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おとなの教養 : 私たちはどこから来て、どこへ行くのか?(NHK出版新
書:431) 池上彰著 NHK出版 2014.4 811400446 農学部図書館2階カウン

ター前
002//オトナ

街場の読書論 内田樹著 太田出版 2012.4 811400458 農学部図書館2階カウン
ター前

019.9//マチバ

哲学の謎(講談社現代新書:1286) 野矢茂樹著 講談社 1996.1 811400428 農学部図書館2階カウン
ター前

104//テツガ

武器としての決断思考(星海社新書:1) 瀧本哲史著
星海社/講談社
(発売) 2011.9 811400425 農学部図書館2階カウン

ター前
141.8//ブキト

こころのケアの基本 : 初学者のための心理臨床 小俣和義編著 北樹出版 2013.9 811400161 農学部図書館開架図書 146//ココロ

アファメーション : 人生を変える!伝説のコーチの言葉と5つの法則
ルー・タイス著
/田口未和訳

フォレスト出版 2011.12 811400673 農学部図書館2階カウン
ター前

159//アフア

自助論 [改訂新版](知的生きかた文庫)
サミュエル・ス
マイルズ著/竹
内均訳

三笠書房 [2002.4] 811400463 農学部図書館2階カウン
ター前

159//ジジヨ

東大生だけが知っている「やる気スイッチ」の魔法 岡田真波著 主婦の友社 2012.8 811400433 農学部図書館2階カウン
ター前

159//トウダ

僕たちはいつまでこんな働き方を続けるのか?(星海社新書:14) 木暮太一著
星海社/講談社
(発売) 2012.4 811400427 農学部図書館2階カウン

ター前
159.4//ボクタ

海を渡った人類の遥かな歴史 : 名もなき古代の海洋民はいかに航海
したのか

ブライアン・
フェイガン著/
東郷えりか訳

河出書房新社 2013.5 811400224 農学部図書館開架図書 209//ウミオ

Civilization : the West and the rest Niall Ferguson Penguin Press 2011 811400307 農学部図書館開架図書 209.5//CIV

文明 : 西洋が覇権をとれた6つの真因
ニーアル・
ファーガソン著
/仙名紀訳

勁草書房 2012.7 811400218 農学部図書館開架図書 209.5//ブンメ

庄内百考 : ふるさと雑記 池田充直
ライトハウスパ
ブリケーション

2014.7 811400468 農学部図書館2階カウン
ター前

212.5//シヨウ

覚悟の磨き方 : 超訳吉田松陰 池田貴将編訳
サンクチュアリ
出版

2013.6 811400465 農学部図書館2階カウン
ター前

289.1//カクゴ

ゼロ : なにもない自分に小さなイチを足していく 堀江貴文著 ダイヤモンド社 2013.10 811400453 農学部図書館2階カウン
ター前

289.1//ゼロ

山本美香という生き方(新潮文庫:10028, や-73-1) 山本美香著/日
本テレビ編

新潮社 2014.8 811400440 農学部図書館2階カウン
ター前

289.1//ヤマモ

自然と人間の環境史(ネイチャー・アンド・ソサエティ研究:第1巻) 宮本真二, 野中
健一編

海青社 2014.3 811400263 農学部図書館開架図書 290.1//ネイチ//1

よくわかる都市地理学(やわらかアカデミズム・「わかる」シリー
ズ)

藤井正, 神谷浩
夫編著

ミネルヴァ書房 2014.3 811400232 農学部図書館開架図書 290.173//ヨクワ

現職人事が書いた「公務員になりたい人へ」の本 : 公務員試験 2016
年度版

大賀英徳編著 実務教育出版 2005- 831400031 農学部図書館2階カウン
ター前

317.3//ゲンシ

公務員試験技術系スーパー過去問ゼミ農学・農業 : 国家一般職 国家
総合職 地方上級等

資格試験研究会
編

実務教育出版 2014.3 831400050 農学部図書館2階カウン
ター前

317.4//コウム

畑中敦子×津田秀樹の「数的推理」勝者の解き方敗者の落とし穴 : 公
務員試験 2016年度版

畑中敦子, 津田
秀樹著

洋泉社 2014.10 831400048 農学部図書館2階カウン
ター前

317.4//ハタナ//2016

勝者の解き方敗者の落とし穴 : 畑中敦子×津田秀樹の「判断推理」 :
公務員試験 2016年度版

畑中敦子, 津田
秀樹著

洋泉社 2014.10 831400049 農学部図書館2階カウン
ター前

317.4//ハタナ//2016

三日で合格!誰も書けなかった公務員試験(秘)裏ワザ大全 : 国家1種・
2種/地方上級・中級用 2016年度版

津田秀樹[著] 宝島社 1999.3- 831400047 農学部図書館2階カウン
ター前

317.4//ミツカ

創造農村 : 過疎をクリエイティブに生きる戦略
佐々木雅幸, 川
井田祥子, 萩原
雅也編著

学芸出版社 2014.3 811400357 農学部図書館開架図書 318.6//ソウゾ

都市構造と都市政策 近畿都市学会編 古今書院 2014.3 811400262 農学部図書館開架図書 318.7//トシコ

日本コミュニティ政策の検証 : 自治体内分権と地域自治へ向けて(コ
ミュニティ政策叢書:1) 山崎仁朗編著 東信堂 2014.1 811400347 農学部図書館開架図書 318.8//ニホン

環境と人間のための経済学 : 転換期の資本主義を読む(シリーズ・現
代経済学:11) 相沢幸悦著 ミネルヴァ書房 2013.9 811400246 農学部図書館開架図書 332.06//カンキ

里山資本主義 : 日本経済は「安心の原理」で動く(角川oneテーマ
21:C-249)

藻谷浩介, NHK
広島取材班 [著]

角川書店
/Kadokawa (発売) 2013.7 811400422 農学部図書館2階カウン

ター前
332.1//サトヤ

「片側経済」との訣別 : あらゆる社会コスト、環境コストを包含し
自然の原則・リズムと同期する市場の形成へ向けて

ヘイゼル・ヘン
ダーソン著/柴
田譲治訳

バベルプレス 2008.10 811400618 農学部図書館開架図書 335.13//カタガ

「緑の成長」の社会的ガバナンス : 北欧と日本における地域・企業
の挑戦(Minerva人文・社会科学叢書:195) 長岡延孝著 ミネルヴァ書房 2014.2 811400245 農学部図書館開架図書 335.15//ミドリ

明日の協同を担うのは誰か : 基礎からの協同組合論(シリーズ社会・
経済を学ぶ) 佐藤信著 日本経済評論社 2014.2 811400346 農学部図書館開架図書 335.6//アスノ

