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伝わる!図表のつくり方が身につく本 永山嘉昭著 高橋書店 [2012.1] 811300868 農学部図書館2階カウン
ター前

002.7//ツタワ

日商PC検定試験プレゼン資料作成2級公式テキスト&問題集 : 日本商工会
議所

日本商工会議所編 FOM出版 2012.7 831300077 農学部図書館2階カウン
ター前

007.6//ニツシ

マーケティングと広告の心理学(朝倉実践心理学講座:2) 杉本徹雄編 朝倉書店 2013.5 811300686 農学部図書館開架図書 140.8//アサク//2

錯覚の科学
クリストファー・チャ
ブリス, ダニエル・シモ
ンズ著/木村博江訳

文藝春秋 2011.2 811300570 農学部図書館開架図書 145.5//サツカ

先送りせずにすぐやる人に変わる方法(中経の文庫:[さ-17-1]) 佐々木正悟著 中経出版 2011.12 831300101 農学部図書館2階カウン
ター前

159//サキオ

熊野八咫烏 山本殖生著 原書房 2012.12 811300277 農学部図書館開架図書 175.966//クマノ

137億年の物語 : 宇宙が始まってから今日までの全歴史
クリストファー・ロイ
ド著/野中香方子訳

文藝春秋 2012.9 811300731 農学部図書館開架図書 209//137

日本史と環境 : 人と自然(環境の日本史:1) 平川南編 吉川弘文館 2012.11 811300303 農学部図書館開架図書 210.04//カンキ//1
古代の暮らしと祈り(環境の日本史:2) 三宅和朗編 吉川弘文館 2013.2 811300336 農学部図書館開架図書 210.04//カンキ//2
中世の環境と開発・生業(環境の日本史:3) 井原今朝男編 吉川弘文館 2013.3 811300335 農学部図書館開架図書 210.04//カンキ//3
人々の営みと近世の自然(環境の日本史:4) 水本邦彦編 吉川弘文館 2013.1 811300324 農学部図書館開架図書 210.04//カンキ//4
自然利用と破壊 : 近現代と民俗(環境の日本史:5) 鳥越皓之編 吉川弘文館 2013.6 811300361 農学部図書館開架図書 210.04//カンキ//5
木の考古学 : 出土木製品用材データベース 伊東隆夫, 山田昌久編 海青社 2012.10 811300270 農学部図書館開架図書 210.2//キノコ

人文地理学辞典 普及版 山本正三 [ほか] 編 朝倉書店 2012.7 811300622 農学部図書館辞書ハンド
ブックコーナー

290.1//ジンブ

役に立つ地理学 伊藤修一 [ほか] 編 古今書院 2012.4 811300289 農学部図書館開架図書 290.1//ヤクニ
都市空間の見方・考え方 高橋伸夫 [ほか] 編著 古今書院 2013.6 811300269 農学部図書館開架図書 290.173//トシク

完訳日本奥地紀行 1(東洋文庫:819, 823, 828, 833) イザベラ・バード [著]/
金坂清則訳注

平凡社
2012.3-
2013.3 831300095 農学部図書館開架図書 291//カンヤ//1

完訳日本奥地紀行 2(東洋文庫:819, 823, 828, 833) イザベラ・バード [著]/
金坂清則訳注

平凡社
2012.3-
2013.3 831300096 農学部図書館開架図書 291//カンヤ//2

完訳日本奥地紀行 3(東洋文庫:819, 823, 828, 833) イザベラ・バード [著]/
金坂清則訳注

平凡社
2012.3-
2013.3 831300097 農学部図書館開架図書 291//カンヤ//3

完訳日本奥地紀行 4(東洋文庫:819, 823, 828, 833) イザベラ・バード [著]/
金坂清則訳注

平凡社
2012.3-
2013.3 831300098 農学部図書館開架図書 291//カンヤ//4

九州・沖縄 : 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島
県・沖縄県(日本の地誌:10)

野澤秀樹, 堂前亮平, 手
塚章編

朝倉書店 2012.11 811300369 農学部図書館開架図書 291.08//ニホン//10

公共政策の歴史と理論 笠原英彦, 桑原英明編著 ミネルヴァ書房 2013.4 811300320 農学部図書館開架図書 301//コウキ

日本/権力構造の謎 上 カレル・ヴァン・ウォ
ルフレン著/篠原勝訳

早川書房 1990.9 811300033 農学部図書館開架図書 302.1//ニホン//1

日本/権力構造の謎 下 カレル・ヴァン・ウォ
ルフレン著/篠原勝訳

早川書房 1990.9 811300034 農学部図書館開架図書 302.1//ニホン//2

社会的なもののために
市野川容孝, 宇城輝人[編
著]/宇野重規 [ほか著] ナカニシヤ出版 2013.2 811300367 農学部図書館開架図書 304//シヤカ

政治・経済 2015年度版(過去問ダイレクトナビ : 上・中級公務員試験) 資格試験研究会編 実務教育出版 2009.11- 831300103 農学部図書館2階カウン
ター前

317.4//カコモ//2015

物理・化学 2015年度版(過去問ダイレクトナビ : 上・中級公務員試験) 資格試験研究会編 実務教育出版 2009.12- 831300104 農学部図書館2階カウン
ター前

317.4//カコモ//2015

生物・地学 2015年度版(過去問ダイレクトナビ : 上・中級公務員試験) 資格試験研究会編 実務教育出版 2009.12- 831300105 農学部図書館2階カウン
ター前

317.4//カコモ//2015

公務員試験受かる勉強法落ちる勉強法 : これが「最速受験術」だ! 2015年
度版

「合格への道」研究会
編著

洋泉社 2006.1- 831300108 農学部図書館2階カウン
ター前

317.4//コウム//2015

テキストブック地方自治 第2版 村松岐夫編 東洋経済新報社 2010.2 811300401 農学部図書館開架図書 318//テキス
概説日本の地方自治 第2版 新藤宗幸, 阿部斉著 東京大学出版会 2006.3 811300430 農学部図書館開架図書 318.2//ガイセ

脱成長の地域再生
神野直彦, 高橋伸彰編著/
星野泉 [ほか著] NTT出版 2010.12 811300333 農学部図書館開架図書 318.6//ダツセ

仕事おこしワークショップ 傘木宏夫著 自治体研究社 2012.10 811300449 農学部図書館開架図書 318.8//シゴト
ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ : 原子力を受け入れた日本(ちくまプリマー
新書:165) 田口ランディ著 筑摩書房 2011.9 811300426 農学部図書館新書本コー

ナー
319.8//ヒロシ

教養としての経済学 : 生き抜く力を培うために 一橋大学経済学部編 有斐閣 2013.2 811300558 農学部図書館開架図書 331//キヨウ

経済学入門 林直嗣著
新世社/サイエン
ス社 (発売) 2013.3 811300296 農学部図書館開架図書 331//ケイザ

賃労働と資本 改版(岩波文庫:白-124-6, 34-124-6) カール・マルクス著/長
谷部文雄訳

岩波書店 1981.7 811300883 農学部図書館開架図書 331.6//チンロ

Understanding national accounts François Lequiller,
Derek Blades

Organisation for
Economic Co-
operation and
Development

c2006 811300687 農学部図書館開架図書 331.86//UND

昭和経済史(岩波現代文庫:学術:176) 中村隆英著 岩波書店 2007.5 811300036 農学部図書館開架図書 332.1//シヨウ
証言戦後日本経済 : 政策形成の現場から 宮崎勇著 岩波書店 2005.9 811300046 農学部図書館開架図書 332.1//シヨウ
都市に村をつくる : 「協同組合コミュニティ」に根ざした国づくりのため
に

石見尚著 日本経済評論社 2012.9 811300582 農学部図書館開架図書 335.6//トシニ

会社のものさし : 実学「読む」経営指標入門 本合暁詩著 東洋経済新報社 2011.8 811300373 農学部図書館開架図書 336.83//カイシ

企業分析入門 第2版

K・G・パレプ, P・M・
ヒーリー, V・L・バー
ナード著/筒井知彦 [ほ
か] 訳

東京大学出版会 2001.12 811300375 農学部図書館開架図書 336.83//キギヨ

財務諸表読解入門 : 企業の経営戦略を決算書から見抜く 高田直芳著 日本実業出版社 2011.1 811300031 農学部図書館開架図書 336.83//ザイム

財務諸表分析と証券評価
S.H. ペンマン著/杉本徳
栄, 井上達男, 梶浦昭友
訳

白桃書房 2005.6 811300545 農学部図書館開架図書 336.83//ザイム

アンソニー会計学入門 第2版
ロバート・アンソニー,
レスリー・ブライト
ナー著/西山茂監訳

東洋経済新報社 2007.4 811300374 農学部図書館開架図書 336.9//アンソ
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ほんとうにわかる財務諸表 : 決定版 高田直芳著

PHPエディター
ズ・グループ
/PHP研究所 (発
売)

