カラー版 伊東隆夫 [ほか] 著 海青社 2011.7 811200362 農学部図書館辞書ハン
ドブックコーナー

653.21//ニホン

日本の樹木 : 鑑定図鑑 : 枝・葉で見分ける540種

三上常夫, 川原田邦
彦, 吉澤信行著/日
本植木協会編集協
力

柏書房 2009.5 811200653 農学部図書館辞書ハン
ドブックコーナー

653.21//ニホン

広葉樹資源の管理と活用
鳥取大学広葉樹研
究刊行会編

海青社 2011.1 811200361 農学部図書館開架図書 653.7//コウヨ

コンサイス木材百科 改訂2版 秋田県立大学木材
高度加工研究所編

パレア/秋田文化出
版 (販売) 2011.2 811200364 農学部図書館開架図書 657.2//コンサ

木質の構造 日本木材学会編 文永堂出版 2011.4 811200388 農学部図書館開架図書 657.2//モクシ
木質の形成 : バイオマス科学への招待 第2版 福島和彦 [ほか] 編 海青社 2011.10 811200569 農学部図書館開架図書 657.2//モクシ

キノコの教え(岩波新書:新赤版 1365) 小川眞著 岩波書店 2012.4 811200573 農学部図書館新書本
コーナー

657.82//キノコ

Lignin and lignans : advances in chemistry

editors, Cyril
Heitner, Donald R.
Dimmel, John A.
Schmidt

Taylor & Francis c2010 811200393 農学部図書館開架図書 658.4//LIG

Forest products and wood science : an introduction 6th ed : hardcover

Rubin Shmulsky, P.
David
Jones/drawings by
Karen Lilley

Wiley-Blackwell 2011 811200395 農学部図書館開架図書 658//FOR

技術者のための魚道ガイドライン : 魚道構造と周辺の流れからわか
ること

安田陽一著/北海道
魚道研究会編

コロナ社 2011.10 811200744 農学部図書館開架図書 666.15//ギジユ

振り回されないメール術 : 状況を改善する「適切な書き方」(ブルー
バックス:B-1755) 田村仁著 講談社 2012.1 811200798 農学部図書館新書本

コーナー
670.91//フリマ

異常な契約 : TPPの仮面を剥ぐ

ジェーン・ケル
シー編著 ; 環太平
洋経済問題研究会,
農林中金総合研究
所共訳

農山漁村文化協会 2011.6 811200464 農学部図書館開架図書 678.3//イジヨ

観光のための環境景観学 : 真のグリーン・ツーリズムにむけて 横山秀司著 古今書院 2006.3 811200211 農学部図書館開架図書 689.4//カンコ
オシムの言葉(集英社文庫) 木村元彦著 集英社 2008.5 811200223 農学部図書館開架図書 783.47//オシム

みんなの日本語 第2版 初級1: 本冊
スリーエーネット
ワーク編著

スリーエーネット
ワーク

2006.9- 811200747 農学部図書館留学生
コーナー

810.7//ミンナ

書いて覚える文型練習帳 第2版 初級1(みんなの日本語) 平井悦子, 三輪さち
子著

スリーエーネット
ワーク

2012- 811200748 農学部図書館留学生
コーナー

810.7//ミンナ

みんなの日本語 第2版 初級1: 翻訳・文法解説. 中国語版
スリーエーネット
ワーク編著

スリーエーネット
ワーク

2006.9- 811200749 農学部図書館留学生
コーナー

810.7//ミンナ

みんなの日本語 第2版 初級1: 標準問題集
スリーエーネット
ワーク編著

スリーエーネット
ワーク

2006.9- 811200750 農学部図書館留学生
コーナー

810.7//ミンナ

漢字練習帳 第2版 初級1(みんなの日本語) 東京国際日本語学
院著

スリーエーネット
ワーク

2012- 811200751 農学部図書館留学生
コーナー

810.7//ミンナ

みんなの日本語 第2版 初級1: 翻訳・文法解説. 英語版
スリーエーネット
ワーク編著

スリーエーネット
ワーク

2006.9- 811200752 農学部図書館留学生
コーナー

810.7//ミンナ

ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方 石井一成著 ナツメ社 2011.5 811200759 農学部図書館開架図書 816.5//ゼロカ
TOEIC TEST文法完全攻略 : 必須単語も同時に身につく(Asuka
business & language books) 石井辰哉著 明日香出版社 1998.12 811200822 農学部図書館開架図書 830.79//TOE

