
書名 著者名 資料ID 請求記号

物語世界への没入体験 : 読解過程にお
ける位置づけとその機能 (プリミエ・コレク
ション:84)

小山内秀和著 006079418 019.1||O-1

哲学を学ぶ 中澤務著 006079415 100||N-2

ソクラティク・ダイアローグ : 対話の哲学に
向けて (シリーズ臨床哲学:第4巻)

堀江剛著 006079411 104||S-8||4

言語と呪術 (井筒俊彦英文著作翻訳コレ
クション)

井筒俊彦著/小野純一訳 006079412 120.8||I-3||5

ピアノを弾く哲学者 : サルトル、ニーチェ、
バルト (atプラス叢書:07)

フランソワ・ヌーデルマン著
/橘明美訳

006079427 130.4||N-1

確実性の探求 : 知識と行為の関係につい
ての研究 (デューイ著作集:4. 哲学:4)

ジョン・デューイ著/加賀裕
郎訳/田中智志解題

006079413 133.9||D-2||1-4

体と手がつくる知覚世界 東山篤規著 006079409 141.2||H-6

ひらめきはどこから来るのか 吉永良正著 006079399 141.5||Y-6

行動を起こし、持続する力 : モチベーショ
ンの心理学

外山美樹著 006079417 141.7||T-1

無敵の思考 : 誰でもトクする人になれるコ
スパ最強のルール21

ひろゆき著 006079393 159||N-39

働き方完全無双 ひろゆき著 006079392 159.4||N-3

仏教から生まれた意外な日本語 千葉公慈著 006079456 180.4||C-1

ゴータマは、いかにしてブッダとなったの
か : 本当の仏教を学ぶ一日講座 (NHK出
版新書:399)

佐々木閑著 006079459 181||S-1

集中講義大乗仏教 : こうしてブッダの教え
は変容した (NHK「100分de名著」ブックス:
別冊)

佐々木閑著 006079460 181||S-2

観無量寿経・阿弥陀経 : 浄土への誘い :
現代語訳 : 新装版

高松信英著 006079464 183.5||T-1||2

現代語訳大無量寿経 : 躍動するいのちを
生きよ

高松信英著 006079465 183.5||T-2

浄土真宗本願寺派のお経 : お西 (わが家
の宗教を知るシリーズ)

006079455 188.7||H-3

漫画歎異抄 岡橋徹栄作/広中建次画 006079462 188.7||O-1

レッツ!正信偈 辻本敬順著 006079463 188.7||T-2

よくわかる浄土真宗 : 重要経典付き (角
川文庫:19432)

瓜生中 [著] 006079461 188.7||U-1

正信偈を読む 霊山勝海著 006079466 188.7||Y-1

歴史の見方がわかる世界史入門エピソー
ドゼロ : 近現代の礎を築いた古代・中世
史

福村国春著 006079369 209||F-2||0

歴史の見方がわかる世界史入門 : いまに
つながるヨーロッパ近現代史

福村国春著 006079368 209||F-2||1

名画で読み解く「世界史」 祝田秀全監修 006079359 209||I-2

選書ツアー学生選書リスト（分館）
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教養としての「世界史」の読み方 本村凌二著 006079366 209||M-6

教養としての「ローマ史」の読み方 本村凌二著 006079367 232||M-1

ガロア : 天才数学者の生涯 (中公新
書:2085)

加藤文元著 006079419 289.3||K-12

ホーキング博士人類と宇宙の未来地図
竹内薫著/by Kaoru
Takeuchi

006079390 289.3||T-6

最強のリスク管理 中島茂著 006079426 336||N-17

一番伝わる説明の順番 田中耕比古著 006079497 336.4||T-16

マンガでわかる!誰とでも15分以上会話が
とぎれない!話し方

野口敏著/酒井だんごむし
シナリオ/maki作画

006079469 361.4||N-12-2

職業の経済学
阿部正浩, 菅万理, 勇上和
史編著

006079425 366.2||A-5

使える脳の鍛え方 : 成功する学習の科学
ピーター・ブラウン, ヘン
リー・ローディガー, マーク・

006079398 371.4||B-5

理解するってどういうこと? : 「わかる」ため
の方法と「わかる」ことで得られる宝物

エリン・オリヴァー・キーン
著/山元隆春, 吉田新一郎
訳

006079408 371.4||K-17

自然がつくる不思議なパターン : なぜ銀
河系とカタツムリは同じかたちなのか : ビ
ジュアル図鑑 (ナショナルジオグラフィッ
ク)