2012.8 811300253 農学部図書館開架図書 336.92//ホント

予算国家の「危機」 : 財政社会学から日本を考える 大島通義著 岩波書店 2013.3 811300364 農学部図書館開架図書 341//ヨサン

どうせ払うなら住民税より環境税(幻冬舎ルネッサンス新書:017) 赤塚裕彦著
幻冬舎ルネッサン
ス

2010.6 831300099 農学部図書館新書本コー
ナー

345.1//ドウセ

データ社会を生き抜くための武器と教養(統計学が最強の学問である:[正
編]) ダイヤモンド社 2013.1 811300721 農学部図書館開架図書 350.1//トウケ

日本国勢図会 2013/14年版 矢野恒太記念会編 日本評論社 1927- 811300139 農学部図書館開架図書 351//ニホン//2013-14

リスク化する日本社会 : ウルリッヒ・ベックとの対話
ウルリッヒ・ベック, 鈴
木宗徳, 伊藤美登里編/三
上剛史 [ほか執筆]

岩波書店 2011.7 811300366 農学部図書館開架図書 361.04//リスク

ソーシャル・キャピタルで解く社会的孤立 : 重層的予防策とソーシャルビ
ジネスへの展望

稲葉陽二, 藤原佳典編著 ミネルヴァ書房 2013.1 811300299 農学部図書館開架図書 361.3//ソシヤ

「選択」の神話 : 自由の国アメリカの不自由
ケント・グリンフィー
ルド [著]/高橋洋訳

紀伊國屋書店 2012.12 811300325 農学部図書館開架図書 361.4//センタ

現代日本の地域分化 : センサス等の市町村別集計に見る地域変動のダイナ
ミックス

蓮見音彦著 東信堂 2012.7 811300408 農学部図書館開架図書 361.7//ゲンダ

「格差」の戦後史 : 階級社会日本の履歴書(河出ブックス:003) 橋本健二著 河出書房新社 2009.10 811300038 農学部図書館開架図書 361.8//カクサ
新・社会調査へのアプローチ : 論理と方法 大谷信介 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房 2013.4 811300048 農学部図書館開架図書 361.9//シヤカ

社会保障と福祉国家のゆくえ
齋藤純一, 宮本太郎, 近
藤康史編者

ナカニシヤ出版 2011.6 811300476 農学部図書館開架図書 364//シヤカ

若者が働きはじめるとき : 仕事、仲間、そして社会(どう考える?ニッポン
の教育問題) 乾彰夫著 日本図書センター 2012.9 811300576 農学部図書館開架図書 366.021//ワカモ

労働総覧 平成25年版 労働省編 労働法令協会 1992- 831300082 農学部図書館辞書ハンド
ブックコーナー

366.1//ロウド//H25

新・労働法実務相談 : 職場トラブル解決のためのQ&A417問 新版(労政時
報:別冊) 労務行政研究所編 労務行政 2010.3 811300571 農学部図書館開架図書 366.14//シンロ

労働基準法解釈総覧 [平成23年版] 労働法令協会 1953- 811300617 農学部図書館開架図書 366.14//ロウド//H25

労働法全書 平成25年版 労務行政研究所編 労務行政 2005.10- 831300083 農学部図書館辞書ハンド
ブックコーナー

366.14//ロウド//H25

労働法 第4版 水町勇一郎著 有斐閣 2012.3 811300580 農学部図書館開架図書 366.14//ロウド

障害者の福祉的就労の現状と展望 : 働く権利と機会の拡大に向けて 松井亮輔, 岩田克彦編著 中央法規出版 2011.11 811300399 農学部図書館開架図書 366.28//シヨウ

20代のための「キャリア」と「仕事」入門(講談社現代新書:2235) 塩野誠著 講談社 2013.11 811300859 農学部図書館2階カウン
ター前

366.29//20ダ

美しい村に放射能が降った : 飯舘村長・決断と覚悟の120日(ワニブックス
「Plus」新書:058) 菅野典雄著

ワニ・プラス/ワ
ニブックス (発売) 2011.8 811300309 農学部図書館新書本コー

ナー
369.3//ウツク

これから防災を学ぶ人のための地域防災学入門
熊本大学防災まちづく
り研究会編

成文堂 2010.3 811300024 農学部図書館開架図書 369.3//コレカ

津波と原発 佐野眞一著 講談社 2011.6 811300301 農学部図書館開架図書 369.31//ツナミ

東日本大震災 : 3.11あの日を忘れないでほしい

土木学会土木学会誌編
集委員会東日本大震災
～3.11あの日を忘れな
いでほしい～編集小委
員会編

土木学会/丸善出
版 (発売) 2013.3 811300412 農学部図書館開架図書 369.31//ヒガシ

復興の大義 : 被災者の尊厳を踏みにじる新自由主義的復興論批判(農文協
ブックレット:3) 農山漁村文化協会編 農山漁村文化協会 2011.10 811300568 農学部図書館開架図書 369.31//フツコ

3・11とチェルノブイリ法 : 再建への知恵を受け継ぐ 尾松亮著 東洋書店 2013.3 811300418 農学部図書館開架図書 369.36//311

犠牲のシステム福島・沖縄(集英社新書:0625C) 高橋哲哉著 集英社 2012.1 811300436 農学部図書館新書本コー
ナー

369.36//ギセイ

原発避難民 : 慟哭のノート 大和田武士, 北澤拓也編 明石書店 2013.3 811300609 農学部図書館開架図書 369.36//ゲンパ

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 811300040 農学部図書館開架図書 370.4//ゲンジ

産業教育・職業教育学ハンドブック 日本産業教育学会編 大学教育出版 2013.1 811300396 農学部図書館開架図書 375.6//サンギ
英語で英語を読む授業 卯城祐司編著 研究社 2011.1 811300740 農学部図書館開架図書 375.893//エイゴ

国民の修身 [低学年用] 渡部昇一監修
産経新聞出版/日
本工業新聞社 (発
売)

2012.7- 831300093 農学部図書館開架図書 375.9//コクミ

国民の修身 高学年用 渡部昇一監修
産経新聞出版/日
本工業新聞社 (発
売)

2012.7- 831300094 農学部図書館開架図書 375.9//コクミ

学歴革命 : 秋田発国際教養大学の挑戦 中嶋嶺雄著 ベストセラーズ 2012.3 811300737 農学部図書館開架図書 377.28//ガクレ
スタンフォード : 21世紀を創る大学 ホーン川嶋瑤子著 東信堂 2012.3 811300739 農学部図書館開架図書 377.28//スタン

就活女子 ツカダマモル編著 ナカニシヤ出版 2013.8 811300871 農学部図書館2階カウン
ター前

377.9//シユウ

内定率100%!先輩たちの「就活ノート」 加藤清紀著 光文社 2010.5 811300865 農学部図書館2階カウン
ター前

377.9//ナイテ

内定の5力 (ごじから) : 考える力書く力話す力聴く力時間力 白潟敏朗著 中経出版 2010.9 811300872 農学部図書館2階カウン
ター前

377.9//ナイテ

面接の10分前、1日前、1週間前にやるべきこと : 会場に行く電車の中でも
「挽回」できる! 海老原嗣生著 プレジデント社 2010.3 811300875 農学部図書館2階カウン

ター前
377.9//メンセ

私たちはこう言った!こう書いた!合格実例集&セオリー : 内定勝者 : エント
リーシート、履歴書、面接、志望動機、自己PR 2015 面接編

キャリアデザインプロ
ジェクト編著

PHP研究所 2005.1- 831300106 農学部図書館2階カウン
ター前

377.9//ワタク//2015

私たちはこう言った!こう書いた!合格実例集&セオリー : 内定勝者 : エント
リーシート、履歴書、面接、志望動機、自己PR 2015 エントリーシート編

キャリアデザインプロ
ジェクト編著

PHP研究所 2005.1- 831300107 農学部図書館2階カウン
ター前

377.9//ワタク//2015

「速さ」は「努力」にまさる!(図解超高速勉強法) 椋木修三著 経済界 2004.11 811300869 農学部図書館2階カウン
ター前

379.7//ハヤサ

火と食(食の文化フォーラム:30) 朝倉敏夫編 ドメス出版 2012.9 811300021 農学部図書館開架図書 383.8//ヒトシ
麵の文化史(講談社学術文庫:[1774]) 石毛直道 [著] 講談社 2006.8 811300039 農学部図書館開架図書 383.8//メンノ
生きていく民俗 : 生業の推移(河出文庫) 宮本常一著 河出書房新社 2012.7 811300037 農学部図書館開架図書 384.3//イキテ
理科年表 机上版 第87冊(平成26年) 東京天文台編纂 丸善 1975- 811300856 農学部図書館開架図書 403.6//リカネ//2014



書名 著者名 出版者 出版日付 資料ID 所在 請求記号
科学英語論文の赤ペン添削講座 : はじめてでも書ける! : 実例で身に付く! :
アクセプトされる論文を書くコツと鉄則

山口雄輝著 羊土社 2005.3 811300575 農学部図書館開架図書 407//カガク

数学史 佐々木力著 岩波書店 2010.2 811300345 農学部図書館開架図書 410.2//スウガ

不可能、不確定、不完全 : 「できない」を証明する数学の力(ハヤカワ文
庫:7108. ハヤカワ文庫NF:NF383 .)