ウィズダム和英辞典 第2版 岸野英治編 三省堂 2013.1 811200787 農学部図書館開架図書 833.2//ウイズ

ウィズダム英和辞典 第3版 井上永幸, 赤野一郎
編

三省堂 2013.1 811200786 農学部図書館開架図書 833.3//ウイズ

Duo 3.0 : The most frequently used words 1600 and idioms 1000 in
contemporary English [テキスト] 鈴木陽一企画・著 アイシーピー 2000.3 811200754 農学部図書館開架図書 834//DUO



書名 著者名 出版者 出版日付 資料ID 所在 請求記号
New・山口英文法講義の実況中継 改訂新版 上 山口俊治著 語学春秋社 1999- 811200782 農学部図書館開架図書 835//NEW//1
New・山口英文法講義の実況中継 改訂新版 下 山口俊治著 語学春秋社 1999- 811200783 農学部図書館開架図書 835//NEW//2

日本人の英語 [正](岩波新書:新赤版 18,139) マーク・ピーター
セン著

岩波書店 1988.4-1990.9 811200451 農学部図書館新書本
コーナー

835//ニホン//1

日本人の英語 続(岩波新書:新赤版 18,139) マーク・ピーター
セン著

岩波書店 1988.4-1990.9 811200452 農学部図書館新書本
コーナー

835//ニホン//2

英作文なんかこわくない : 日本語の発想でマスターする英文ライ
ティング

猪野真理枝, 佐野洋
著

東京外国語大学出版
会

2011.4- 811200814 農学部図書館開架図書 836//エイサ

ネイティブなら子どものときに身につける英会話なるほどフレーズ
100 : 誰もここまで教えてくれなかった使える裏技

スティーブ・ソレ
イシィ, ロビン・ソ
レイシィ共著

アルク 2000.4 811200758 農学部図書館開架図書 837.8//ネイテ

ポンポン話すための瞬間英作文パターン・プラクティス : 反射的に
言える(CD book)(Beret books) 森沢洋介著 ベレ出版 2008.5 811200761 農学部図書館開架図書 837.8//ポンポ

Reading fusion 2 Andrew E. Bennet著 南雲堂 2011.2 811200222 農学部図書館開架図書 837//REA//2

おちくぼ姫(角川文庫) 田辺聖子〔著〕 角川書店 1990.5 811200771 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//オチク

銀の匙(角川文庫:7496) 中勘助[著]
角川書店/角川グ
ループパブリッシン
グ (発売)

1989.5 811200778 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//ギンノ

こゝろ 改版(角川文庫) 夏目漱石 [著] 角川書店 2004.5 811200777 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//ココロ

栞子さんと奇妙な客人たち(メディアワークス文庫:0078. ビブリア古
書堂の事件手帖:[1]) 三上延 [著]

アスキー・メディア
ワークス/角川グ
ループパブリッシン
グ (発売)

2011.3 811200776 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//シオリ

天地明察 上(角川文庫:17398-17399) 冲方丁 [著]
角川書店/角川グ
ループパブリッシン
グ (発売)

2012.5 811200774 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//テンチ//1

天地明察 下(角川文庫:17398-17399) 冲方丁 [著]
角川書店/角川グ
ループパブリッシン
グ (発売)

2012.5 811200775 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//テンチ//2

人間失格・桜桃 改版(角川文庫:14732) 太宰治 [著]
角川書店/角川グ
ループパブリッシン
グ (発売)

2007.6 811200769 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//ニンゲ

はじめてのお使い(角川文庫:お65-1. RDG : レッドデータガール) 荻原規子 [著]
角川書店/角川グ
ループパブリッシン
グ (発売)

2011.6 811200773 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//ハジメ

リズム(角川文庫:15730) 森絵都 [著]
角川書店/角川グ
ループパブリッシン
グ (発売)

2009.6 811200770 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//リズム

若草物語 改版 [正](角川文庫:15431-15432, 15485-15486) L・M・オルコット
[著]/吉田勝江訳

角川書店/角川グ
ループパブリッシン
グ (発売)

2008.11- 811200800 農学部図書館2階カウン
ター前

933//ワカク

少年ルーカスの遠い旅
ヴィリ=フェーアマ
ン作/中村浩三,中村
采女訳

偕成社 1991.8 811200609 農学部図書館開架図書 943//シヨウ
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