協同組合は「未来の創造者」になれるか
中川雄一郎, JC
総研編

家の光協会 2014.5 811400352 農学部図書館開架図書 335.6//キヨウ

協同組合研究の成果と課題 : 1980-2012 堀越芳昭, JC総
研編

家の光協会 2014.5 811400371 農学部図書館開架図書 335.6//キヨウ

考える技術・書く技術 : 問題解決力を伸ばすピラミッド原則 新版
バーバラ・ミン
ト著/山崎康司
訳

ダイヤモンド社 1999.3 811400677 農学部図書館2階カウン
ター前

336.55//カンガ

進化する環境・CSR会計 : マテリアルフローコスト会計から統合報
告まで

柴田英樹, 梨岡
英理子著

中央経済社 2014.4 811400266 農学部図書館開架図書 336.9//シンカ

日本国勢図会 2014/15年版
矢野恒太記念会
編

日本評論社 1927- 811400205 農学部図書館開架図書 351//ニホン//2014-15

武器としての交渉思考(星海社新書:19) 瀧本哲史著
星海社/講談社
(発売) 2012.6 811400426 農学部図書館2階カウン

ター前
361.3//ブキト

伝え方が9割 佐々木圭一著 ダイヤモンド社 2013.2 811400482 農学部図書館2階カウン
ター前

361.45//ツタエ
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食と農の社会学 : 生命と地域の視点から(Minerva text library:64)
桝潟俊子, 谷口
吉光, 立川雅司
編著

ミネルヴァ書房 2014.5 811400235 農学部図書館開架図書 361.76//シヨク

市町村合併による防災力空洞化 : 東日本大震災で露呈した弊害
室崎益輝, 幸田
雅治編著

ミネルヴァ書房 2013.9 811400664 農学部図書館開架図書 369.3//シチヨ

震災考 : 2011.3-2014.2 赤坂憲雄著 藤原書店 2014.2 811400374 農学部図書館開架図書 369.31//シンサ

よみがえる神戸 : 危機と復興契機の地理的不均衡

デビッド W. エ
ジントン著/香
川貴志, 久保倫
子共訳

海青社 2014.1 811400248 農学部図書館開架図書 369.31//ヨミガ

生徒指導提要 教育図書 2010.11 811400156 農学部図書館開架図書 375.2//セイト
中学校3年間のキャリア教育・進路指導 : ワークシートで創る! 松井賢二編著 東洋館出版社 2007.4 811400154 農学部図書館開架図書 375.6//チユウ
面接の質問「でた順」50 : 人気企業内定者に聞いた 2016年度版(日
経就職シリーズ)

渡辺茂晃著/日
経HR編集部編

日経HR 2013.10- 831400051 農学部図書館2階カウン
ター前

377.9//ニツケ//2016

日本文化の源流を探る 佐々木高明著 海青社 2013.11 811400264 農学部図書館開架図書 382.1//ニホン

日本人の知恵再考(宮本常一講演選集:2) 宮本常一著/田
村善次郎編

農山漁村文化協
会

2013.11 811400259 農学部図書館開架図書 382.1//ミヤモ//2

都会文化と農村文化(宮本常一講演選集:3) 宮本常一著/田
村善次郎編

農山漁村文化協
会

2014.1 811400260 農学部図書館開架図書 382.1//ミヤモ//3

郷土を見るまなざし : 離島を中心に(宮本常一講演選集:4) 宮本常一著/田
村善次郎編

農山漁村文化協
会

2014.3 811400261 農学部図書館開架図書 382.1//ミヤモ//4

民衆の生活文化(宮本常一講演選集:1) 宮本常一著/田
村善次郎編

農山漁村文化協
会

2013.9 811400297 農学部図書館開架図書 382.1//ミヤモ//1

村山民俗学会 : 会報合本復刻版 第2集 村山民俗学会編 村山民俗学会 2011.10 811400289 農学部図書館開架図書 382.125//ムラヤ//2

村山民俗学会会報合本復刻版 村山民俗学会 原人舎 2004.9 811400293 農学部図書館開架図書 382.125//ムラヤ//1

和食と食育 : 和食のこころを受け継ぎそして次世代へ 江原絢子編著
アイ・ケイコー
ポレーション

2014.3 811400294 農学部図書館開架図書 383.8//ワシヨ

The world until yesterday : what can we learn from traditional
societies? : [pbk.](Penguin books. Penguin history/culture) Jared Diamond Penguin 2013,

c2012 811400332 農学部図書館開架図書 389//WOR

昨日までの世界 : 文明の源流と人類の未来 上
ジャレド・ダイ
アモンド著/倉
骨彰訳

日本経済新聞出
版社

2013.2 811400220 農学部図書館開架図書 389//キノウ//1

昨日までの世界 : 文明の源流と人類の未来 下
ジャレド・ダイ
アモンド著/倉
骨彰訳

日本経済新聞出
版社

2013.2 811400221 農学部図書館開架図書 389//キノウ//2

科学の地理学 : 場所が問題になるとき

デイヴィッド・
リヴィングスト
ン著/梶雅範, 山
田俊弘訳

法政大学出版局 2014.6 811400242 農学部図書館開架図書 402//カガク

理科年表 机上版 第88冊(平成27年) 東京天文台編纂 丸善 1975- 811400645 農学部図書館開架図書 403.6//リカネ//2015

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
メラニー・ミッ
チェル著/高橋
洋訳

紀伊國屋書店 2011.12 811400674 農学部図書館2階カウン
ター前

404//ガイド

構造主義科学論の冒険(講談社学術文庫:[1332]) 池田清彦 [著] 講談社 1998.6 811400675 農学部図書館2階カウン
ター前

404//コウゾ

R言語逆引きハンドブック 改訂2版 石田基広著
シーアンドアー
ル研究所

2014.5 811400678 農学部図書館2階カウン
ター前

417//Rゲン

物理学入門 増補版 原康夫著 学術図書出版社 2008.10 811400196 農学部図書館開架図書 420//ブツリ
Quantum : Einstein, Bohr and the great debate about the nature of
reality : hbk Manjit Kumar W.W. Norton 2010,

c2008 811400331 農学部図書館開架図書 421.3//QUA

量子革命 : アインシュタインとボーア、偉大なる頭脳の激突
マンジット・ク
マール [著]/青木
薫訳

新潮社 2013.3 811400217 農学部図書館開架図書 421.3//リヨウ

炭化水素・ハロゲン化物 第5版(実験化学講座:13. 有機化合物の合
成:1) 日本化学会編 丸善 2004.2 811400377 農学部図書館開架図書 432//ジツケ//13

アルコール・アミン 第5版(実験化学講座:14. 有機化合物の合成:2) 日本化学会編 丸善 2005.8 811400378 農学部図書館開架図書 432//ジツケ//14