ジェイムズ・D. スタイ
ン著 : 熊谷玲美, 田沢恭
子, 松井信彦訳

早川書房 2012.11 811300432 農学部図書館開架図書 410.9//フカノ

やさしく学べる微分方程式 石村園子著 共立出版 2003.11 811300321 農学部図書館開架図書 413.6//ヤサシ

ユークリッド原論 追補版

[ユークリッド
著]/[I.L.Heiberg編集]/中
村幸四郎 [ほか] 訳・解
説

共立出版 2011.5 811300339 農学部図書館開架図書 414//ユクリ

Rによるデータサイエンス : データ解析の基礎から最新手法まで 金明哲著 森北出版 2007.10 811300411 農学部図書館開架図書 417//Rニヨ

意味がわかる統計解析 : まずはこの一冊から(Beret science) 涌井貞美著 ベレ出版 2013.2 811300857 農学部図書館2階カウン
ター前

417//イミガ

検定力分析入門(Rで学ぶ最新データ解析) 豊田秀樹編著 東京図書 2009.11 811300397 農学部図書館開架図書 417//ケンテ

自然は方程式で語る : 力学読本 大島隆義著 名古屋大学出版会 2012.9 811300581 農学部図書館開架図書 423//シゼン

高分子の構造と物性
松下裕秀編著/佐藤尚弘
[ほか] 著 講談社 2013.5 811300362 農学部図書館開架図書 428.1//コウブ

化学版これを英語で言えますか? 齋藤勝裕, 増田秀樹著 講談社 2013.1 811300343 農学部図書館開架図書 430.7//カガク

基礎高分子科学 演習編 高分子学会編 東京化学同人
2006.7-
2011.7 811300410 農学部図書館開架図書 431.9//キソコ

分析化学における測定値の信頼性 : 考え方と記載方法 上本道久著 日刊工業新聞社 2013.4 811300569 農学部図書館開架図書 433//ブンセ
ICP発光分析の基礎と応用 原口紘炁著 講談社 1986.10 811300295 農学部図書館開架図書 433.5//ICP
ICP発光分析・ICP質量分析の基礎と実際 : 装置を使いこなすために :
Inductively coupled plasma

日本分析化学会関東支
部編/上本道久監修

オーム社 2008.5 811300356 農学部図書館開架図書 433.5//ICP

Identification of essential oil components by gas chromatography/mass
spectroscopy 4th ed Robert P. Adams Allured Pub. Co. c2007 811300641 農学部図書館開架図書 433.9//IDE

ArcGIS Desktop逆引きガイド : バージョン10対応
ESRIジャパン株式会社
著

ESRIジャパン 2011.8 811300028 農学部図書館開架図書 448.9//ARC

ArcGIS for desktop逆引きガイド : 10.1 & 10.2対応
ESRIジャパン株式会社
著

ESRIジャパン 2013.7 811300861 農学部図書館2階カウン
ター前

448.9//ARC

潮汐混合とオホーツク海・ベーリング海 : その物理・化学・生物過程 : 総
特集(月刊海洋:号外No.50) 海洋出版 2008.11 811300441 農学部図書館開架図書 452.6//チヨウ

岩波生物学辞典 第5版 巌佐庸 [ほか] 編集 岩波書店 2013.2 811300563 農学部図書館辞書ハンド
ブックコーナー

460.33//イワナ

ゲノムが拓く生態学 : 遺伝子の網羅的解析で迫る植物の生きざま(種生物学
研究:第34号)

種生物学会編/永野惇, 森
長真一責任編集

文一総合出版 2011.7 811300736 農学部図書館開架図書 460.8//シユセ//34

発生生物学(図解生物科学講座:3) 浅島誠編著 朝倉書店 1996.7 811300444 農学部図書館開架図書 460.8//ズカイ//3

生態学のためのベイズ法
Michael A. McCarthy著/
野間口眞太郎訳

共立出版 2009.3 811300330 農学部図書館開架図書 461.9//セイタ

細胞の分子生物学 第5版 Bruce Alberts [ほか] 著/
青山聖子 [ほか] 翻訳

ニュートンプレス 2010.2 811300256 農学部図書館開架図書 463//サイボ

細胞の分子生物学 第5版 Bruce Alberts [ほか] 著/
青山聖子 [ほか] 翻訳

ニュートンプレス 2010.2 811300340 農学部図書館開架図書 463//サイボ

疾患克服をめざしたケミカルバイオロジー : がん医療や創薬に貢献するin
vivoイメージングと生体機能解析・制御の最前線(実験医学:増刊 Vol.30
No.7 (2012))

浦野泰照編集 羊土社 2012.5 811300574 農学部図書館開架図書 464//シツカ

生命元素事典(Ohm bio science books) 桜井弘編 オーム社 2006.3 811300730 農学部図書館開架図書 464//セイメ
目的別で選べる核酸実験の原理とプロトコール : 分離・精製からコンスト
ラクト作製まで, 効率を上げる条件設定の考え方と実験操作が必ずわかる
(実験医学:別冊)

平尾一郎, 胡桃坂仁志編 羊土社 2011.6 811300573 農学部図書館開架図書 464.27//モクテ

コリンズとラインの微生物学実験法
C.H.コリンズ [ほか] 編
著/本庄重男, 新井秀雄,
長島功訳

緑風出版 2013.2 811300566 農学部図書館開架図書 465//コリン

微生物学(ベーシックマスター) 井上明編 オーム社 2006.11 811300025 農学部図書館開架図書 465//ビセイ
微生物の分類・同定実験法 : 分子遺伝学・分子生物学的手法を中心に
(Springer lab manual)

鈴木健一朗, 平石明, 横
田明編

丸善出版 2012.6 811300348 農学部図書館開架図書 465.07//ビセイ

ゲノム微生物学 木村光編 丸善出版 2012.7 811300347 農学部図書館開架図書 465.3//ゲノム

利己的な遺伝子 増補新装版 : 新装版
リチャード・ドーキン
ス [著]/日高敏隆 [ほか]
訳

紀伊國屋書店 2006.5 811300326 農学部図書館開架図書 467.2//リコテ

ワトソン遺伝子の分子生物学 第6版
James D.Watson [ほか]
著/滋賀陽子, 中塚公子,
宮下悦子訳

東京電機大学出版
局

2010.10 811300688 農学部図書館開架図書 467.2//ワトソ

ゲノムが語る23の物語
マット・リドレー著/中
村桂子, 斉藤隆央訳

紀伊國屋書店 2000.12 811300342 農学部図書館開架図書 467.3//ゲノム

次世代シークエンサー : 目的別アドバンストメソッド(細胞工学:別冊) 菅野純夫, 鈴木穣監修
学研メディカル秀
潤社/学研マーケ
ティング (発売)

2012.9 811300358 農学部図書館開架図書 467.3//ジセダ

赤の女王 : 性とヒトの進化(翔泳選書) マット・リドレー著/長
谷川真理子訳

翔泳社 1995.1 811300613 農学部図書館開架図書 467.5//アカノ

破壊する創造者 : ウイルスがヒトを進化させた
フランク・ライアン著/
夏目大訳

早川書房 2011.1 811300357 農学部図書館開架図書 467.5//ハカイ

Global change in multispecies systems 1st ed pt. 1(Advances in ecological
research:v. 46-47)

edited by Ute Jacob,
Guy Woodward

Elsevier/Academi
c Press 2012 811300381 農学部図書館開架図書 468//ADV//46

Metabolic ecology : a scaling approach : pbk
edited by Richard M.
Sibly, James H. Brown,
Astrid Kodric-Brown

Wiley-Blackwell 2012 811300380 農学部図書館開架図書 468//MET

淡水生態学のフロンティア(シリーズ現代の生態学:9) 日本生態学会編 共立出版 2012.3 811300332 農学部図書館開架図書 468.08//シリズ//9

いっしょに探そう野山の花たち : 花色と形でわかる野草図鑑 馬場多久男 [ほか] 編著 信濃毎日新聞社 2012.5 811300620 農学部図書館開架図書 470.38//イツシ

世界で一番美しい果実図鑑
ヴォルフガング・シュ
トゥッピー, ロブ・ケス
ラー著/武井摩利訳

創元社 2012.11 811300585 農学部図書館開架図書 471.1//セカイ

Plant nutrition and soil fertility manual 2nd ed : pbk J. Benton Jones, Jr CRC Press c2012 811300969 農学部図書館開架図書 471.3//PLA