フィリップ・ボール著/桃井
緑美子訳

006079452 400||B-2

サイエンス・ネクスト : 科学者たちの未来
予測

ジム・アル=カリーリ編/鍛
原多惠子訳

006079389 404||A-7

自然界の秘められたデザイン : 雪の結晶
はなぜ六角形なのか? : 新装版

イアン・スチュアート著/梶
山あゆみ訳

006079453 404||S-18||2

科学者、あたりまえを疑う 佐藤文隆著 006079443 404||S-26||2

歴史のなかの科学 佐藤文隆著 006079442 404||S-26||3

カオスの自然学 : 水・大気・音・生命・言語
から : 新装版

テオドール・シュベンク著/
赤井敏夫訳

006079457 404||S-27||2

ティンカリングをはじめよう : アート、サイ
エンス、テクノロジーの交差点で作って遊
ぶ (Make: Japan books)

Karen Wilkinson, Mike
Petrich著/金井哲夫訳

006079451 407||W-7

情報科学のための離散数学 柴田正憲, 浅田由良共著 006079477 410||S-21

現象数理学の冒険 (明治大学リバティ
ブックス)

三村昌泰編著 006079355 410.4||M-6

人生を変える「数学」そして「音楽」 : 教科
書には載っていない絶妙な関係

中島さち子著 006079406 410.4||N-14

音楽から聴こえる数学 : 『数学の音』43分
CD付

中島さち子著 006079407 410.4||N-15

面白いほどよくわかる微分積分 : 微分積
分の理解こそ数学的センスを磨くために
役立つ! (学校で教えない教科書)

大上丈彦監修 006079485 413.3||O-8

微分積分 新版 (新版数学シリーズ) 岡本和夫ほか著 006079486 413.3||O-9-2

パターン形成と分岐理論 : 自発的パター
ン発生の力学系入門 (シリーズ・現象を解
明する数学. Introduction to
interdisciplinary mathematics:
phenomena, modeling and analysis)

桑村雅隆著 006079424 413.6||K-29

「R」ではじめるプログラミング (I/O books) 赤間世紀著 006079476 417||A-25

http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419716
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419717
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=320651
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=320651
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419800
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419879
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=420021
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=408818
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=408818
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419877
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419817
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419832
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419832
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419910
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419910
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419910
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419910
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419799
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419799
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419912
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419912
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419903
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419902
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419918
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419918
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419909
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419909
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419909
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419950
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419606
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419606
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419830
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419830
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419831
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419831
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419967
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419967
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419967
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419973
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=392659
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=392659
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=392659
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=392659
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=392659
http://www.lib.kyutech.ac.jp/mylimedio/search/book.do?bibid=419949


やさしいR入門 : 初歩から学ぶR : 統計分
析

赤間世紀著 006079492 417||A-26

マンガでわかる統計学入門 滝川好夫著 006079493 417||T-27

統計力クイズ : そのデータから何が読み
とれるのか?

涌井良幸著 006079494 417||W-15

「物理・化学」の法則・原理・公式がまとめ
てわかる事典 (Beret science)

涌井貞美著 006079474 420||W-5

非線形物理学 : カオス・ソリトン・パターン
(裳華房フィジックスライブラリー)

十河清著 006079423 421.5||S-5

基礎から学ぶ力学 : しっかり身につく 竹内秀夫著 006079478 423||T-15

イメージでつたわる!わかる力学 山本健二著 006079479 423||Y-9

非線形波動の物理 田中光宏著 006079422 423.8||T-16

ゼロからはじめる音響学 青木直史著 006079416 424||A-1

スバラシク実力がつくと評判の熱力学キャ
ンパス・ゼミ : 大学の物理がこんなに分か
る!単位なんて楽に取れる! 改訂4

馬場敬之著 006079475 426.5||B-3||2-4

高校と大学をつなぐ穴埋め式電磁気学
遠藤雅守 [ほか] 著/講談
社サイエンティフィク編

006079499 427||E-7

電磁気学とは何か 第2版 (物理学のすす
め)