アルデヒド・ケトン・キノン 第5版(実験化学講座:15. 有機化合物の
合成:3) 日本化学会編 丸善 2003.11 811400379 農学部図書館開架図書 432//ジツケ//15

カルボン酸・アミノ酸・ペプチド 第5版(実験化学講座:16. 有機化合
物の合成:4) 日本化学会編 丸善 2005.3 811400380 農学部図書館開架図書 432//ジツケ//16

酸化反応 第5版(実験化学講座:17. 有機化合物の合成:5) 日本化学会編 丸善 2004.7 811400381 農学部図書館開架図書 432//ジツケ//17

金属を用いる有機合成 第5版(実験化学講座:18. 有機化合物の合成:6) 日本化学会編 丸善 2004.9 811400382 農学部図書館開架図書 432//ジツケ//18

不斉合成・ラジカル反応 第5版(実験化学講座:19. 有機化合物の合
成:7) 日本化学会編 丸善 2004.2 811400383 農学部図書館開架図書 432//ジツケ//19

分析化学 第5版(実験化学講座:20-1) 日本化学会編 丸善 2007.1 811400384 農学部図書館開架図書 432//ジツケ//20-1
環境化学 第5版(実験化学講座:20-2) 日本化学会編 丸善 2007.1 811400385 農学部図書館開架図書 432//ジツケ//20-2
バイオテクノロジーの基本技術 第5版(実験化学講座:29) 日本化学会編 丸善 2006.7 811400386 農学部図書館開架図書 432//ジツケ//29

演習を中心とした薬学生の分析化学 第5版
嶋田健次編集/
神崎愷 [ほか執
筆]

廣川書店 2012.2 811400167 農学部図書館開架図書 433//エンシ

これならわかるマススペクトロメトリー
志田保夫 [ほか]
著

化学同人 2001.3 811400300 農学部図書館開架図書 433.2//コレナ

天文学の復興と天地学の提唱(世界の見方の転換:1) 山本義隆 [著] みすず書房 2014.3 811400256 農学部図書館開架図書 440//セカイ//1
地動説の提唱と宇宙論の相克(世界の見方の転換:2) 山本義隆 [著] みすず書房 2014.3 811400257 農学部図書館開架図書 440//セカイ//2
世界の一元化と天文学の改革(世界の見方の転換:3) 山本義隆 [著] みすず書房 2014.3 811400258 農学部図書館開架図書 440//セカイ//3
Quantum GIS入門 今木洋大編著 古今書院 2013.11 811400340 農学部図書館開架図書 448.9//QUA
ジオビジネス : GISによる小売店の立地評価と集客予測 高阪宏行著 古今書院 2014.3 811400283 農学部図書館開架図書 448.9//ジオビ



書名 著者名 出版者 出版日付 資料ID 所在 請求記号
Beyond the blue horizon : how the earliest mariners unlocked the
secrets of the oceans Brian Fagan Bloomsbury

Press c2012 811400306 農学部図書館開架図書 452//BEY

地盤災害(東日本大震災合同調査報告:共通編3||キョウツウヘン 3) 地盤工学会編
地盤工学会/丸善
出版 (発売) 2014.4 811400292 農学部図書館開架図書 453.212//ヒガシ//3

自然景観の謎 : 風土を読み解く鍵。地形・地質の持つランドスケー
プの新たな発見(How to readシリーズ)

ロバート・ヤー
ハム著/武田裕
子訳

ガイアブックス/
産調出版 (発売) 2012.7 811400164 農学部図書館開架図書 454//シゼン

日本の地形 : 特質と由来(岩波新書:青-996) 貝塚爽平著 岩波書店 1977.3 811400165 農学部図書館新書本コー
ナー

454//ニホン

発達史地形学 貝塚爽平著 東京大学出版会 1998.8 811400162 農学部図書館開架図書 454//ハツタ
全国77都市の地盤と災害ハンドブック 地盤工学会編 丸善出版 2012.1 811400298 農学部図書館開架図書 455.1//ゼンコ

新・関東の地盤 : 増補地盤情報データベースと地盤モデル付(2014年
版)

関東地域におけ
る地盤情報の社
会的・工学的活
用法の検討委員
会編/地盤工学
会関東支部編
集・製作

地盤工学会/丸善
出版 (発売) 2014.6 811400299 農学部図書館開架図書 455.13//カント

キャンベル生物学
Jane B. Reece
[ほか著]/池内昌
彦 [ほか訳]

丸善出版 2013.1 811400321 農学部図書館開架図書 460//キヤン

生命のからくり(講談社現代新書:2268) 中屋敷均著 講談社 2014.6 811400472 農学部図書館2階カウン
ター前

460//セイメ

大学1年生のなっとく！生物学 田村隆明著 講談社 2014.7 811400296 農学部図書館開架図書 460//ダイガ

生き物たちは3/4が好き : 多様な生物界を支配する単純な法則
ジョン・ホイッ
トフィールド著
/野中香方子訳

化学同人 2009.1 811400163 農学部図書館開架図書 460.4//イキモ

A short guide to writing about biology 8th ed Jan A. Pechenik Pearson c2013 811400202 農学部図書館開架図書 460.7//SHO

生命のビッグデータ利用の最前線(CMC books) 植田充美監修
シーエムシー出
版

2014.4 811400247 農学部図書館開架図書 460.7//セイメ

パソコンで簡単!すぐできる生物統計 : 統計学の考え方から統計ソフ
トSPSSの使い方まで

Roland Ennos
著/打波守, 野地
澄晴訳

羊土社 2007.9 811400140 農学部図書館開架図書 461.9//パソコ

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 811400364 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 811400365 農学部図書館開架図書 463//サイボ

生物の大きさはどのようにして決まるのか : ゾウとネズミの違いを
生む遺伝子(DOJIN選書:56) 大島靖美著 化学同人 2013.11 811400351 農学部図書館開架図書 463.7//セイブ

ブラック微生物学 第3版
Jacquelyn G.
Black著/池康嘉
[ほか訳]

丸善出版 2014.3 811400210 農学部図書館開架図書 465//ブラツ

DNA実験の基本をマスターする 改訂第3版(無敵のバイオテクニカル
シリーズ. 遺伝子工学実験ノート:上) 田村隆明編 羊土社 2010.1 811400230 農学部図書館開架図書 467.2//イデン//1

遺伝子の発現・機能を解析する 改訂第3版(無敵のバイオテクニカル
シリーズ. 遺伝子工学実験ノート:下) 田村隆明編 羊土社 2010.1 811400231 農学部図書館開架図書 467.2//イデン//2

