
書　　　名 著者名 出版者 展示館 請求記号 資料ID

1 京大変人講座 酒井敏 [ほか] 著 三笠書房 農学部図書館 002.7//キヨウ 112001257

2 もっと!京大変人講座 酒井敏 [ほか] 著 三笠書房 農学部図書館 002.7//モツト 112001258

3 クオリアと人工意識 (講談社現代新書:2576) 茂木健一郎著 講談社 工学部図書館 007.13//クオリ 112001248

4 Photoshopレタッチ・加工アイデア図鑑 第2版 楠田諭史著 SBクリエイティブ 医学部図書館 007.642//PHO 112001250

5
図書館愛書家の楽園 : 新装版

アルベルト・マンゲル著/野中邦

子訳 白水社 小白川図書館 010.2//トシヨ 112001252

6
本棚の歴史 新装復刊

ヘンリー・ペトロスキー著/池田

栄一訳 白水社 小白川図書館 012.4//ホンダ 112001247

7
やってみよう図書館での医療・健康情報サービス 第3版

日本医学図書館協会医療・健康情

報ワーキンググループ編・著

日本医学図書館協会/丸善雄

松堂 (発売) 小白川図書館 015.2//ヤツテ 112001255

8 知識を操る超読書術 メンタリストDaiGo著 かんき出版 小白川図書館 019.12//チシキ 112001249

9 本のリストの本 南陀楼綾繁 [ほか] 著 創元社 小白川図書館 019//ホンノ 112001244

10 1は赤い。そして世界は緑と青でできている。 : 「文字に色が見える」共感覚の話 望月菜南子著 飛鳥新社 医学部図書館 141.26//1ワア 112001251

11 0秒で動け : 「わかってはいるけど動けない」人のための 伊藤羊一著 SBクリエイティブ 小白川図書館 159.4//0ビヨ 112001245

12 「あなたにお願いしたい」と言われる仕事のコツ88 佐々木順子著 ぱる出版 小白川図書館 159.4//アナタ 112001259

13 多動力 (NewsPicks book) 堀江貴文著 幻冬舎 農学部図書館 159.4//タドウ 112001254

14 自由であり続けるために20代で捨てるべき50のこと (Sanctuary books) 四角大輔著 サンクチュアリ出版 農学部図書館 159.7//ジユウ 112001253

15
20代だから許されること、しておきたいこと : 「ブレない」「流されない」「迷わない」

自分になる6つのヒント ひきたよしあき著 大和出版 農学部図書館 159//20ダ 112001256

16
うまくいっている人の考え方 完全版 (ディスカヴァー携書:100)

ジェリー・ミンチントン [著]/弓

場隆訳

ディスカヴァー・トゥエン

ティワン 農学部図書館 159//ウマク 112001246

17 時間革命 : 1秒もムダに生きるな 堀江貴文著 朝日新聞出版 農学部図書館 159//ジカン 112001241

18 自分を操る超集中力 DaiGo著 かんき出版 小白川図書館 159//ジブン 112001242

19 ストレスゼロの生き方 : 心が軽くなる100の習慣 Testosterone著 きずな出版 農学部図書館 159//ストレ 112001243

20 地平線を追いかけて満員電車を降りてみた : 自分と向き合う物語 紀里谷和明[著] 文響社 小白川図書館 159//チヘイ 112001171

21 二枚腰のすすめ : 鷲田清一の人生案内 (教養みらい選書:006) 鷲田清一著 世界思想社 工学部図書館 159//ニマイ 112001170

22 ユダヤ人大富豪の教え [1] (だいわ文庫:[8-1G]-[8-2G], [8-17G]) 本田健著 大和書房 農学部図書館 159//ユダヤ//1 112001175

23 社会人として必要な世界の宗教のことが3時間でざっと学べる : イラスト図解 池上彰著 KADOKAWA 農学部図書館 160//シヤカ 112001174

24 一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 : 公立高校教師YouTuberが書いた 山﨑圭一著 SBクリエイティブ 農学部図書館 209//イチド 112001164