書名 著者名 出版者 出版日付 資料ID 所在 請求記号

花粉の世界をのぞいてみたら : 驚きのミクロの構造と生態の不思議
医学生物学電子顕微鏡
技術学会編

エヌ・ティー・エ
ス

2012.8 811300267 農学部図書館開架図書 471.3//カフン

植物はそこまで知っている : 感覚に満ちた世界に生きる植物たち
ダニエル・チャモ
ヴィッツ著/矢野真千子
訳

河出書房新社 2013.4 811300300 農学部図書館開架図書 471.3//シヨク

クロロフィル : 構造・反応・機能 三室守編 裳華房 2011.3 811300452 農学部図書館開架図書 471.4//クロロ

植物色素フラボノイド
武田幸作, 齋藤規夫, 岩
科司編

文一総合出版 2013.6 811300350 農学部図書館開架図書 471.4//シヨク

The molecular life of plants : pbk. : alk. paper Russell Jones ... [et al.] Wiley-Blackwell 2013 811300885 農学部図書館開架図書 471.7//MOL
新しい植物分類学 1 戸部博, 田村実編著 講談社 2012 811300271 農学部図書館開架図書 471.8//アタラ//1
新しい植物分類学 2 戸部博, 田村実編著 講談社 2012 811300272 農学部図書館開架図書 471.8//アタラ//2

植生景観史入門 : 百五十年前の植生景観の再現とその後の移り変わり 原田洋, 井上智著 東海大学出版会 2012.4 811300406 農学部図書館開架図書 472.137//シヨク

Endophytes of forest trees : biology and applications pbk.(Forestry
sciences:80)

edited by Anna Maria
Pirttilä, A. Carolin Frank 811300970 農学部図書館開架図書 474.7//END

菌類の事典 日本菌学会編集 朝倉書店 2013.10 811300724 農学部図書館開架図書 474.7//キンル

Reseach(The wildlife techniques manual:volume 1) edited by Nova J. Silvy Johns Hopkins
University Press c2012 811300383 農学部図書館開架図書 480//WIL//1

Management(The wildlife techniques manual:volume 2) edited by Nova J. Silvy Johns Hopkins
University Press c2012 811300384 農学部図書館開架図書 480//WIL//2

生息地復元のための野生動物学 M.L.モリソン著 朝倉書店 2007.9 811300386 農学部図書館開架図書 480.79//セイソ
野生動物管理 : 理論と技術 羽山伸一 [ほか] 編 文永堂出版 2012.5 811300616 農学部図書館開架図書 480.9//ヤセイ
マウスの発生 : 走査電顕アトラス 牛木辰男 [ほか] 著 岩波書店 2003.2 811300341 農学部図書館開架図書 481.2//マウス

哺乳類 1(日本動物大百科:第1-2巻) 川道武男編集 平凡社
1996.2-
1996.3 811300862 農学部図書館2階カウン

ター前
482.1//ニホン//1

哺乳類 2(日本動物大百科:第1-2巻) 川道武男編集 平凡社
1996.2-
1996.3 811300863 農学部図書館2階カウン

ター前
482.1//ニホン//2

エビ・カニ・ザリガニ : 淡水甲殻類の保全と生物学 川井唯史, 中田和義編 生物研究社 2011.12 811300443 農学部図書館開架図書 485.3//エビカ
むし学 青木淳一著 東海大学出版会 2011.9 811300402 農学部図書館開架図書 486//ムシガ
シロアリの事典 吉村剛 [ほか] 編 海青社 2012.12 811300329 農学部図書館開架図書 486.32//シロア

日本鳥の巣図鑑 : 小海途銀次郎コレクション(大阪市立自然史博物館叢書:5)
小海途銀次郎, 和田岳著/
大阪市立自然史博物館,
大阪自然史センター編

東海大学出版会 2011.8 811300621 農学部図書館開架図書 488.1//ニホン

日本の外来哺乳類 : 管理戦略と生態系保全
山田文雄, 池田透, 小倉
剛編

東京大学出版会 2011.12 811300451 農学部図書館開架図書 489//ニホン

身近で観察するコウモリの世界 : 町を飛ぶ不思議な野生動物(子供の科学・
サイエンスブックス) 大沢夕志, 大沢啓子著 誠文堂新光社 2012.7 811300389 農学部図書館開架図書 489.42//ミジカ

リスの生態学(Natural history) 田村典子著 東京大学出版会 2011.9 811300398 農学部図書館開架図書 489.47//リスノ
臓器円環による生体恒常性のダイナミクス : 神経・免疫・循環・内分泌系
の連関による維持, ライフステージに応じた変容と破綻(実験医学:増刊
vol.31 no.5(2013))

永井良三, 入來篤史編集 羊土社 2013.3 811300572 農学部図書館開架図書 490.7//ゾウキ

超!文献管理ソリューション : PubMed/医中誌検索からクラウド活用まで 讃岐美智義著
学研メディカル秀
潤社/学研マーケ
ティング (発売)

2011.6 811300733 農学部図書館開架図書 490.7//チヨウ

組織細胞生物学
Abraham L.
Kierszenbaum著

南江堂 2006.4 811300612 農学部図書館開架図書 491.11//ソシキ

ラングマン人体発生学 第10版 T・W・サドラー著/安田
峯生訳

メディカル・サイ
エンス・インター
ナショナル

2010.9 811300337 農学部図書館開架図書 491.2//ラング

生命科学のための機器分析実験ハンドブック : 分光分析, 顕微解析, 磁気共
鳴分析, 質量分析, イメージング解析などのあらゆる分析機器のプロトコー
ルを完全網羅(実験医学:別冊)

西村善文編集 羊土社 2007.8 811300608 農学部図書館開架図書 491.4//セイメ

ミムス微生物学 : カラー版
R.V.ゲーリング [ほか]
著/中込治監訳

西村書店 2012.3 811300395 農学部図書館開架図書 491.7//ミムス

ひと目でわかる微生物検査アトラス 第2版 木下承晧編集 金原出版 2013.3 811300353 農学部図書館開架図書 492.18//ヒトメ

幹細胞(再生医療叢書:1) 山中伸弥, 中内啓光編集 朝倉書店 2012.10 811300424 農学部図書館開架図書 492.89//サイセ//1

組織工学(再生医療叢書:2) 岡野光夫, 大和雅之編集
/[荏原充宏ほか執筆] 朝倉書店 2013.3 811300425 農学部図書館開架図書 492.89//サイセ//2

低線量汚染地域からの報告 : チェルノブイリ26年後の健康被害 馬場朝子, 山内太郎著 NHK出版 2012.9 811300283 農学部図書館開架図書 493.195//テイセ

封印された「放射能」の恐怖 : フクシマ事故で何人がガンになるのか
クリス・バズビー著/飯
塚真紀子訳

講談社 2012.7 811300302 農学部図書館開架図書 493.195//フウイ

心と体のクロストークから解く精神・神経疾患 : 発症基盤・病態生理を担
う分子カスケードから臨床応用まで(実験医学:増刊 Vol.30 no.13 (2012)) 櫻井武, 澤明編集 羊土社 2012.8 811300607 農学部図書館開架図書 493.7//ココロ

エンブリオロジスト : 受精卵を育む人たち 須藤みか著 小学館 2010.1 811300371 農学部図書館開架図書 495.48//エンブ

卵子老化の真実(文春新書:906) 河合蘭著 文藝春秋 2013.3 811300619 農学部図書館新書本コー
ナー

495.6//ランシ

衛生・公衆衛生学 第7版 山本玲子編著/上原鳴夫
[ほか] 著

アイ・ケイコーポ
レーション

2012.4 811300029 農学部図書館開架図書 498//エイセ

毒物劇物取扱ハンドブック 第2版 日本薬剤師会編集 じほう 2012.9 811300268 農学部図書館開架図書 498.12//ドクブ

食品学 : 食品成分と機能性 第2版補訂(スタンダード栄養・食物シリーズ:5) 久保田紀久枝, 森光康次
郎編

東京化学同人 2011.4 811300019 農学部図書館開架図書 498.5//スタン//5

食品加工貯蔵学 第2版(スタンダード栄養・食物シリーズ:7) 本間清一, 村田容常編 東京化学同人 2011.9 811300020 農学部図書館開架図書 498.5//スタン//7

解剖・生理学(スタンダード栄養・食物シリーズ:3. 人体の構造と機能:1) 近藤和雄[ほか]編 東京化学同人 2003.6 811300475 農学部図書館開架図書 498.5//スタン//3-1

生化学(スタンダード栄養・食物シリーズ:3. 人体の構造と機能:2) 近藤和雄 [ほか] 編 東京化学同人 2003.5 811300442 農学部図書館開架図書 498.5//スタン//3-2

食品機能学への招待 : 生活習慣病予防と機能性食品 新版
須見洋行, 矢田貝智恵子
共著

三共出版 2013.4 811300409 農学部図書館開架図書 498.51//シヨク

食品学実験書 第2版第5刷(補訂) 藤田修三, 山田和彦編著/
磯部由香 [ほか] 著 医歯薬出版 2006.1 811300346 農学部図書館開架図書 498.53//シヨク