学生や市民のための生物多様性読本 上赤博文著 南方新社 2013.7 811400370 農学部図書館開架図書 468//ガクセ
生物多様性のしくみを解く : 第六の大量絶滅期の淵から 宮下直著 工作舎 2014.4 811400372 農学部図書館開架図書 468//セイブ

生態学と社会科学の接点(シリーズ現代の生態学:4) 日本生態学会編 共立出版 2014.3 811400350 農学部図書館開架図書 468.08//シリズ//4

植物生態観察図鑑 おどろき編 本多郁夫著
全国農村教育協
会

2014.3 811400408 農学部図書館開架図書 470//シヨク

身近な雑草の愉快な生きかた(ちくま文庫:[い-71-1]) 稲垣栄洋著/三
上修画

筑摩書房 2011.4 811400483 農学部図書館2階カウン
ター前

470.4//ミジカ

植物を考える : ハーバード教授とシロイヌナズナの365日

ニコラス・ハー
バード著/塚谷
裕一, 南澤直子
訳

八坂書房 2009.2 811400222 農学部図書館開架図書 471.3//シヨク

Laboratory protocols in fungal biology : current methods in fungal
biology(Fungal biology)

editors, Vijai
Kumar Gupta,
Maria
Tuohy/associate
editors,
Manimaran
Ayyachamy,
Anthonia
O'Donovan,
Kevin M. Turner

Springer 2013 811400535 農学部図書館開架図書 474.7//LAB

放線菌の分類と同定
日本放線菌学会
編

日本学会事務セ
ンター

2001.2 811400295 農学部図書館開架図書 474.7//ホウセ

哺乳動物の発生工学

佐藤英明, 河野
友宏, 内藤邦彦,
小倉淳郎編著/
尾畑やよい [ほ
か] 著

朝倉書店 2014.4 811400327 農学部図書館開架図書 481.2//ホニユ



書名 著者名 出版者 出版日付 資料ID 所在 請求記号

繁殖生物学
日本繁殖生物学
会編

インターズー 2013.9 811400157 農学部図書館開架図書 481.35//ハンシ

クラゲ世にも美しい浮遊生活 : 発光や若返りの不思議(PHP新書:928) 村上龍男, 下村
脩著

PHP研究所 2014.5 811400485 農学部図書館2階カウン
ター前

483.33//クラゲ

昆虫生態学
藤崎憲治 [ほか]
著

朝倉書店 2014.3 811400133 農学部図書館開架図書 486.1//コンチ

最新応用昆虫学
田付貞洋, 河野
義明編/嶋田透
[ほか] 著

朝倉書店 2009.4 811400132 農学部図書館開架図書 486.1//サイシ

日本産コガネムシ上科標準図鑑
岡島秀治, 荒谷
邦雄監修

学研教育出版/学
研マーケティン
グ (発売)

2012.6 811400363 農学部図書館開架図書 486.6//ニホン

鳥と卵と巣の大図鑑 : 世界655種
吉村卓三著/鈴
木まもる絵・構
成

ブックマン社 2014.5 811400366 農学部図書館開架図書 488.038//トリト

日本のタカ学 : 生態と保全 樋口広芳編 東京大学出版会 2013.12 811400360 農学部図書館開架図書 488.7//ニホン

哺乳類のフィールドサイン観察ガイド
熊谷さとし著/
安田守写真

文一総合出版 2011.1 811400135 農学部図書館開架図書 489//ホニユ

人とサルの違いがわかる本 : 知力から体力、感情力、社会力まで全
部比較しました

杉山幸丸編著 オーム社 2010.2 811400349 農学部図書館開架図書 489.97//ヒトト

ES・iPS細胞実験スタンダード : 再生・創薬・疾患研究のプロト
コールと臨床応用の必須知識(実験医学:別冊) 末盛博文編集 羊土社 2014.3 811400341 農学部図書館開架図書 491.11//ESI

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 811400322 農学部図書館開架図書 491.3//ハジメ

脳はバカ、腸はかしこい : 腸を鍛えたら、脳がよくなった 藤田紘一郎著 三五館 2012.11 811400467 農学部図書館2階カウン
ター前

491.346//ノウワ

福島原発事故県民健康管理調査の闇(岩波新書:新赤版 1442) 日野行介著 岩波書店 2013.9 811400362 農学部図書館新書本コー
ナー

493.195//フクシ

Male and female infertility : genetic causes, hormonal treatments, and
health effects(Human reproductive system--anatomy, roles, and
disorders series)

Björn Glantz
and Klas
Edquist, editors

Nova Science c2010 811400533 農学部図書館開架図書 495.48//MAL

予防接種・感染症 : 特集(図説国民衛生の動向:2013/2014) 厚生労働統計協
会編集

厚生労働統計協
会

2013.10 831400022 農学部図書館開架図書
498.05//ズセツ//2013-
2014

肉を食べる人は長生きする : 健康寿命をのばす本当の生活習慣 柴田博著 PHP研究所 2013.1 811400389 農学部図書館開架図書 498.38//ニクオ

塩と砂糖と食品保存の科学(B&Tブックス. おもしろサイエンス) 食品保存と生活
研究会編著

日刊工業新聞社 2014.3 811400240 農学部図書館開架図書 498.5//シオト

やっぱり大好き食品添加物(食品の裏側:2 : 実態編) 東洋経済新報社 2014.4 811400255 農学部図書館開架図書 498.51//ヤツパ
食品学実験 : 基礎から応用まで 第3版 長澤治子編著 青山社 2013.4 811400211 農学部図書館開架図書 498.53//シヨク

新・食品表示の法律・実務ガイドブック : 基礎からわかる
石川直基, 的早
剛由, ラベルバ
ンク著

レクシスネクシ
ス・ジャパン

2014.6 811400267 農学部図書館開架図書 498.54//シンシ

図解食品衛生学 : 食べ物と健康, 食の安全性 第4版
西島基弘, 一戸
正勝編著/市川
富夫 [ほか] 著

講談社 2010.2 811400158 農学部図書館開架図書 498.54//ズカイ

絶対に知っておきたい食品選びの鉄則 : 現役消費生活相談員が教え
る! 永田裕子著 日東書院本社 2014.6 811400265 農学部図書館開架図書 498.54//ゼツタ

食品衛生学(新スタンダード栄養・食物シリーズ:8) 一色賢司編 東京化学同人 2014.3 811400136 農学部図書館開架図書 498.55//スタン//8