和田正信著 006079487 427||W-5||2

物性物理学 (裳華房テキストシリーズ -
物理学)

永田一清著 006079421 428||N-3

ニュートリノってナンダ? : やさしく知る素粒
子・ニュートリノ・重力波

荒舩良孝著 006079428 429.6||A-1||2

理系じゃないばけがく 長尾明美著 006079488 430||N-4

単位が取れる物理化学ノート (単位が取
れるシリーズ)

吉田隆弘著 006079490 431||Y-3

元素の名前辞典 江頭和宏著 006079498 431.1||E-4

ビーカーくんとそのなかまたち : この形に
はワケがある!ゆかいな実験器具図鑑

うえたに夫婦著 006079500 432||U-1||1

ビーカーくんのゆかいな化学実験 : その
手順にはワケがある!

うえたに夫婦著 006079501 432||U-1||2

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

006079448 440||C-3

忘れてしまった高校の生物を復習する本 :
カラー版

大森徹著 006079491 460||O-6||2-2

大学1年生のなっとく!生物学 田村隆明著 006079484 460||T-13

生命科学の欲望と倫理 : 科学と社会の関
係を問いなおす

橳島次郎著 006079403 461.1||N-5

細胞は会話する : 生命現象の真の理解
のために

丸野内棣著 006079385 463||M-5

細胞内共生説の謎 : 隠された歴史とポス
トゲノム時代における新展開

佐藤直樹著 006079397 463||S-4

バイオエシックス : その継承と発展 丸山マサ美編著 006079401 490.1||M-9

ヒトiPS細胞研究と倫理 (プリミエ・コレク
ション:76)

澤井努著 006079405 491.1||S-8
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最新脳科学で読み解く脳のしくみ : 車の
キーはなくすのに、なぜ車の運転は忘れ
ないのか?

サンドラ・アーモット, サム・
ワン著/三橋智子訳

006079396 491.3||A-25

ゲノム解析は「私」の世界をどう変えるの
か? : 生命科学のテクノロジーによって生
まれうる未来

高橋祥子 [著] 006079404 491.6||T-2

脳の配線と才能の偏り : 個人の潜在能力
を掘り起こす (フェニックスシリーズ:66)

ゲイル・サルツ著/竹内要
江訳

006079386 493.7||S-27

絵でまるわかり分子標的抗がん薬 石川和宏著 006079400 494.5||I-3-2

なぜ、脳はそれを嫌がるのか? 菅原道仁著 006079395 498.3||S-16

CAD利用技術者試験3次元公式ガイド
ブック 2018年度版

コンピュータ教育振興協会
著

006079447 501.8||C-2||18

Makerムーブメント宣言 : 草の根からイノ
ベーションを生む9つのルール (Make:

Mark Hatch著/金井哲夫訳 006079458 509.5||H-2

シンギュラリティ (やさしく知りたい先端科
学シリーズ:3)

神崎洋治著 006079402 548.91||K-41

クイズでマスターC言語 日向俊二著 006079496 548.96||H-147

これならわかる!C言語入門講座 第2版 水口克也著 006079483 548.96||M-123||2

一瞬で片づく!超ずるいエクセル仕事術 中山真敬著 006079480 548.96||N-140

スラスラわかるC言語 第2版 (Beginner's
best guide to programming)

岡嶋裕史著 006079481 548.96||O-121||2

これならわかるトレーニングドリルC 坂下夕里著 006079482 548.96||S-265

Excel (エクセル) 時短はじめました! : わた
しも職場もうれしい (できる for Woman)

清水久三子, できるシリー
ズ編集部著

006079495 548.96||S-266

うかる!基本情報技術者 午後・表計算編 岡嶋裕史著 006079472 549.9||F-205-2

うかる!基本情報技術者 : 福嶋先生の集
中ゼミ 2019年版午前編

福嶋宏訓著 006079470 549.9||F-205||19-1

うかる!基本情報技術者 : 福嶋先生の集
中ゼミ 2019年版午後・アルゴリズム編

福嶋宏訓著 006079471 549.9||F-205||19-2

ハンダづけをはじめよう (Make: projects)
Marc de Vinck著/鈴木英
倫子訳

006079449 566.6||D-1

富岡日記 (ちくま文庫:[わ10-1]) 和田英著 006079379 586.4||W-1

発酵の技法 : 世界の発酵食品と発酵文
化の探求 (Make: Japan books)