食卓にあがった放射能 : 新装版
高木仁三郎, 渡辺美紀子
著

七つ森書館 2011.4 811300446 農学部図書館開架図書 498.54//シヨク

食べ物と健康食品の安全(健康・栄養科学シリーズ) 有薗幸司編集 南江堂 2013.4 811300445 農学部図書館開架図書 498.54//タベモ
生薬学・天然物化学 第2版(ベーシック薬学教科書シリーズ:7) 吉川雅之編 化学同人 2012.4 811300338 農学部図書館開架図書 499.8//シヨウ
図解でわかるはじめての材料力学 有光隆著 技術評論社 1999.3 811300323 農学部図書館開架図書 501//ズカイ



書名 著者名 出版者 出版日付 資料ID 所在 請求記号

探求 : エネルギーの世紀 上 ダニエル・ヤーギン著/
伏見威蕃訳

日本経済新聞出版
社

2012.4 811300578 農学部図書館開架図書 501.6//タンキ//1

探求 : エネルギーの世紀 下 ダニエル・ヤーギン著/
伏見威蕃訳

日本経済新聞出版
社

2012.4 811300579 農学部図書館開架図書 501.6//タンキ//2

化学分析 2013(JISハンドブック:31, 49) 日本規格協会編 日本規格協会 1992- 831300080 農学部図書館開架図書 509.13//カガク//2013

自然再生への挑戦 : 応用生態工学の視点から
応用生態工学序説編集
委員会編

学報社/大学図書
(発売) 2007.12 811300351 農学部図書館開架図書 510//シゼン

近代日本土木人物事典 : 国土を築いた人々 高橋裕, 藤井肇男共著 鹿島出版会 2013.6 811300567 農学部図書館辞書ハンド
ブックコーナー

510.35//キンダ

液状化対策工法(地盤工学・実務シリーズ:18) 地盤工学会液状化対策
工法編集委員会編集

地盤工学会/丸善
出版事業部 (発売) 2004.7 811300404 農学部図書館開架図書 511.3//エキジ

地盤工学(ゼロから学ぶ土木の基本) 内村太郎著 オーム社 2013.2 811300360 農学部図書館開架図書 511.3//ジバン

土質力学 第8版 河上房義, 森芳信, 柳沢
栄司共著

森北出版 2012.9 811300023 農学部図書館開架図書 511.3//ドシツ

土質力学入門 三田地利之著 森北出版 2013.5 811300400 農学部図書館開架図書 511.3//ドシツ

コンクリート標準示方書 : 2012年制定 設計編

土木学会コンクリート
委員会コンクリート標
準示方書改訂小委員会
編

土木学会/丸善出
版 (発売) 2013.3 811300390 農学部図書館開架図書 511.7//コンク

コンクリート標準示方書 : 2012年制定 施工編

土木学会コンクリート
委員会コンクリート標
準示方書改訂小委員会
編

土木学会/丸善出
版 (発売) 2013.3 811300391 農学部図書館開架図書 511.7//コンク

コンクリート標準示方書 : 2012年制定 基本原則編

土木学会コンクリート
委員会コンクリート標
準示方書改訂小委員会
編

土木学会/丸善出
版 (発売) 2013.3 811300393 農学部図書館開架図書 511.7//コンク

測量実習指導書 2007年版
土木学会出版委員会測
量実習指導書編集小委
員会編集

土木学会 : 丸善 2007.3 811300387 農学部図書館開架図書 512.07//ソクリ

水理実験指導書 平成13年版 土木学会水理委員会編
土木学会/丸善 (発
売) 2001.2 811300388 農学部図書館開架図書 517.1//スイリ

日本のかわと河川技術を知る : 利根川

土木学会水工学委員会
日本のかわと河川技術
を知る(利根川)編集委員
会編集

土木学会/丸善出
版 (発売) 2012.12 811300392 農学部図書館開架図書 517.213//ニホン

入門水処理技術 和田洋六著
東京電機大学出版
局

2012.10 811300403 農学部図書館開架図書 518.15//ニユウ

水処理薬品ハンドブック 藤田賢二著 技報堂出版 2003.10 811300290 農学部図書館開架図書 518.15//ミズシ
地球の環境と化学物質 新版 安原昭夫著 三共出版 2013.3 811300385 農学部図書館開架図書 519//チキユ

真に豊かな社会を子供達へ : 震災復興の中でともに考える持続可能な未来
(環境白書/循環型社会白書/生物多様性白書:平成25年版) 環境省編

日経印刷/全国官
報販売協同組合
(発売)

2013.6 831300074 農学部図書館開架図書 519.1//カンキ//H25

HEP入門 : 「ハビタット評価手続き」マニュアル : 生物多様性保全のため
の戦略的環境アセスメント手法 : 新装版

田中章著 朝倉書店 2011.12 811300415 農学部図書館開架図書 519.15//HEP

初心者のための環境評価入門
栗山浩一, 柘植隆宏, 庄
子康著

勁草書房 2013.2 811300549 農学部図書館開架図書 519.15//シヨシ

現場で役立つ水質分析の基礎 : 化学物質のモニタリング手法 日本分析化学会編 オーム社 2012.12 811300282 農学部図書館開架図書 519.4//ゲンバ
放射性核種の海洋拡散予測解析 和田明著 丸善出版 2012.8 811300294 農学部図書館開架図書 519.4//ホウシ

自然環境学の創る世界(シリーズ「環境の世界」:1)
東京大学大学院新領域
創成科学研究科環境学
研究系編

朝倉書店 2011.3 811300419 農学部図書館開架図書 519.8//シリズ//1

環境システム学の創る世界(シリーズ「環境の世界」:2)
東京大学大学院新領域
創成科学研究科環境学
研究系編

朝倉書店 2011.3 811300420 農学部図書館開架図書 519.8//シリズ//2

国際協力学の創る世界(シリーズ「環境の世界」:3)
東京大学大学院新領域
創成科学研究科環境学
研究系編

朝倉書店 2011.3 811300421 農学部図書館開架図書 519.8//シリズ//3

海洋技術環境学の創る世界(シリーズ「環境の世界」:4)
東京大学大学院新領域
創成科学研究科環境学
研究系編

朝倉書店 2012.9 811300422 農学部図書館開架図書 519.8//シリズ//4

社会文化環境学の創る世界(シリーズ「環境の世界」:5)
東京大学大学院新領域
創成科学研究科環境学
研究系編

朝倉書店 2013.1 811300423 農学部図書館開架図書 519.8//シリズ//5

自然災害と防災の事典
寶馨, 戸田圭一, 橋本学
編

丸善出版 2011.12 811300618 農学部図書館開架図書 519.9//シゼン

禁原発と成長戦略 : 禁原発の原理から禁原発推進法まで 平智之著 明石書店 2013.5 811300611 農学部図書館開架図書 539.091//キンゲ

六ヶ所再処理工場 : 「最悪」の核施設(集英社新書:0653B) 小出裕章, 渡辺満久, 明
石昇二郎著

集英社 2012.8 811300379 農学部図書館新書本コー
ナー

539.4//ロツカ

誤解だらけの放射能ニュース(エネルギーフォーラム新書:007) 小島正美著
エネルギーフォー
ラム

2012.1 811300308 農学部図書館新書本コー
ナー

539.6//ゴカイ

同位体環境分析
馬淵久夫, 宮崎章, 山下
信義編

丸善出版 2013.4 811300285 農学部図書館開架図書 539.6//ドウイ

放射能のタブー(悪魔の用語辞典:3) 副島隆彦, SNSI副島国家
戦略研究所編著

ベストセラーズ 2011.11 811300355 農学部図書館開架図書 539.6//ホウシ

低線量放射線被曝 : チェルノブイリから福島へ(叢書震災と社会) 今中哲二著 岩波書店 2012.10 811300287 農学部図書館開架図書 539.68//テイセ

4つの「原発事故調」を比較・検証する : 福島原発事故13のなぜ? 日本科学技術ジャーナ
リスト会議著

水曜社 2013.1 811300368 農学部図書館開架図書 543.5//4ツノ

Fukushimaレポート : 原発事故の本質
Fukushimaプロジェクト
委員会著

日経BPコンサル
ティング/日経BP
マーケティング
(発売)

2012.1 811300586 農学部図書館開架図書 543.5//FUK

カウントダウン・メルトダウン 上 船橋洋一著 文藝春秋 2012.12 811300550 農学部図書館開架図書 543.5//カウン//1
カウントダウン・メルトダウン 下 船橋洋一著 文藝春秋 2012.12 811300551 農学部図書館開架図書 543.5//カウン//2
幻影からの脱出 : 原発危機と東大話法を越えて 安冨歩著 明石書店 2012.7 811300547 農学部図書館開架図書 543.5//ゲンエ
原発は不良債権である(岩波ブックレット:No. 836) 金子勝著 岩波書店 2012.5 811300278 農学部図書館開架図書 543.5//ゲンパ