25 歴史を変えた指導者たち : ビジュアル列伝 DK社編/加藤洋子訳 三省堂 小白川図書館 209//レキシ 112001161

26 日本人と動物の歴史 : 日本人にとって動物とは何か 實吉達郎著 カンゼン 小白川図書館 210.04//ニホン 112001184

27 有職装束大全 八條忠基著 平凡社 医学部図書館 210.098//ユウソ 112001176

28 イラスト図解社会人として必要な経済と政治のことが5時間でざっと学べる 池上彰著 KADOKAWA 農学部図書館 312.1//イラス 112001165

29
アイヌの権利とは何か : 新法・象徴空間・東京五輪と先住民族

テッサ・モーリス=スズキ, 市川

守弘 [著]/北大開示文書研究会編 かもがわ出版 農学部図書館 316.81//アイヌ 112001162

30 信用貨幣の生成と展開 : 近世〜現代の歴史実証 鎮目雅人編 慶應義塾大学出版会 小白川図書館 337.21//シンヨ 112001172

山形大学校友会推薦図書リスト　令和2年度
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31
投資と金融がわかりたい人のためのファイナンス理論入門 : プライシング・ポートフォリ

オ・リスク管理 冨島佑允著 CCCメディアハウス 小白川図書館 338.01//トウシ 112001185

32
SDGsと日本 : 全国データ : 誰も取り残されないための人間の安全保障指標

「人間の安全保障」フォーラム編

/高須幸雄編著 明石書店 小白川図書館 360//SDG 112001183

33
ステレオタイプの科学 : 「社会の刷り込み」は成果にどう影響し、わたしたちは何ができ

るのか

クロード・スティール著/藤原朝

子訳 英治出版 工学部図書館 361.4//ステレ 112001180

34 「仕事映画」に学ぶキャリアデザイン 梅崎修, 松繁寿和, 脇坂明著 有斐閣 小白川図書館 366//シゴト 112001181

35 ポスト・コロナの学校を描く : 子どもも教職員も楽しく豊かに学べる場をめざして 『教職研修』編集部編 教育開発研究所 小白川図書館 370.4//ポスト 112001178

36 「みんなの学校」から「みんなの社会」へ (岩波ブックレット:No. 997) 尾木直樹, 木村泰子著 岩波書店 小白川図書館 370.4//ミンナ 112001163

37 緊急企画コロナ子どもクライシス 特集希望の学校学びのゆくえ (子ども白書:2020) かもがわ出版 小白川図書館 371//N 38//2020 112001177

38 必須化!小学校のプログラミング学習 : 成功する全体計画&授業づくり 磯部征尊著 学芸みらい社 小白川図書館 375.199//ヒツス 112001167

39 生徒と先生のドラマを築く!大妻中野流合唱指導メソッド (教育音楽ハンドブック) 宮澤雅子著 音楽之友社 小白川図書館 375.76//セイト 112001169