ミネラル摂取と老化制御 : リン研究の最前線
宮本賢一, 新井
英一, 下村吉治
責任編集

建帛社 2014.5 811400268 農学部図書館開架図書 498.55//ミネラ

毎日使える薬膳&漢方の食材事典 阪口珠未著 ナツメ社 2013.12 811400461 農学部図書館2階カウン
ター前

498.58//マイニ

生物系のための構造力学 : 構造解析とExcelプログラミング 竹村冨男著 海青社 2009.3 811400367 農学部図書館開架図書 501.34//セイブ
エネルギー白書 2014年版 経済産業省編 ウィザップ 2014.8 831400032 農学部図書館開架図書 501.6//エネル//2014

地盤調査の方法と解説 2分冊の1
地盤工学会地盤
調査規格・基準
委員会編集

地盤工学会/丸善
出版(発売) 2013.3 811400290 農学部図書館開架図書 511.27//ジバン//1

地盤調査の方法と解説 2分冊の2
地盤工学会地盤
調査規格・基準
委員会編集

地盤工学会/丸善
出版(発売) 2013.3 811400291 農学部図書館開架図書 511.27//ジバン//1

水理学(ゼロから学ぶ土木の基本) 内山雄介著 オーム社 2013.1 811400682 農学部図書館2階カウン
ター前

517.1//スイリ

わかりやすい水理学 第2版 岡澤宏 [ほか] 共
著

理工図書 2013.3 811400155 農学部図書館開架図書 517.1//ワカリ

環境の政治経済学(Minerva text library:62)
除本理史, 大島
堅一, 上園昌武
著

ミネルヴァ書房 2010.11 811400348 農学部図書館開架図書 519//カンキ

防災白書 平成26年版 総理府編 大蔵省印刷局 1971- 831400030 農学部図書館開架図書 519//ボウサ//H26

我が国が歩むグリーン経済の道(環境白書/循環型社会白書/生物多様
性白書:平成26年版) 環境省編

日経印刷/全国官
報販売協同組合
(発売)

2014.6 831400024 農学部図書館開架図書 519.1//カンキ//H26

農薬と食の安全・信頼 : Q&Aから農薬と食の安全性を科学的に考え
る

梅津憲治著
日本植物防疫協
会

2014.3 811400212 農学部図書館開架図書 519.79//ノウヤ

The work of nature : how the diversity of life sustains us Yvonne Baskin Island Press c1997 811400532 農学部図書館開架図書 519.8//WOR

日本の自然環境政策 : 自然共生社会をつくる
武内和彦, 渡辺
綱男編

東京大学出版会 2014.2 811400369 農学部図書館開架図書 519.81//ニホン

プロでも意外に知らない「木の知識」 林知行著 学芸出版社 2012.9 811400359 農学部図書館開架図書 524.21//プロデ



書名 著者名 出版者 出版日付 資料ID 所在 請求記号
現場設計者が教えるはじめての機械製図(図面って、どない描くね
ん! : わかりやすくやさしくやくにたつ) 山田学著 日刊工業新聞社 2005.8 811400680 農学部図書館2階カウン

ター前
531.98//ゲンバ

図解力・製図力おちゃのこさいさい(図面って、どない描くねん! : わ
かりやすくやさしくやくにたつ:LEVEL0) 山田学著 日刊工業新聞社 2008.2 811400676 農学部図書館2階カウン

ター前
531.98//ズカイ

「収束」の虚妄(検証福島原発事故・記者会見:2) 木野龍逸著 岩波書店 2013.2 811400361 農学部図書館開架図書 543.5//ケンシ//2
欺瞞の連鎖(検証福島原発事故・記者会見:3) 木野龍逸著 岩波書店 2014.2 811400375 農学部図書館開架図書 543.5//ケンシ//3

東電・政府は何を隠したのか(検証福島原発事故・記者会見:[1]) 日隅一雄, 木野
龍逸著

岩波書店 2012.1 811400376 農学部図書館開架図書 543.5//ケンシ//1

ふるさとを追われた人々の、魂の叫び!(プロメテウスの罠:6) 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)

2014.3 811400387 農学部図書館開架図書 543.5//プロメ//6

100年先まで伝える!原発事故の真実(プロメテウスの罠:7) 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)

2014.8 811400388 農学部図書館開架図書 543.5//プロメ//7

福島原発事故、渾身の調査報道(プロメテウスの罠:5) 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)

2013.9 811400390 農学部図書館開架図書 543.5//プロメ//5

おとなのiPhone : 一目置かれる使いこなし術 高橋浩子著 技術評論社 2014.6 811400457 農学部図書館2階カウン
ター前

547.46//オトナ

The prize : the epic quest for oil, money, and power Daniel Yergin Simon &
Schuster c2012 811400308 農学部図書館開架図書 568.09//PRI

食品微生物学の基礎
藤井建夫編著/
石田真巳 [ほか]
著

講談社 2013.9 811400342 農学部図書館開架図書 588.51//シヨク

食品微生物学の基礎
藤井建夫編著/
石田真巳 [ほか]
著

講談社 2013.9 811400343 農学部図書館開架図書 588.51//シヨク

山菜・野草の食いしん坊図鑑 : おすすめ103種の見分け方・食べ方 松本則行編著
農山漁村文化協
会

2014.4 811400368 農学部図書館開架図書 596.3//サンサ

からだにおいしい魚の便利帳 藤原昌高著 高橋書店 [2010.6] 811400481 農学部図書館2階カウン
ター前

596.35//カラダ

野菜レシピ : Cookpad(クックパッドのおいしい厳選!) クックパッド株
式会社監修

新星出版社 [2014.8] 811400452 農学部図書館2階カウン
ター前

596.37//クツク

461個の弁当は、親父と息子の男の約束。 渡辺俊美著 マガジンハウス 2014.4 811400464 農学部図書館2階カウン
ター前

596.4//461

地域再生のための経営と会計 : 産業クラスターの可能性
二神恭一, 高山
貢, 高橋賢編著

中央経済社 2014.4 811400236 農学部図書館開架図書 601.1//チイキ

6次産業化と中山間地域 : 日本の未来を先取る高知地域産業の挑戦
関満博編著/松
永佳子, 畦地和
也共著

新評論 2014.5 811400238 農学部図書館開架図書 601.184//6ジサ

農学イノベーション : 新しいビジネスモデルと食・農・環境におけ
る技術革新(シリーズ21世紀の農学) 日本農学会編 養賢堂 2014.4 811400225 農学部図書館開架図書 610.1//ノウガ

農書に見る東北農民の姿 村山民俗学会編 原人舎 2004.4 811400286 農学部図書館開架図書 610.1//ノウシ

農書に見る東北農民の姿 村山民俗学会編 原人舎 2004.4 811400287 農学部図書館開架図書 610.1//ノウシ

農の技術を拓く 西尾敏彦著 創森社 2010.5 811400747 農学部図書館2階カウン
ター前

610.1//ノウノ

「農」の統計にみる知のデザイン 齊藤昭編著 農林統計出版 2013.4 811400269 農学部図書館開架図書 610.19//ノウノ
食料・農業・農村白書 平成26年版 農林水産省編 農林統計協会 2005.6- 831400025 農学部図書館開架図書 610.59//シヨク//H26