書名 著者名 出版者 出版日付 資料ID 所在 請求記号

原発のコスト : エネルギー転換への視点(岩波新書:新赤版 1342) 大島堅一著 岩波書店 2011.12 811300306 農学部図書館新書本コー
ナー

543.5//ゲンパ

原発をつくらせない人びと : 祝島から未来へ(岩波新書:新赤版 1399) 山秋真著 岩波書店 2012.12 811300307 農学部図書館新書本コー
ナー

543.5//ゲンパ

原発を終わらせる(岩波新書:新赤版 1315) 石橋克彦編 岩波書店 2011.7 811300311 農学部図書館新書本コー
ナー

543.5//ゲンパ

原発「危険神話」の崩壊(PHP新書:783) 池田信夫 [著] PHP研究所 2012.2 811300354 農学部図書館新書本コー
ナー

543.5//ゲンパ

原発列島を行く(集英社新書:0116B) 鎌田慧著 集英社 2001.11 811300427 農学部図書館新書本コー
ナー

543.5//ゲンパ

原発はやっぱり割に合わない : 国民から見た本当のコスト 大島堅一著 東洋経済新報社 2013.1 811300428 農学部図書館開架図書 543.5//ゲンパ
原発のどこが危険か : 世界の事故と福島原発 新版(朝日選書:876) 桜井淳著 朝日新聞出版 2011.4 811300429 農学部図書館開架図書 543.5//ゲンパ

原発危機官邸からの証言(ちくま新書:974) 福山哲郎著 筑摩書房 2012.8 811300435 農学部図書館新書本コー
ナー

543.5//ゲンパ

原発、いのち、日本人(集英社新書:0673B) 浅田次郎 [ほか] 著 集英社 2013.1 811300450 農学部図書館新書本コー
ナー

543.5//ゲンパ

「原発事故報告書」の真実とウソ(文春新書:900) 塩谷喜雄著 文藝春秋 2013.2 811300560 農学部図書館新書本コー
ナー

543.5//ゲンパ

原発に「ふるさと」を奪われて : 福島県飯舘村・酪農家の叫び 長谷川健一著 宝島社 2012.3 811300577 農学部図書館開架図書 543.5//ゲンパ

ゴーストタウン(集英社新書:ノンフィクション:0608N)
エレナ・ウラジーミロ
ヴナ・フィラトワ著/池
田紫訳

集英社 2011.9 811300433 農学部図書館新書本コー
ナー

543.5//ゴスト

国会事故調報告書
東京電力福島原子力発
電所事故調査委員会著

徳間書店 2012.9 811300370 農学部図書館開架図書 543.5//コツカ

この国は原発事故から何を学んだのか(幻冬舎ルネッサンス新書:こ-3-2) 小出裕章著
幻冬舎ルネッサン
ス

2012.9 811300304 農学部図書館新書本コー
ナー

543.5//コノク

これが結論!日本人と原発(小学館101新書:128) 竹田恒泰著 小学館 2012.3 811300434 農学部図書館新書本コー
ナー

543.5//コレガ

死の淵を見た男 : 吉田昌郎と福島第一原発の五〇〇日 門田隆将 著 PHP研究所 2012.12 811300292 農学部図書館開架図書 543.5//シノフ
脱原発社会を創る30人の提言 池澤夏樹ほか著 コモンズ 2011.7 811300281 農学部図書館開架図書 543.5//ダツゲ

「脱原発」が地方を滅ぼす : 九州発戦慄の告発ルポ 産経新聞九州総局著
産経新聞出版/日
本工業新聞社(発
売)

2013.4 811300454 農学部図書館開架図書 543.5//ダツゲ

ゴーマニズム宣言SPECIAL脱原発論 小林よしのり著 小学館 2012.8 811300519 農学部図書館開架図書 543.5//ダツゲ

騙されたあなたにも責任がある : 脱原発の真実 小出裕章著 幻冬舎 2012.4 811300305 農学部図書館新書本コー
ナー

543.5//ダマサ

調査報告チェルノブイリ被害の全貌

アレクセイ・V・ヤブロ
コフ [ほか著]/チェルノ
ブイリ被害実態レポー
ト翻訳チーム訳

岩波書店 2013.4 811300084 農学部図書館開架図書 543.5//チヨウ

徹底検証!福島原発事故何が問題だったのか : 4事故調報告書の比較分析か
ら見えてきたこと

日本科学技術ジャーナ
リスト会議編

化学同人 2013.3 811300284 農学部図書館開架図書 543.5//テツテ

東電福島原発事故総理大臣として考えたこと(幻冬舎新書:283:[か-16-1]) 菅直人著 幻冬舎 2012.10 811300331 農学部図書館新書本コー
ナー

543.5//トウデ

日本の原発危険地帯 鎌田慧著 青志社 2011.4 811300414 農学部図書館開架図書 543.5//ニホン

「反原発」の不都合な真実(新潮新書:457) 藤沢数希著 新潮社 2012.2 811300431 農学部図書館新書本コー
ナー

543.5//ハンゲ

福島原発と人びと(岩波新書:新赤版 1322) 広河隆一著 岩波書店 2011.8 811300310 農学部図書館新書本コー
ナー

543.5//フクシ

福島原発事故はなぜ起こったか : 政府事故調核心解説
畑村洋太郎, 安部誠治,
淵上正朗著

講談社 2013.4 811300322 農学部図書館開架図書 543.5//フクシ

福島原発事故独立検証委員会調査・検証報告書
福島原発事故独立検証
委員会 [著]

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2012.3 811300344 農学部図書館開架図書 543.5//フクシ

福島原発の闇 : 原発下請け労働者の現実
堀江邦夫文/水木しげる
絵

朝日新聞出版 2011.8 811300405 農学部図書館開架図書 543.5//フクシ

福島第一原発 : 真相と展望(集英社新書:0628B) アーニー・ガンダーセ
ン著/岡崎玲子訳

集英社 2012.2 811300455 農学部図書館新書本コー
ナー

543.5//フクシ

福島原発の真実(平凡社新書:594) 佐藤栄佐久著 平凡社 2011.6 811300559 農学部図書館新書本コー
ナー

543.5//フクシ

明かされなかった福島原発事故の真実(プロメテウスの罠:[1]) 朝日新聞特別報道部著
学研パブリッシン
グ/学研マーケ
ティング (発売)

2012.3 811300273 農学部図書館開架図書 543.5//プロメ//1

検証! 福島原発事故の真実(プロメテウスの罠:2)
学研パブリッシン
グ/学研マーケ
ティング (発売)

2012.7 811300274 農学部図書館開架図書 543.5//プロメ//2

福島原発事故、新たなる真実(プロメテウスの罠:3) 朝日新聞特別報道部著
学研パブリッシン
グ/学研マーケ
ティング (発売)

2013.2 811300275 農学部図書館開架図書 543.5//プロメ//3

徹底究明! 福島原発事故の裏側(プロメテウスの罠:4) 朝日新聞特別報道部著
学研パブリッシン
グ/学研マーケ
ティング (発売)

2013.4 811300276 農学部図書館開架図書 543.5//プロメ//4

レベル7 : 福島原発事故、隠された真実
東京新聞原発事故取材
班著

幻冬舎 2012.3 811300291 農学部図書館開架図書 543.5//レベル

香料の科学 長谷川香料株式会社著 講談社 2013.4 811300286 農学部図書館開架図書 576.6//コウリ

Pyrolysis-GC/MS data book of synthetic polymers : pyrograms,
thermograms and MS of pyrolyzates : hbk

Shin Tsuge, Hajime
Ohtani, Chuichi
Watanabe

Elsevier 2011 811300602 農学部図書館開架図書 578//PYO

バイオマス分解酵素研究の最前線 : セルラーゼ・ヘミセルラーゼを中心と
して(バイオテクノロジーシリーズ)

近藤昭, 天野良彦, 田丸
浩監修

シーエムシー出版 2012.3 811300394 農学部図書館開架図書 579.9//バイオ

木材加工用語辞典

日本木材学会機械加工
研究会編/edited by
Research Group for
Wood Machining, Japan
Wood Research Society

海青社 2013.3 811300334 農学部図書館開架図書 583.033//モクザ



書名 著者名 出版者 出版日付 資料ID 所在 請求記号
食品加工技術概論 高野克己, 竹中哲夫編 恒星社厚生閣 2008.11 811300359 農学部図書館開架図書 588//シヨク
地域資源とまちづくり : 地理学の視点から(地域づくり叢書:2) 片柳勉, 小松陽介編著 古今書院 2013.5 811300298 農学部図書館開架図書 601.1//チイキ
農学入門 : 食料・生命・環境科学の魅力 安田弘法 [ほか] 編著 養賢堂 2013.9 811300723 農学部図書館開架図書 610.1//ノウガ
農学入門 : 食料・生命・環境科学の魅力 安田弘法 [ほか] 編著 養賢堂 2013.9 811300741 農学部図書館開架図書 610.1//ノウガ
農学入門 : 食料・生命・環境科学の魅力 安田弘法 [ほか] 編著 養賢堂 2013.9 811300742 農学部図書館開架図書 610.1//ノウガ