サンダー・エリックス・キャッ
ツ著/水原文訳

006079450 588.5||K-5

メルカリ : 希代のスタートアップ、野心と焦
りと挑戦の5年間

奥平和行著 006079391 673.3||O-1

常識として知っておきたい「美」の概念60 城一夫著 006079360 702||J-3

官能美術史 : ヌードが語る名画の謎 (ちく
ま学芸文庫:[イ55-1])

池上英洋著 006079381 702.3||I-2

残酷美術史 : 西洋世界の裏面をよみとく
(ちくま学芸文庫:[イ55-2])

池上英洋著 006079382 702.3||I-3

美少年美術史 : 禁じられた欲望の歴史
(ちくま学芸文庫:[イ55-3])

池上英洋, 川口清香著 006079383 702.3||I-4

美少女美術史 : 人々を惑わせる究極の
美 (ちくま学芸文庫:[イ55-4])

池上英洋, 荒井咲紀著 006079384 702.3||I-5
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うらめしい絵 : 日本美術に見る怨恨の競
演

田中圭子著 006079361 721||T-1

知識ゼロからの西洋絵画入門 山田五郎著 006079362 723||Y-1

西洋絵画史入門 : 知識ゼロからの 山田五郎著 006079363 723||Y-2

アルフォンス・ミュシャの世界 : 2つのおと
ぎの国への旅

[アルフォンス・ミュシャ画]/
海野弘解説・監修

006079364 723.3||M-6

もっと知りたいクリムト : 生涯と作品 (アー
ト・ビギナーズ・コレクション)

千足伸行著 006079365 723.3||S-6

中川多理 : 物語の中の少女 (夜想) 中川多理人形・写真 006079358 759||N-1

クラシック音楽とは何か 岡田暁生著 006079435 760.4||O-2

ハリネズミの耳 : 音楽随想 新保祐司著 006079444 760.4||S-2||3

交響曲第四番変ホ長調 : 第二稿
(1878/80) (Österreichische
Nationalbibliothek Internationale
Bruckner-Gesellschaft miniature scores)

ブルックナー/L. ノーヴァク
[校訂]/Bruckner ;
[vorgelegt von] L. Nowak

006079433 760.8||B-17||4

交響曲第八番ハ短調 : 第二稿(1890) (Ö
sterreichische Nationalbibliothek
Internationale Bruckner-Gesellschaft
miniature scores)

ブルックナー/L. ノーヴァク
[校訂]/Bruckner ;
[vorgelegt von] L. Nowak

006079434 760.8||B-17||8

交響曲第九番ニ短調 (Österreichische
Nationalbibliothek Internationale
Bruckner-Gesellschaft miniature scores)

ブルックナー/L. ノーヴァク
[校訂]/Bruckner ;
[vorgelegt von] L. Nowak

006079432 760.8||B-17||9

交響曲第一番 改訂版 = Revidierte
Fassung (Philharmonia miniature scores)

マーラー/Mahler 006079431 760.8||M-12||2-1

よくわかる音楽理論の教科書 秋山公良著 006079414 761||A-2

音のデザイン : 感性に訴える音をつくる 岩宮眞一郎著 006079410 761.1||I-1

音楽と人間と宇宙 : 世界の共鳴を科学す
る

エレナ・マネス著/佐々木千
恵訳

006079436 761.1||M-1

楽譜をまるごと読み解く本 (1冊でわかる
ポケット教養シリーズ)