40
新3観点対応の106の実例を収録!ワークシート&テストづくり完全ガイドブック小学校外

国語 菅正隆著 明治図書出版 小白川図書館 375.89//シン3 112001182

41
心を育てる保育環境 : 思いと環境をつなぐ保育の空間デザイン (教育技術. 新幼児と保育

MOOK) 佐藤将之著 小学館 小白川図書館 376.14//ココロ 112001186

42 受験必要論 : 人生の基礎は受験で作り得る (集英社文庫:[は47-1]) 林修著 集英社 農学部図書館 376.8//ジユケ 112001160

43 大学生のストレスマネジメント : 自助の力と援助の力 齋藤憲司, 石垣琢麿, 高野明著 有斐閣 小白川図書館 377.9//ダイガ 112001166

44
大学生のキャリアデザイントレーニング : キャリア理論/自己理解/社会人基礎力

稲本恵子編著/北村伊都子 [ほか

著] 晃洋書房 工学部図書館 377.9//ダイガ 112001168

45 なぜ日本の大学生は、世界でいちばん勉強しないのか? 辻太一朗著 東洋経済新報社 農学部図書館 377.9//ナゼニ 112001173

46 超効率勉強法 : 最短の時間で最大の成果を手に入れる メンタリストDaiGo著 学研プラス 小白川図書館 379.7//チヨウ 112001179

47
図解でわかる!理工系のためのよい文章の書き方 : 論文・レポートを自力で書けるように

なる方法 福地健太郎, 園山隆輔著 翔泳社 農学部図書館 407//ズカイ 112001290

48 論文・レポートを読み書きするための理系基礎英語 臼井俊雄著 技術評論社 農学部図書館 407//ロンブ 112001273

49 大学数学ほんとうに必要なのは『集合』 (Beret science) 大蔵陽一著 ベレ出版 小白川図書館 410.9//ダイガ 112001283

50 数学の道具箱Mathematica 基本編 宮岡悦良著 近代科学社 小白川図書館 410//スウガ 112001284

51 予備校のノリで学ぶ線形代数 : ヨビノリ : ツマるポイントを徹底解説 ヨビノリたくみ著 東京図書 小白川図書館 411.3//ヨビコ 112001288

52 データは騙る : 改竄・捏造・不正を見抜く統計学 ゲアリー・スミス著/川添節子訳 早川書房 工学部図書館 417//デタワ 112001271

53 プラズマ物理学 : 基礎物理からプラズマ工学へ (物理の考え方:4) 東辻浩夫著 朝倉書店 小白川図書館 420//ブツリ//4 112001285

54
演習相対性理論・重力理論

Alan P.Lightman [ほか] 著/真貝

寿明, 鳥居隆訳 森北出版 小白川図書館 421.2//エンシ 112001280

55 難しい数式はまったくわかりませんが、相対性理論を教えてください! ヨビノリたくみ著 SBクリエイティブ 農学部図書館 421.2//ムズカ 112001279

56 なるほど生成消滅演算子 村上雅人著 海鳴社 小白川図書館 421.3//ナルホ 112001277

57 物理学のための数学 (Beret science) 一石賢著 ベレ出版 小白川図書館 421.5//ブツリ 112001287

58 解析力学 (力学:2) 原島鮮著 裳華房 小白川図書館 423//H 2//2-2 112001260

59 力学 3訂版 原島鮮著 裳華房 小白川図書館 423//リキガ 112001281
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60
超分子ポリマー : 超分子・自己組織化の基礎から先端材料への応用まで (CSJ Current

Review:33) 日本化学会編 化学同人 工学部図書館 431.1//チヨウ 112001289

61 元素生活 完全版 寄藤文平著 化学同人 農学部図書館 431.11//ゲンソ 112001269

62 極・宇宙を解く : 現代天文学演習 福江純, 沢武文, 高橋真聡編 恒星社厚生閣 小白川図書館 440//キヨク 112001267

63
僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない : この世で一番おもしろい宇宙入門

ジョージ・チャム, ダニエル・ホ

ワイトソン著/水谷淳訳 ダイヤモンド社 小白川図書館 440//ボクタ 112001266

64 銀河の中心に潜むもの : ブラックホールと重力波の謎にいどむ 岡朋治著 慶応義塾大学出版会 小白川図書館 443.6//ギンガ 112001278

65

地図の博物図鑑 (National geographic)

ベッツィ・メイソン, グレッグ・

ミラー著/藤井留美訳

日経ナショナルジオグラ

フィック社/日経BPマーケ

ティング (発売) 小白川図書館 448.9//チズノ 112001286

66 標本BOOK : お気に入りのものを集めて作るインテリア標本の楽しみ さとうかよこ著 日東書院本社 小白川図書館 460.73//ヒヨウ 112001268

67 微生物図鑑 : 世界一やさしい! 鈴木智順監修/WOODYイラスト 新星出版社 農学部図書館 465//ビセイ 112001274

68 はずれ者が進化をつくる : 生き物をめぐる個性の秘密 (ちくまプリマー新書:353) 稲垣栄洋著 筑摩書房 農学部図書館 467.5//ハズレ 112001272

69 「正義」の生物学 : トキやパンダを絶滅から守るべきか 山田俊弘著 講談社 農学部図書館 480.9//セイギ 112001276

70
土の中の美しい生き物たち : 超拡大写真でみる不思議な生態

萩原康夫, 吉田譲, 島野智之編著/

塚本勝也, 前原忠著 朝倉書店 農学部図書館 481.76//ツチノ 112001282

71 世界で一番美しい人体図鑑 三村明子訳 エクスナレッジ 医学部図書館 491.1//セカイ 112001275

72
レズビアンヘルスと看護研究 : レズビアン・バイセクシュアル女性が安心して受けられる

医療・健康支援とは 藤井ひろみ著 晃洋書房 医学部図書館 492.9//レズビ 112001270

73 ビジュアルパンデミック・マップ : 伝染病の起源・拡大・根絶の歴史 (National

geographic)

サンドラ・ヘンペル著/関谷冬華

訳

日経ナショナルジオグラ

フィック社/日経BPマーケ

ティング (発売) 工学部図書館 493.8//ビジユ 112001265

74 スタンフォード式疲れない体 山田知生著 サンマーク出版 農学部図書館 498.3//スタン 112001262

75 スタンフォード式最高の睡眠 西野精治著 サンマーク出版 農学部図書館 498.36//スタン 112001261

76
洪水と水害をとらえなおす : 自然観の転換と川との共生 大熊孝著

農文協プロダクション/農山

漁村文化協会 (発売) 農学部図書館 517.21//コウズ 112001264

77 知っておきたい水問題 沖大幹, 姜益俊編著 九州大学出版会 工学部図書館 517//シツテ 112001263

78 科学的に見るSDGs時代のごみ問題 松藤敏彦著 丸善出版 工学部図書館 518.52//カガク 112001193

79
ひと目でわかる地球環境のしくみとはたらき図鑑 (イラスト授業シリーズ)