農林水産業の未来をひらく(自然資源経済論入門:3) 寺西俊一, 石田信隆編著 中央経済社 2013.1 811300448 農学部図書館開架図書 610.4//シゼン//3

農から見た日本 : ある農民作家の遺書 山下惣一著 清流出版 2004.7 811300032 農学部図書館開架図書 610.4//ノウカ

食料・農業・農村白書参考統計表 平成25年版
農林水産省大臣官房情
報課編

農林統計協会 2005.8- 831300084 農学部図書館開架図書 610.59//シヨク//H25

食料・農業・農村白書 平成25年版 農林水産省編 農林統計協会 2005.6- 831300075 農学部図書館開架図書 610.59//ズセツ//H25
コミュニティ・エネルギー : 小水力発電、森林バイオマスを中心に(シリー
ズ地域の再生:13) 室田武 [ほか] 著 農山漁村文化協会 2013.3 811300557 農学部図書館開架図書 610.8//シリズ//13

共生と提携のコミュニティ農業へ 蔦谷栄一著 創森社 2013.1 811300378 農学部図書館開架図書 611//キヨウ
風土の経済学 : 西欧モデルを超えて(Shinhyoron selection:46) 玉城哲著 新評論 2002.12 811300349 農学部図書館開架図書 611//フウド

食と農の「崩壊」からの脱出 : 食料・農業・農村政策を「マーケット・イ
ン型、地域分散・ネットワーク型、納税者負担型」へ転換せよ

武本俊彦著 農林統計協会 2013.1 811300544 農学部図書館開架図書 611.1//シヨク

東日本大震災とフードシステム : 復旧から復興に向けて
日本フードシステム学
会編

農林統計出版 2012.10 811300555 農学部図書館開架図書 611.3//ヒガシ

フードシステムの経済学 第5版 時子山ひろみ, 荏開津典
生著

医歯薬出版 2013.1 811300017 農学部図書館開架図書 611.3//フドシ

中国の食糧流通システム(明治大学社会科学研究所叢書) 池上彰英著 御茶の水書房 2012.6 811300293 農学部図書館開架図書 611.32//チユウ

食料・農業市場研究の到達点と展望(日本農業市場学会研究叢書:12) 美土路知之, 玉真之介,
泉谷真実編著

筑波書房 2013.1 811300447 農学部図書館開架図書 611.4//ニホン//12

日中韓農協の脱グローバリゼーション戦略 : 地域農業再生と新しい貿易
ルールづくりへの展望(JA総研研究叢書:9) 吉田成雄, 柳京熙編著 農山漁村文化協会 2013.3 811300548 農学部図書館開架図書 611.6//ニツチ

エクセルでできるかんたん営農地図ソフト : 栽培・作業計画、農地の利
用・権利関係から水利、山林管理まで

林田雅夫著 農山漁村文化協会 2013.3 811300561 農学部図書館開架図書 611.7//エクセ

大規模経営の成立条件 : 日本型農場制農業のダイナミズムと苦悩(JA総研研
究叢書:8)

安藤光義編著/山浦陽一,
大仲克俊著

農山漁村文化協会 2013.3 811300543 農学部図書館開架図書 611.7//ダイキ

農業の新人革命(JA総研研究叢書:6) 和泉真理, 横田茂永著 農山漁村文化協会 2012.9 811300552 農学部図書館開架図書 611.7//ノウギ

プロフェッショナル農業人 : "儲かる農業"をどうつくるか 大澤信一著 東洋経済新報社 2013.5 811300377 農学部図書館開架図書 611.7//プロフ
現代農業簿記会計 改訂 古塚秀夫, 高田理著 農林統計出版 2012.7 811300035 農学部図書館開架図書 611.79//ゲンダ

近現代日本の農村 : 農政の原点をさぐる(歴史文化ライブラリー:155) 庄司俊作著 吉川弘文館 2003.6 811300030 農学部図書館開架図書 611.9//キンゲ

食と農のコミュニティ論 : 地域活性化の戦略 碓井崧, 松宮朝編著 創元社 2013.2 811300372 農学部図書館開架図書 612.1//シヨク

地域農業と自治体農政(戦後日本の食料・農業・農村:第15巻) 小池恒男, 中川聰七郎編
集担当

農林統計協会 2012.12 811300614 農学部図書館開架図書 612.1//センゴ//15

日本農業への正しい絶望法(新潮新書:488) 神門善久著 新潮社 2012.9 811300246 農学部図書館2階カウン
ター前

612.1//ニホン

日本農業の構造変動 : 2010年農業センサス分析 安藤光義編著 農林統計協会 2013.1 811300554 農学部図書館開架図書 612.1//ニホン
原発事故と農の復興 : 避難すれば、それですむのか?! 小出裕章ほか著 コモンズ 2013.3 811300297 農学部図書館開架図書 612.12//ゲンパ

東日本大震災からの農林水産業と地域社会の復興(シリーズ21世紀の農学) 日本農学会編 養賢堂 2013.4 811300553 農学部図書館開架図書 612.12//ヒガシ

農業地理学
デイビッド・グリッグ
著/山本正三 [ほか] 訳 農林統計協会 1998.9 811300027 農学部図書館開架図書 612.9//ノウギ

実験農芸化学 : 21世紀のバイオサイエンス

東京大学大学院農学生
命科学研究科応用生命
化学専攻・応用生命工
学専攻編

朝倉書店 2013.3 811300732 農学部図書館開架図書 613.3//ジツケ

A handbook of tropical soil biology : sampling and characterization of
below-ground biodiversity : pbk

edited by Fatima M.S.
Moreira, E. Jeroen
Huising and David E.
Bignell

Earthscan 2008 811300884 農学部図書館開架図書 613.5//HAN

Humic substances : interactions with metal cations Monika Ubner
Lap lambert
academic
publishing

2010 811300603 農学部図書館開架図書 613.5//HUM

Microbial Root Endophytes(Soil biology:9)
Barbara J.E.Schulz,
Christine J. C.Boyle,
Thomas N. Sieber (eds.)

Springer c2006 811300964 農学部図書館開架図書 613.56//MIC

Symbiotic endophytes(Soil biology:v. 37) Ricardo Aroca, editor Springer c2013 811300963 農学部図書館開架図書 613.56//SYM

植物育種学 第4版 西尾剛, 吉村淳編/西尾剛
[ほか] 著 文永堂出版 2012.3 811300936 農学部図書館開架図書 615.21//シヨク

土壌病害の見分け方(植物防疫特別増刊号:no. 15) 日本植物防疫協会編 日本植物防疫協会 2012.9 811300587 農学部図書館開架図書 615.8//ドジヨ

新植物病理学概論 白石友紀 [ほか] 共著 養賢堂 2012.3 811300022 農学部図書館開架図書 615.81//シンシ
新植物病理学概論 白石友紀 [ほか] 共著 養賢堂 2012.3 811300254 農学部図書館開架図書 615.81//シンシ
新植物病理学概論 白石友紀 [ほか] 共著 養賢堂 2012.3 811300255 農学部図書館開架図書 615.81//シンシ

農薬概説 : 農薬取扱業者等研修テキスト 2013 日本植物防疫協会編 日本植物防疫協会 2005.5- 831300081 農学部図書館開架図書 615.87//ノウヤ//2013

果樹園芸学の基礎(農学基礎シリーズ) 伴野潔, 山田寿, 平智著 農山漁村文化協会 2013.10 811300722 農学部図書館開架図書 625//カジユ

果樹園芸学の基礎(農学基礎シリーズ) 伴野潔, 山田寿, 平智著 農山漁村文化協会 2013.10 811300725 農学部図書館開架図書 625//カジユ

果樹園芸学の基礎(農学基礎シリーズ) 伴野潔, 山田寿, 平智著 農山漁村文化協会 2013.10 811300726 農学部図書館開架図書 625//カジユ

フルーツ・ハンター : 果物をめぐる冒険とビジネス
アダム・リース・ゴウ
ルナー著/立石光子訳

白水社 2009.10 811300556 農学部図書館開架図書 625.8//フルツ

野菜の博物誌(青葉高著作選:3) 青葉高著 八坂書房 2000.8 811300047 農学部図書館開架図書 626//アオバ//3
Tomatoes : cultivation, varieties and nutrition(Food science and
technology)(Agriculture issues and policies)

Tadahisa Higashide,
editor Nova Publishers c2013 811300604 農学部図書館開架図書 626.27//TOM

True potato seed : a technique for increasing potato production in the world
Tuhin suvra roy, Takashi
nishizawa, Mohammad
hazrat ali