食料・農業・農村白書参考統計表 平成26年版
農林水産省大臣
官房情報課編

農林統計協会 2005.8- 831400055 農学部図書館開架図書 610.59//シヨク//H26

T型集落点検とライフヒストリーでみえる家族・集落・女性の底力 :
限界集落論を超えて(シリーズ地域の再生:11)

徳野貞雄, 柏尾
珠紀著

農山漁村文化協
会

2014.4 811400241 農学部図書館開架図書 610.8//シリズ//11

自立と連携の農村再生論
寺西俊一, 井上
真, 山下英俊編

東京大学出版会 2014.5 811400233 農学部図書館開架図書 611.15//ジリツ

記録農業スマホ農業 : 農業を「見える化」する方法 堀明人著
ブイツーソ
リューション

2014.3 811400284 農学部図書館開架図書 611.7//キロク

記録農業スマホ農業 : 農業を「見える化」する方法 堀明人著
ブイツーソ
リューション

2014.3 811400285 農学部図書館開架図書 611.7//キロク

日本GAP規範 Ver.1.1 日本生産者GAP
協会編集・制作

幸書房 2014.5 811400219 農学部図書館開架図書 611.7//ニホン

動きはじめた「農企業」(農業経営の未来戦略:1)
小田滋晃, 長命
洋佑, 川崎訓昭
編著

昭和堂 2013.12 811400239 農学部図書館開架図書 611.7//ノウギ//1

農業経営発展の会計学 : 現代、戦前、海外の経営発展
稲本志良編集代
表/小野博則 [ほ
か] 編

昭和堂 2012.10 811400251 農学部図書館開架図書 611.7//ノウギ

農業革新と人材育成システム : 国際比較と次世代日本農業への含意
南石晃明, 飯國
芳明, 土田志郎
編著

農林統計出版 2014.3 811400249 農学部図書館開架図書 611.75//ノウギ
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農業簿記検定教科書 2級

全国農業経営コ
ンサルタント協
会, 大原学園大
原簿記学校著

大原出版 2013.6 811400139 農学部図書館開架図書 611.79//ノウギ

農業発展に向けた簿記の役割 : 農業者のモデル別分析と提言 戸田龍介編著 中央経済社 2014.2 811400250 農学部図書館開架図書 611.79//ノウギ
農山村再生に挑む : 理論から実践まで 小田切徳美編 岩波書店 2013.8 811400244 農学部図書館開架図書 611.92//ノウサ
近代農業思想史 : 21世紀の農業のために 祖田修著 岩波書店 2013.4 811400243 農学部図書館開架図書 612//キンダ

地域自給のネットワーク(有機農業選書:5) 井口隆史, 桝潟
俊子編著

コモンズ 2013.8 811400282 農学部図書館開架図書 612.1//チイキ

農業・食料問題入門 田代洋一著 大月書店 2012.9 811400237 農学部図書館開架図書 612.1//ノウギ

百姓生活百年記 巻1 高瀬助次郎著/
村山民俗学会編

村山民俗学会 2014.3 811400252 農学部図書館開架図書 612.125//ヒヤク//1

百姓生活百年記 巻1 高瀬助次郎著/
村山民俗学会編

村山民俗学会 2014.3 811400253 農学部図書館開架図書 612.125//ヒヤク//1

土壌診断と作物生育改善 : 土壌医検定2級対応参考書
日本土壌協会編
集

日本土壌協会 2012.10 811400142 農学部図書館開架図書 613.5//ドジヨ

土壌微生物実験法 第3版 日本土壌微生物
学会編

養賢堂 2013.6 811400254 農学部図書館開架図書 613.5//ドジヨ

作物はなぜ有機物・難溶解成分を吸収できるのか : 根の作用と腐植
蓄積の仕組み

阿江教治, 松本
真悟著

農山漁村文化協
会

2012.2 811400281 農学部図書館開架図書 613.53//サクモ

Genomics of soil- and plant-associated fungi cased(Soil biology.
ISSN:1613-3382:volume 36)

Benjamin A.
Horwitz, Prasun
K. Mukherjee,
Mala
Mukherjee,
Christian P.
Kubicek, editors

Springer [2013] 811400333 農学部図書館開架図書 613.56//GEN

種から種へつなぐ : 育てて守る在来種・固定種の種 西川芳昭編 創森社 2013.11 811400213 農学部図書館開架図書 615.2//タネカ

基礎植物育種学
近藤勝彦, 丹羽
克昌, 本橋強共
著

青山社 2012.9 811400160 農学部図書館開架図書 615.21//キソシ

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 811400137 農学部図書館開架図書 615.21//シヨク

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 811400138 農学部図書館開架図書 615.21//シヨク

植物の分子育種学 鈴木正彦編著 講談社 2011.12 811400214 農学部図書館開架図書 615.21//シヨク

食卓のメンデル : 科学者が考える遺伝子組換え食品

ニーナ・フェド
ロフ, ナン
シー・マリー・
ブラウン著/難
波美帆, 小山繁
樹訳

日本評論社 2013.4 811400223 農学部図書館開架図書 615.21//シヨク

有機栽培の病気と害虫 : 出さない工夫と防ぎ方(小祝政明の実践講
座:5) 小祝政明著

農山漁村文化協
会

2011.12 811400215 農学部図書館開架図書 615.71//ユウキ

農薬利用と各種の防除法(農文協DVDビデオ. 病害虫防除の基本技術
と実際:第1巻:基本編)

農山漁村文化協
会企画・制作

農山漁村文化協
会

2014.1 831400026 農学部図書館新書本コー
ナー

615.8//ビヨウ//1

病気別・伝染環と防除のポイント(農文協DVDビデオ. 病害虫防除の
基本技術と実際:第2巻:病気編)

農山漁村文化協
会企画・制作

農山漁村文化協
会

2014.1 831400027 農学部図書館新書本コー
ナー

615.8//ビヨウ//2

害虫別・発生生態と防除のポイント(農文協DVDビデオ. 病害虫防除
の基本技術と実際:第3巻:害虫編)

農山漁村文化協
会企画・制作

農山漁村文化協
会

2014.1 831400028 農学部図書館新書本コー
ナー

615.8//ビヨウ//3

天敵・自然農薬・身近な防除資材(農文協DVDビデオ. 病害虫防除の
基本技術と実際:第4巻:農家の工夫編)

