
（2013/7/17学生選書ツアー）
分類 書名 ISBN 図書ID
総記 出版大崩壊 : 電子書籍の罠　(文春新書;798) 9784166607983 11113042644 
総記 C言語によるはじめてのアルゴリズム入門　改訂第3版 9784774136189 11113043533 
哲学 西洋人の神道観 : 日本人のアイデンティティーを求めて 9784309021850 11113039586 
哲学 意識は実在しない : 心・知覚・自由　(講談社選書メチエ;504) 9784062585064 11113042008 
哲学 哲学で何をするのか : 文化と私の「現実」から　(筑摩選書;0056) 9784480015600 11113042035 
哲学 宮崎の神話伝承 : その舞台55ガイド　(みやざき文庫;44) 9784860612160 11113040423 
哲学 中世日本の宗教テクスト体系 9784815807238 11113040462 
哲学 純粋理性批判　(光文社古典新訳文庫;[KBカ1-2]-[KBカ1-8];1) 9784334751982 11113040512 
哲学 僕は君たちに武器を配りたい 9784062170666 11113040536 

哲学
人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか　(新潮新
書;510)

9784106105104 11113040548 

哲学 武器としての決断思考　(星海社新書;1) 9784061385016 11113040587 
哲学 分析哲学講義　(ちくま新書;944) 9784480066466 11113040613 
哲学 日本人の死生観を読む : 明治武士道から「おくりびと」へ　(朝日選書;885) 9784022599858 11113043572 
哲学 大人のための哲学授業 : 「世界と自分」をもっと深く知るために 4479390928 11113045246 
歴史 江戸時代の天皇　(天皇の歴史;06) 9784062807364 11113042047 
歴史 天皇と宗教　(天皇の歴史;09) 9784062807395 11113042050 
歴史 天皇と芸能　(天皇の歴史;10) 9784062807401 11113042062 
歴史 古代日向・神話と歴史の間　(みやざき文庫;50) 9784860612467 11113040411 
歴史 歴史学のアクチュアリティ 9784130230650 11113040447 

社会科学 武士に「もの言う」百姓たち : 裁判でよむ江戸時代 9784794219459 11113040435 
社会科学 日本中世の母性と穢れ観　(塙選書;112) 9784827331127 11113040450 
社会科学 江戸の町奉行　(明石選書) 9784750337104 11113042086 
社会科学 リトル・ピープルの時代 9784344020245 11113040500 
社会科学 教室内 (スクール) カースト　(光文社新書;616) 9784334037192 11113040524 
社会科学 フリーランスの教科書　(星海社新書;27) 9784061385290 11113040551 
社会科学 武器としての交渉思考　(星海社新書;19) 9784061385153 11113040575 
社会科学 面接ではウソをつけ　(星海社新書;6) 9784061385061 11113040590 
社会科学 日本の「労働」はなぜ違法がまかり通るのか?　(星海社新書;32) 9784061385320 11113040601 
社会科学 キャリア教育のウソ　(ちくまプリマー新書;197) 9784480688996 11113040625 
社会科学 財務3表一体理解法 : 決算書がスラスラわかる　(朝日新書;044) 9784022731449 11113040637 

社会科学
日本人はなぜ株で損するのか? : 5000億円ファンド・マネージャーの京大
講義　(文春新書;840)

9784166608409 11113040652 

社会科学 臆病者のための裁判入門　(文春新書;883) 9784166608836 11113040664 
社会科学 障害者の就労と福祉的支援 : 日本における保護雇用のあり方と可能性 9784780306170 11113040741 
社会科学 障害者心理学への誘い : 支え合い、ともに生きるために 9784860152703 11113040777 
社会科学 自立と福祉 : 制度・臨床への学際的アプローチ 9784768435212 11113040792 
社会科学 図説よくわかる障害者総合支援法 9784805838532 11113040827 
社会科学 通史日本の障害者 : 明治・大正・昭和 9784750338040 11113039600 
社会科学 高校生と学ぶ死 : 「死の授業」の一年間 4389500368 11113048825 
社会科学 ポックリ信仰 : 長寿と安楽往生祈願　(慶友選書) 9784874492505 11113043545 
社会科学 「平穏死」のすすめ : 口から食べられなくなったらどうしますか 9784062160148 11113043102 
社会科学 日本人の死のかたち : 伝統儀礼から靖国まで　(朝日選書;755) 9784022598554 11113044407 
社会科学 いのち教育スピリチュアリティ 9784924297616 11113043607 
自然科学 宅間守精神鑑定書 : 精神医療と刑事司法のはざまで 9784750513102 11113040486 
自然科学 ガイドツアー複雑系の世界 : サンタフェ研究所講義ノートから 9784314010894 11113039598 
自然科学 世界で一番楽しい元素図鑑 9784767814902 11113040688 
自然科学 親子で学ぶ数学図鑑 : 基礎からわかるビジュアルガイド 9784422414119 11113040702 
自然科学 医動物学 9784525173265 11113040714 
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自然科学
トコトンやさしいイオン交換の本　(B&Tブックス;. 今日からモノ知りシリー
 ズ)