トニー・ジュニパー著/千葉喜久

枝訳 創元社 工学部図書館 519//ヒトメ 112001195

80
プラスチックの現実と未来へのアイデア : みんなで考えたい : 未来のために、今から出来

るアイデアの数々 高田秀重監修 東京書籍 工学部図書館 519//プラス 112001188

81
世界で一番美しい「もの」のしくみ図鑑

セオドア・グレイ著/ニック・マ

ン写真/武井摩利訳 創元社 医学部図書館 530//セカイ 112001196

82 惑星探査機の軌道計算入門 : 宇宙飛翔力学への誘い 半揚稔雄著 日本評論社 小白川図書館 538.9//ワクセ 112001194

83 オシロスコープ入門 : 2現象オシロの簡単操作ガイドブック : 電気に弱い人にもわかる 田中新治著 CQ出版 小白川図書館 549.53//オシロ 112001191

84 オシロスコープ入門講座 : これから学ぶ人のための基本理論から最新技術まで 小澤智, 佐藤健治, 長濱龍著 電波新聞社 小白川図書館 549.53//オシロ 112001189

85 本当の自由を手に入れるお金の大学 両@リベ大学長著 朝日新聞出版 小白川図書館 591//ホント 112001197
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86 人と共に生きる日本の馬 高草操著 里文出版 農学部図書館 645.2//ヒトト 112001192

87 樹木博士入門 (全農教観察と発見シリーズ) 小幡和男 [ほか] 著 全国農村教育協会 農学部図書館 653.2//ジユモ 112001187

88
初心者から経験者まですべての段階で差がつく!不動産投資最強の教科書 : 投資家100人に

聞いた!不動産投資をはじめる前に知りたかった100の疑問と答え 鈴木宏史著 東洋経済新報社 小白川図書館 673.99//シヨシ 112001190

89 Google AdSenseマネタイズの教科書 : 完全版 のんくら [ほか] 著 日本実業出版社 小白川図書館 674.6//GOO 112001209

90 USJを劇的に変えた、たった1つの考え方 : 成功を引き寄せるマーケティング入門 森岡毅著 KADOKAWA 農学部図書館 675//USJ 112001204

91 観光の事典 白坂蕃 [ほか] 編集 朝倉書店 小白川図書館 689.036//カンコ 112001201

92 美術解剖学とは何か 加藤公太著 トランスビュー 医学部図書館 701.5//ビジユ 112001203

93 絵を見る技術 : 名画の構造を読み解く 秋田麻早子著 朝日出版社 工学部図書館 720.79//エオミ 112001199

94 北斎vs広重 (くらべてわかる:2) 内藤正人著 敬文舎 工学部図書館 721.8//ホクサ 112001198

95 日本の漫画本300年 : 「鳥羽絵」本からコミック本まで 清水勲, 猪俣紀子著 ミネルヴァ書房 医学部図書館 726.101//ニホン 112001202

96 ダム・キーパー トンコハウス作 KADOKAWA 医学部図書館 726.6//ダムキ 112001208

97 日本の文様解剖図鑑 筧菜奈子文・絵 エクスナレッジ 医学部図書館 727//ニホン 112001200

98 配色の教科書 : 歴史上の学者・アーティストに学ぶ「美しい配色」のしくみ 色彩文化研究会著 パイインターナショナル 工学部図書館 757.3//ハイシ 112001205

99 究極の楽典 新装版 青島広志著・イラスト 全音楽譜出版社 医学部図書館 761.2//キユウ 112001207

100

ニューエイジ・ミュージック・ディスクガイド : 環境音楽、アンビエント、バレアリッ

ク、テン年代のアンダーグラウンド、ニューエイジ音楽のルーツまで、今聴きたい音盤

600選 門脇綱生監修・編集

DU BOOKS/ディスクユニ

オン(発売) 医学部図書館 764.7//ニユエ 112001206

101 アイドル=ヒロイン : 歌って踊る戦う女の子がいる限り、世界は美しい 竹中夏海著 ポット出版 医学部図書館 767.8//アイド 112001225

102 チャップリンとヒトラー : メディアとイメージの世界大戦 大野裕之著 岩波書店 工学部図書館 778.253//チヤツ 112001226

103 スターティングストレングス : basic barbell training Mark Rippetoe著 医学映像教育センター 工学部図書館 780.7//スタテ 112001215