農山漁村文化協
会企画・制作

農山漁村文化協
会

2014.1 831400029 農学部図書館新書本コー
ナー

615.8//ビヨウ//4

植物医科学 第2版 上 難波成任監修 養賢堂 2010.4 811400166 農学部図書館開架図書 615.81//シヨク//1

植物病原菌類の所属と形態的特徴(植物医科学叢書:No.1. カラー図説
植物病原菌類の見分け方 : 身近な菌類病を観察する:上巻:第1編) 堀江博道著

農林産業研究所/
大誠社 (発売) 2014.2 811400184 農学部図書館開架図書 615.83//シヨク//1

植物の病気およびその診断 : とくに菌類病の見分け方(植物医科学叢
書:No.1. カラー図説植物病原菌類の見分け方 : 身近な菌類病を観察
する:下巻:第2編)

堀江博道著
農林産業研究所/
大誠社 (発売) 2014.2 811400185 農学部図書館開架図書 615.83//シヨク//2

最新の動物行動学に基づいた動物による農作物被害の総合対策 江口祐輔監修 誠文堂新光社 2013.3 811400345 農学部図書館開架図書 615.86//サイシ

図解でよくわかる農薬のきほん : 農薬の選び方・使い方から、安全
性、種類、流通まで(すぐわかるすごくわかる!) 寺岡徹監修 誠文堂新光社 2014.5 811400226 農学部図書館開架図書 615.87//ズカイ

農薬の科学 : 生物制御と植物保護
桑野栄一, 首藤
義博, 田村廣人
編著

朝倉書店 2004.10 811400159 農学部図書館開架図書 615.87//ノウヤ

棚田の歴史 : 通潤橋と白糸台地から 吉村豊雄著
農山漁村文化協
会

2014.2 811400234 農学部図書館開架図書 616.2//タナダ

フルーツひとつばなし : おいしい果実たちの「秘密」(講談社現代新
書:2222) 田中修著 講談社 2013.8 811400432 農学部図書館2階カウン

ター前
625//フルツ
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養液栽培の病害と対策 : 出たときの対処法と出さない工夫 草刈眞一著
農山漁村文化協
会

2009.5 811400216 農学部図書館開架図書 626//ヨウエ

日本・アジアの森林と林業労働
信州大学森林政
策学研究会編

川辺書林 2013.9 811400323 農学部図書館開架図書 641.7//ニホン

草地農業の多面的機能とアニマルウェルフェア 矢部光保編著 筑波書房 2014.3 811400288 農学部図書館開架図書 643.5//ソウチ
ニワトリの科学(シリーズ「家畜の科学」:4) 古瀬充宏編集 朝倉書店 2014.7 811400325 農学部図書館開架図書 644//カチク//4
ウシの科学(シリーズ「家畜の科学」:1) 広岡博之編集 朝倉書店 2013.11 811400358 農学部図書館開架図書 644//カチク//1
ブタの科学(シリーズ「家畜の科学」:2) 鈴木啓一編集 朝倉書店 2014.3 811400373 農学部図書館開架図書 644//カチク//2
ヤギの科学(シリーズ「家畜の科学」:2) 中西良孝編集 朝倉書店 2014.10 811400580 農学部図書館開架図書 644//カチク//3
家畜にいま何がおきているのか(わたしたちのくらしと家畜:2) 童心社 2013.3 811400339 農学部図書館開架図書 645//ワタシ//2
家畜ってなんだろう(わたしたちのくらしと家畜:1) 童心社 2013.3 811400391 農学部図書館開架図書 645//ワタシ//1

畜産物利用学
齋藤忠夫, 根岸
晴夫, 八田一編

文永堂出版 2011.10 811400326 農学部図書館開架図書 648//チクサ

うちは精肉店
本橋成一写真と
文

農山漁村文化協
会

2013.3 811400209 農学部図書館開架図書 648.2//ウチワ

牛の解剖アトラス 増補改訂第2版

Klaus-Dieter
Budras [ほか]
著/Gisela Jahrm
ärker [ほか] 画/
日本獣医解剖学
会監訳

緑書房 2013.9 811400208 農学部図書館開架図書 649.1//ウシノ

獣医さん走る : 家畜防疫の最前線 吉川泰弘著 幸書房 2012.7 811400227 農学部図書館開架図書 649.8//ジユウ

教養としての森林学
井出雄二, 大河
内勇, 井上真編

文永堂出版 2014.2 811400330 農学部図書館開架図書 650.1//キヨウ

森林・林業白書 : 索引付き 平成26年版 林野庁編
日本林業協会/農
林統計協会 (販
売)

2005.6- 831400023 農学部図書館開架図書 650.59//シンリ//H26

日本林業の構造変化と林業経営体 : 2010年林業センサス分析 興梠克久編著 農林統計協会 2013.6 811400355 農学部図書館開架図書 652.1//ニホン

木材と文明
ヨアヒム・ラー
トカウ著/山縣
光晶訳

築地書館 2013.12 811400324 農学部図書館開架図書 652.3//モクザ

ドイツ林業と日本の森林 岸修司著 築地書館 2012.10 811400328 農学部図書館開架図書 652.34//ドイツ

森づくりの心得 : 森林のしくみから施業・管理・ビジョンまで 藤森隆郎著
全国林業改良普
及協会

2012.12 811400190 農学部図書館開架図書 653//モリズ

枯死木の中の生物多様性

Jogeir
N.Stokland,
Juha Siitonen,
Bengt Gunnar
Jonsson著/深澤
遊, 山下聡訳

京都大学学術出
版会

2014.3 811400354 農学部図書館開架図書 653.12//コシボ

多種共存の森 : 1000年続く森と林業の恵み 清和研二著 築地書館 2013.11 811400329 農学部図書館開架図書 653.17//タシユ
タブノキ(ものと人間の文化史:165) 山形健介著 法政大学出版局 2014.3 811400356 農学部図書館開架図書 653.7//タブノ
木材乾燥のすべて 改訂増補版 寺澤眞著 海青社 2004.3 811400344 農学部図書館開架図書 657.4//モクザ

Methods in lignin chemistry : pbk(Springer series in wood science)
Stephen Y. Lin,
Carlton W.
Dence (eds.)