9784526070907 11113040738 

自然科学 障害受容再考 : 「障害受容」から「障害との自由」へ 9784895903387 11113040815 
自然科学 Cで計算! : 基礎からはじめるプログラミング 9784563015909 11113042163 
自然科学 死から生を考える : 新「死生学入門」金沢大学講義集 9784833019330 11113043560 

技術
トコトンやさしい洗浄の本　(B&Tブックス;. 今日からモノ知りシリーズ||キョ
ウ カラ モノシリ シリーズ)

4526057355 11113040726 

技術 エンジニアの流体力学 9784254201451 11113042100 
技術 制御工学 : 古典制御からロバスト制御へ　(機械工学基礎課程) 9784254237917 11113042112 
技術 はじめての機械要素 9784627668218 11113043495 
技術 わかりやすい現代制御理論 9784627921412 11113042124 
技術 流体の力学計算法　(機械計算法シリーズ) 9784501413309 11113042136 
技術 流体の基礎と応用　(わかりやすい機械教室) 4501413700 11113042148 
技術 現代制御理論通論　(システム制御シリーズ;3) 4563069035 11113042151 

技術
短期集中 : 動的システム入門　(工学系の数学入門;. 振動論と制御理論 ;
 続)

9784535786875 11113042175 

技術
メカトロニクスtheビギニング : 「機械」と「電子電気」と「情報」の基礎レシ
ピ

9784526063831 11113043506 

技術 絵とき機械設計基礎のきそ　(Machine design series;[正]) 4526056219 11113043518 
技術 仕組みがわかる機械加工と設計 9784274212512 11113043521 
技術 基礎から学ぶ実用機械の設計 9784274211638 11113042187 
技術 食といのち 9784163750903 11113043557 
産業 価値創造の思考法 9784492557228 11113042098 
産業 食料の世界地図 9784621081204 11113040691 
産業 エンジェルフライト : 国際霊柩送還士 9784087815139 11113042190 
芸術 カラヤン : 音楽が脳を育てる 9784418092239 11113042023 
言語 20歳の自分に受けさせたい文章講義　(星海社新書;9) 9784061385108 11113041033 
言語 独裁者の最強スピーチ術　(星海社新書;15) 9784061385177 11113040563 
言語 「編集手帳」の文章術　(文春新書;896) 9784166608966 11113040676 

言語
英語で経済・政治・社会を討論する技術と表現 : 「科学技術」「環境問題」
「医療問題」などさまざまな分野を英語で発信する　(Beret books)

9784860643478 11113040753 

言語
こなれた英文を書く技術 : ワンランク上のライティングを可能にする8つの
ワザ　(Beret books)

9784860643263 11113040765 

言語 書ける!英語ライティング問題 9784327452421 11113040780 
言語 あたりまえながらネイティブはなぜ英語を速く読めるのか 9784875687405 11113040803 

言語
IELTS(アイエルツ)テキスト&問題集　(Exam press;. IELTS試験学習書
||IELTS シケン ガクシュウショ)

9784798126272 11113040830 

言語 「考える」ための小論文　(ちくま新書;110) 4480057102 11113043584 
文学 詩学講義無限のエコー 9784766420043 11113040358 
文学 英国ゴシック小説の系譜 : 『フランケンシュタイン』からワイルドまで 9784766420210 11113040361 
文学 老ピノッキオ、ヴェネツィアに帰る 9784861823992 11113040373 
文学 英米詩への旅 9784794967558 11113042011 
文学 「悪知恵」のすすめ : ラ・フォンテーヌの寓話に学ぶ処世訓 9784860294007 11113040385 
文学 タイピー : 南海の愛すべき食人族たち　(シリーズ世界の文豪) 9784434160585 11113040397 
文学 古事記はいかに読まれてきたか : 「神話」の変貌 9784642080811 11113040408 
文学 古事記 : 神話と天皇を読み解く 9784404042071 11113042074 
文学 企業の究極の目的とは何か　(ザ・ゴール;[1]) 4478420408 11113040474 
文学 売れる作家の全技術 : 小説講座 : デビューだけで満足してはいけない 9784041102527 11113040498 
文学 ベストセラー小説の書き方　(朝日文庫) 4022611561 11113040640 
文学 道ありき : 青春編　(新潮文庫) 4101162026 11113043596 