西村理 [ほか] 著 006079445 761.2||N-1||2

指揮法教程 改訂新版 斎藤秀雄著 006079441 761.9||S-2||2

ティンパニストかく語りき 近藤高顯著 006079353 762.1||K-3

笑うマエストロ : 国立交響楽団の表と裏 尾崎晋也著 006079439 762.1||O-5

ヘルベルト・ブロムシュテット自伝 : 音楽こ
そわが天命

ヘルベルト・ブロムシュテッ
ト著/ユリア・スピノーラ聞き
手/力武京子訳

006079354 762.3||B-2

マエストロ・バッティストーニのぼくたちの
クラシック音楽

アンドレア・バッティストーニ
著/入江珠代訳

006079438 762.3||B-3

ベートーヴェン捏造 : 名プロデューサーは
嘘をつく

かげはら史帆著 006079446 762.3||K-4

ユーリー・テミルカーノフ モノローグ
ユーリー・テミルカーノフ
[述]/ジャミーリャ・ハガロ
ヴァ著/小川勝也訳

006079440 762.3||T-4
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アマチュアオーケストラに乾杯! : 素顔の
休日音楽家たち

畑農敏哉著 006079437 764.3||H-2

生き物としての力を取り戻す50の自然体
験 : 身近な野あそびから森で生きる方法
まで (Make: Japan books)

Surface & Architecture編 006079454 786||S-1

論破力 (朝日新書:689) ひろゆき著 006079394 809.6||N-2

1駅1題新TOEIC TEST文法特急 [1] 花田徹也著 006079420 830.7||H-57||1

はじめてのTOEIC L&Rテスト全パート総
合対策

塚田幸光著 006079473 830.7||T-44||2

出るとこ集中10日間!TOEICテスト : オー
ルカラーだからポイントがパッとわかる! 読
解編

八島晶著 006079489 830.7||Y-44||3

レプリカたちの夜 (新潮文庫:11005, い-
133-1)

一條次郎著 006079467 913.6||I-184

ペンチメント 茂木健一郎著 006079388 913.6||M-348

中島らも短篇小説コレクション : 美しい手
(ちくま文庫:[な48-2])

中島らも著/小堀純編 006079380 913.6||N-134

雪の断章 (創元推理文庫:467-04) 佐々木丸美著 006079468 913.6||S-234||1-2

ガール・イン・ザ・ダーク : 少女のためのゴ
シック文学館

高原英理編著 006079370 913.6||T-151

ねにもつタイプ (ちくま文庫:[き-30-1]) 岸本佐知子著 006079371 914.6||K-43

天の光はすべて星 (ハヤカワ文
庫:SF1679)

フレドリック・ブラウン著/田
中融二訳

006079376 933.7||B-22||2-2

クィディッチ今昔 (静山社ペガサス文
庫:[ロ-1-21]. ハリー・ポッター:21)

J. K. ローリング作/松岡佑
子訳

006079430 933.7||R-3-2||2

吟遊詩人ビードルの物語 (静山社ペガサ
ス文庫:[ロ-1-23]. ハリー・ポッター:23)

J. K. ローリング作/松岡佑
子訳

006079429 933.7||R-3-4||3

スキャナーに生きがいはない (ハヤカワ
文庫:7735. ハヤカワ文庫SF:SF2058/人類
補完機構全短篇:1)

コードウェイナー・スミス著/
伊藤典夫, 浅倉久志訳

006079372 933.7||S-47-2||1

アルファ・ラルファ大通り (ハヤカワ文
庫:7789. ハヤカワ文庫SF:SF2074/人類補
完機構全短篇:2)

コードウェイナー・スミス著/
伊藤典夫, 浅倉久志訳

006079373 933.7||S-47-2||2

三惑星の探求 (ハヤカワ文庫:8031. ハヤ
カワ文庫SF:SF2138/人類補完機構全短
篇:3)

コードウェイナー・スミス著/
伊藤典夫, 酒井昭伸訳

006079374 933.7||S-47-2||3

ノーストリリア : 人類補完機構 (ハヤカワ
文庫:SF1726)

コードウェイナー・スミス著/
浅倉久志訳

006079375 933.7||S-47||2

31歳で天才になった男 : サヴァンと共感
覚の謎に迫る実話

ジェイソン・パジェット, モ
リーン・シーバーグ著/服部
由美訳

006079387 936||P-3

未来のイヴ (光文社古典新訳文庫:[KAウ
9-1])

ヴィリエ・ド・リラダン著/高
野優訳

006079377 953.6||V-5

天使の蝶 (光文社古典新訳文庫:[KAフ5-
1])

プリーモ・レーヴィ著/関口
英子訳

006079378 973||L-1
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