Lap lambert
academic
publishing

2011 811300605 農学部図書館開架図書 626.4//TRU



書名 著者名 出版者 出版日付 資料ID 所在 請求記号
観賞園芸学 金浜耕基編 文永堂出版 2013.3 811300615 農学部図書館開架図書 627//カンシ
切り花で新境地をひらく : アジサイ,ダリア,ラナンキュラス,ユーストマ(最
新農業技術花卉:vol.5) 農山漁村文化協会編 農山漁村文化協会 2013.3 811300562 農学部図書館開架図書 627//サイシ//5

のこされた動物たち : 福島第一原発20キロ圏内の記録 太田康介著 飛鳥新社 2011.7 811300606 農学部図書館開架図書 645.6//ノコサ

獣医繁殖学 第4版 中尾敏彦, 津曲茂久, 片
桐成二編

文永堂出版 2012.3 811300045 農学部図書館開架図書 649.7//ジユウ

森の「恵み」は幻想か : 科学者が考える森と人の関係(DOJIN選書:46) 蔵治光一郎著 化学同人 2012.5 811300363 農学部図書館開架図書 650.1//モリノ

森林・林業白書 : 索引付き 平成25年版 林野庁編
日本林業協会/農
林統計協会 (販売) 2005.6- 831300072 農学部図書館開架図書 650.59//シンリ//H25

森林・林業白書 : 索引付き 平成25年版 林野庁編
日本林業協会/農
林統計協会 (販売) 2005.6- 831300073 農学部図書館開架図書 650.59//シンリ//H25

解説森林法
森林・林業基本政策研
究会編著

大成出版社 2013.2 811300407 農学部図書館開架図書 651.12//カイセ

森林・林業基本法解説 : 逐条解説
森林・林業基本政策研
究会編著

大成出版社 2002.4 811300416 農学部図書館開架図書 651.12//シンリ

ILOの林業労働監督ガイドライン 初版 ILO編/菊間満訳 日本林業調査会 2012.10 811300026 農学部図書館開架図書 651.7//ILO
早生樹 : 産業植林とその利用 岩崎誠 [ほか] 編集 海青社 2012.7 811300352 農学部図書館開架図書 653//ソウセ

地表変動論 : 植生判別による環境把握 東三郎著
北海道大学図書刊
行会

1979.11 831300102 農学部図書館開架図書 656.5//チヒヨ

Cool wood Japan : 木材のクールな使い方
日本木材青壮年団体連
合会編

海青社 2012.5 811300266 農学部図書館開架図書 657//COO

木を学ぶ100問(木力検定:1) 井上雅文, 東原貴志編著 海青社 2012.3 811300327 農学部図書館開架図書 657//モクリ//1

もっと木を学ぶ100問(木力検定:2) 井上雅文, 東原貴志編著 海青社 2013.3 811300328 農学部図書館開架図書 657//モクリ//2

Wood chemistry : fundamentals and applications 2nd ed Eero Sjöström Academic Press 1993 811300624 農学部図書館開架図書 658//WOO
木竹酢液ハンドブック : 特性と利用の科学 谷田貝光克著 海青社 2013.6 811300280 農学部図書館開架図書 658.2//モクチ

Handbook of wood chemistry and wood composites 2nd ed : hardback edited by Roger M.
Rowell

CRC
Press/Taylor &
Fransis

c2013 811300382 農学部図書館開架図書 658.3//HAN

Methods in lignin chemistry(Springer series in wood science) Carlton W. Dence,
Stephen Y. Lin (eds.) Springer 1992 811300623 農学部図書館開架図書 658.4//MET

野生動物管理のための狩猟学
梶光一, 伊吾田宏正, 鈴
木正嗣編

朝倉書店 2013.1 811300417 農学部図書館開架図書 659//ヤセイ

漁業と震災 濱田武士著 みすず書房 2013.3 811300365 農学部図書館開架図書 662.12//リヨウ
リレーションシップ・マーケティング : コミットメント・アプローチによ
る把握

久保田進彦著 有斐閣 2012.10 811300564 農学部図書館開架図書 675//リレシ

機能性包装の基礎と実践 葛良忠彦著 日刊工業新聞社 2011.12 811300610 農学部図書館開架図書 675.18//キノウ

ツーリズム成長論
櫻川昌哉, 慶應義塾大学
グローバルセキュリ
ティ研究所編

慶應義塾大学出版
会

2013.3 811300288 農学部図書館開架図書 689.21//ツリズ

観光戦略としての宗教 : 長崎の教会群と場所の商品化 松井圭介著
筑波大学出版会/
丸善出版 (発売) 2013.3 811300376 農学部図書館開架図書 689.4//カンコ

世界遺産時代の民俗学 : グローバル・スタンダードの受容をめぐる日韓比
較

岩本通弥編 風響社 2013.2 811300542 農学部図書館開架図書 709.1//セカイ

ノンデザイナーズ・デザインブック フルカラー新装増補版
Robin Williams著/吉川
典秀訳/米谷テツヤ解説

毎日コミュニケー
ションズ

2008.11 811300734 農学部図書館開架図書 727//ノンデ

伝わる!文章力が身につく本 小笠原信之著 高橋書店 [2011.3] 811300866 農学部図書館2階カウン
ター前

816//ツタワ

伝わる!文章力が豊かになる本 小笠原信之著 高橋書店 [2012.1] 811300867 農学部図書館2階カウン
ター前

816//ツタワ

暮しのなかの庄内語 佐藤治助著 鶴岡書店 2000.8 811300727 農学部図書館開架図書 818.25//クラシ

心にのこる庄内語 [正] 佐藤治助著
良書センター鶴岡
書店

1992.10- 811300728 農学部図書館開架図書 818.25//ココロ

Asia watches Japan=アジアから見た日本 改訂
竹村日出夫, 松本利秋編
著

南雲堂 2002.2 811300018 農学部図書館開架図書 830.7//ASI

一生モノの英語勉強法 : 「理系的」学習システムのすすめ(祥伝社新
書:312) 鎌田浩毅, 吉田明宏 [著] 祥伝社 2013.3 811300860 農学部図書館2階カウン

ター前
830.7//イツシ

英語上達完全マップ : 初級からTOEIC900点レベルまでの効果的勉強法
(Beret books) 森沢洋介著 ベレ出版 2005.10 811300870 農学部図書館2階カウン

ター前
830.7//エイゴ

TOEICテスト新公式問題集 vol. 5

Educational Testing
Service著/国際ビジネス
コミュニケーション協
会TOEIC運営委員会編

国際ビジネスコ
ミュニケーション
協会TOEIC運営委
員会/国際コミュ
ニケーションズ・
スクール (発売)

2005.12- 811300864 農学部図書館2階カウン
ター前

830.79//TOE//5

新TOEIC TEST出る単特急金のフレーズ TEX加藤著 朝日新聞出版 2012.3 811300873 農学部図書館2階カウン
ター前

830.79//シンT

英語語源の底力 : 「借り物の単語力」から「ホンモノの単語力」へ(「底
力」シリーズ:2) 津守光太著 プレイス 2009.11 811300738 農学部図書館開架図書 832//エイゴ

実践日本人の英語(岩波新書:新赤版 1420) マーク・ピーターセン
著

岩波書店 2013.4 811300858 農学部図書館2階カウン
ター前

835//ジツセ

翻訳事典 : 翻訳の仕事をしたい人のための完全ガイド 2014年度版(アルク
地球人ムック) アルク 1990.4- 831300087 農学部図書館開架図書 837.4//ホンヤ//2014

英語でチャレンジ!大人の社会科見学 : CD付き
岡野太郎, 赤堀浩一郎共
著

ジャパンタイムズ 2012.12 811300729 農学部図書館開架図書 837.8//エイゴ

「ごちそうさま」を英語で言えますか? : 学校では教えてくれなかった英
語

デイビッド・セイン著 アスコム 2013.4 811300735 農学部図書館開架図書 837.8//ゴチソ

独和大辞典 第2版, コンパクト版 : 並装 国松孝二 [ほか] 編輯 小学館 2000.1 811300583 農学部図書館辞書ハンド
ブックコーナー

843//ドクワ

ロワイヤル仏和中辞典 第2版 [本体] 田村毅 [ほか] 編 旺文社 2005.2 811300584 農学部図書館辞書ハンド
ブックコーナー

853//ロワイ

狭小邸宅 新庄耕著 集英社 2013.2 811300413 農学部図書館開架図書 913.6//キヨウ



書名 著者名 出版者 出版日付 資料ID 所在 請求記号

チルドレン(講談社文庫:[い111-1]) 伊坂幸太郎 [著] 講談社 2007.5 831300100 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//チルド

ブラックボックス 篠田節子著 朝日新聞出版 2013.1 811300453 農学部図書館開架図書 913.6//ブラツ
いま考えなければならないこと : 原発と震災後をみすえて(岩波ブックレッ
ト:No. 855) 加藤周一, 凡人会著 岩波書店 2012.11 811300279 農学部図書館開架図書 914.6//イマカ

関西電力「反原発町長」暗殺指令 斉藤真著 宝島社 2011.12 811300546 農学部図書館開架図書 916//カンサ
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