104 宮本武蔵超越のもののふ : 武士道と騎士道の対話へ 竹本忠雄著 勉誠出版 小白川図書館 789.3//ミヤモ 112001227

105 大局観 : 自分と闘って負けない心 17版 (角川新書:[D-77]) 羽生善治 [著] KADOKAWA 工学部図書館 796//タイキ 112001223

106 直感力 (PHP新書:827) 羽生善治著 PHP研究所 工学部図書館 796//チヨツ 112001210

107 「国語」ってなんだろう (歴史総合パートナーズ:12) 安田敏朗著 清水書院 小白川図書館 810.12//コクゴ 112001228

108 「やさしい日本語」表現事典 庵功雄編著/志賀玲子 [ほか] 著 丸善出版 小白川図書館 810.7//ヤサシ 112001217

109 ファンタジーと英国文化 : 児童文学王国の名作をたどる 安藤聡著 彩流社 医学部図書館 909.3//フアン 112001213

110 芥川賞ぜんぶ読む 菊池良著 宝島社 小白川図書館 910.26//アクタ 112001222

111 文豪たちの悪口本 彩図社文芸部編 彩図社 医学部図書館 910.26//ブンゴ 112001212

112 お伽草子超入門 伊藤慎吾編 勉誠出版 小白川図書館 913.49//オトギ 112001214

113 一人称単数 村上春樹著 文藝春秋 工学部図書館 913.6//イチニ 112001218

114 クスノキの番人 東野圭吾著 実業之日本社 農学部図書館 913.6//クスノ 112001224

115 持続可能な魂の利用 松田青子著 中央公論新社 医学部図書館 913.6//ジゾク 112001219

116 祝祭と予感 恩田陸著 幻冬舎 小白川図書館 913.6//シユク 112001216

117 首里の馬 高山羽根子著 新潮社 工学部図書館 913.6//シユリ 112001221

118 台所のおと (講談社文庫) 幸田文 [著] 講談社 工学部図書館 913.6//ダイド 112001220

119 ドミノin上海 恩田陸著 KADOKAWA 小白川図書館 913.6//ドミノ 112001211

120 破局 遠野遥著 河出書房新社 工学部図書館 913.6//ハキヨ 112001238
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121
氷点 改版 [正] 上 (角川文庫:17406-17407, 17500-17501) 三浦綾子 [著]

角川書店/角川グループパブ

リッシング (発売) 小白川図書館 913.6//ヒヨウ//1-1 112001236

122
氷点 改版 [正] 下 (角川文庫:17406-17407, 17500-17501) 三浦綾子 [著]

角川書店/角川グループパブ

リッシング (発売) 小白川図書館 913.6//ヒヨウ//1-2 112001237

123
氷点 改版 続 上 (角川文庫:17406-17407, 17500-17501) 三浦綾子 [著]

角川書店/角川グループパブ

リッシング (発売) 小白川図書館 913.6//ヒヨウ//2-1 112001235

124
氷点 改版 続 下 (角川文庫:17406-17407, 17500-17501) 三浦綾子 [著]

角川書店/角川グループパブ

リッシング (発売) 小白川図書館 913.6//ヒヨウ//2-2 112001233

125 陰翳礼讃 谷崎潤一郎文/大川裕弘写真 パイインターナショナル 小白川図書館 914.6//インエ 112001229

126 ゆるく考える 東浩紀著 河出書房新社 工学部図書館 914.6//ユルク 112001231

127 旅人の表現術 (集英社文庫:[か60-4]) 角幡唯介著 集英社 農学部図書館 915.6//タビビ 112001234

128
名探偵シャーロック・ホームズ事典

日本シャーロック・ホームズ・ク

ラブ監修・執筆 くもん出版 小白川図書館 930.28//メイタ 112001240

129 Carlos's scavenger hunt hardcover (School of secrets) by Jessica Brody Disney Press 医学部図書館 933//CAR 112001239

130

The Isle of the Lost pbk. (A Descendants novel:book 1) Melissa de la Cruz

Disney-Hyperion, an

imprint of Disney Book

Group 医学部図書館 933//DES//1 112001232

131

Return to the Isle of the Lost 1st ed. hardcover (A Descendants novel:book 2) Melissa de la Cruz

Disney-Hyperion, an

imprint of Disney Book

Group 医学部図書館 933//DES//2 112001230
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