Springer-Verlag c1992 811400534 農学部図書館開架図書 658.4//MET

くるくるあたま 歌房史朗 くるくる出版 2014.4 811400469 農学部図書館2階カウン
ター前

726.6//クルク

ため池のある風景 : 農の営みと水辺をめぐる四季 : 写真集
英伸三編集・構
成

全国ため池等整
備事業推進協議
会/日本写真企画
(発売)

2013.12 811400270 農学部図書館開架図書 748//タメイ

映画館 (ミニシアター) のつくり方
映画芸術編集部
編集/奥田瑛二
[ほか] 著

AC Books 2010.1 811400168 農学部図書館開架図書 778.09//ミニシ

モウリーニョのリーダー論 : 世界最強チームの束ね方
ルイス・ローレ
ンス著/タカ大
丸訳

実業之日本社 2012.5 811400679 農学部図書館2階カウン
ター前

783.47//モウリ

TEDトーク : 世界最高のプレゼン術
ジェレミー・ド
ノバン [著]/中西
真雄美訳

新潮社 2013.7 811400691 農学部図書館2階カウン
ター前

809.4//TED

論文・レポートの基本 : この1冊できちんと書ける! 石黒圭著 日本実業出版社 2012.3 811400455 農学部図書館2階カウン
ター前

816.5//ロンブ

はじめての中国語 : 発音の基礎から日常会話まで学べる : 基本の発
音・構文・会話がこれ1冊でしっかり学べる! 野村邦近著 ナツメ社 2014.3 811400462 農学部図書館2階カウン

ター前
820//ハジメ

あっという間に話せる韓国語 : 1文字からていねいに解説!文法も
しっかりわかる! 石田美智代著 永岡書店 [2005.7] 811400454 農学部図書館2階カウン

ター前
829.1//アツト

Pop music world Yoshihiko
Honda [et al.] 三修社 2013.2 811400153 農学部図書館開架図書 830//POP

新TOEICテスト速解!トレーニング読解
宮野智靖監修,
近藤千代著

旺文社 2013.5 811400412 農学部図書館2階カウン
ター前

830.79//シンT

新TOEICテスト速解!トレーニング単語
宮野智靖監修,
仲川浩世著

旺文社 2013.5 811400413 農学部図書館2階カウン
ター前

830.79//シンT

新TOEICテスト速解!トレーニング文法
宮野智靖監修,
原田曜子著

旺文社 2013.5 811400414 農学部図書館2階カウン
ター前

830.79//シンT

もっと知りたい!社会のいま
Jonathan
Lynch, Kotaro
Shitori

成美堂 2014.1 811400141 農学部図書館開架図書 837//モツト
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くじけないで 柴田トヨ著 飛鳥新社 2010.3 811400466 農学部図書館2階カウン
ター前

911.56//クジケ

二人が睦まじくいるためには 吉野弘詩 童話屋 2003.10 811400487 農学部図書館2階カウン
ター前

911.56//フタリ

悪魔の種子(幻冬舎文庫:う-3-8) 内田康夫[著] 幻冬舎 2010.8 811400479 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//アクマ

アヒルと鴨のコインロッカー(創元推理文庫) 伊坂幸太郎著 東京創元社 2006.12 811400484 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//アヒル

おおかみこどもの雨と雪(角川文庫:17455) 細田守 [著]
角川書店/角川グ
ループパブリッ
シング (発売)

2012.6 811400470 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//オオカ

屋上ミサイル 上(宝島社文庫) 山下貴光著 宝島社 2010.2 811400459 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//オクジ//1

屋上ミサイル 下(宝島社文庫) 山下貴光著 宝島社 2010.2 811400460 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//オクジ//2

華胥の幽夢 (ゆめ)(新潮文庫:9850, お-37-60. 十二国記) 小野不由美著 新潮社 2014.1 811400439 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//カシヨ

キケン(新潮文庫:9728, あ-62-2) 有川浩著 新潮社 2013.7 811400441 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//キケン

空想オルガン(角川文庫:17498) 初野晴 [著]
角川書店/角川グ
ループパブリッ
シング (発売)

2012.7 811400419 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//クウソ

恋文の技術(ポプラ文庫:[も3-1]) 森見登美彦[著] ポプラ社 2011.4 811400486 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//コイブ

小暮写眞館 上(講談社文庫:[み-42-15], [み-42-16]) 宮部みゆき [著] 講談社 2013.10 811400430 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//コグレ//1

小暮写眞館 下(講談社文庫:[み-42-15], [み-42-16]) 宮部みゆき [著] 講談社 2013.10 811400431 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//コグレ//2

こころ 改版(新潮文庫:315, な-1-13) 夏目漱石著 新潮社 2004.3 811400438 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//ココロ

試着室で思い出したら、本気の恋だと思う。(幻冬舎文庫:お-40-1) 尾形真理子 [著] 幻冬舎 2014.2 811400480 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//シチヤ

終末のフール(集英社文庫:[い64-1]) 伊坂幸太郎著 集英社 2009.6 811400435 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//シユウ

ジョーカー・ゲーム(角川文庫:や39-6) 柳広司 [著] 角川書店 2011.6 811400416 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//ジヨカ

白ゆき姫殺人事件(集英社文庫:み50-1) 湊かなえ著 集英社 2014.2 811400473 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//シラユ

新釈走れメロス : 他四篇(祥伝社文庫:も10-1) 森見登美彦著 祥伝社 2009.10 811400451 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//シンシ

毒猿 : 長編刑事小説 新装版(光文社文庫:お21-17. 新宿鮫:2) 大沢在昌著 光文社 2014.3 811400450 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//シンジ//2

新宿鮫 : 長編刑事小説 : 新装版(光文社文庫:[お21-16]. 新宿鮫:1) 大沢在昌著 光文社 2014.2 811400478 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//シンジ//1

千年ジュリエット(角川文庫:は32-6) 初野晴〔著〕 KADOKAWA 2013.11 811400420 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//センネ

想像ラジオ
いとうせいこう
著

河出書房新社 2013.3 811400449 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//ソウゾ

空の中(角川文庫:あ48-1, 15174) 有川浩 [著]
角川書店/角川グ
ループパブリッ
シング (発売)

2008.6 811400423 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//ソラノ

退出ゲーム(角川文庫:16363) 初野晴 [著]
角川書店/角川グ
ループパブリッ
シング (発売)

2010.7 811400471 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//タイシ

タイニー・タイニー・ハッピー(角川文庫:16969) 飛鳥井千砂 [著]
角川書店/角川グ
ループパブリッ
シング (発売)

2011.8 811400424 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//タイニ

ダブル・ジョーカー(角川文庫:17405) 柳広司 [著]
角川書店/角川グ
ループパブリッ
シング (発売)

2012.6 811400417 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//ダブル

ディーセント・ワーク・ガーディアン 沢村凛著 双葉社 2012.1 811400353 農学部図書館開架図書 913.6//デイセ

東京タワー : オカンとボクと、時々、オトン(新潮文庫:り-4-1) リリー・フラン
キー著

新潮社 2010.7 811400476 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//トウキ

ネバーランド(集英社文庫:[お-48-2]) 恩田陸著 集英社 2003.5 811400474 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//ネバラ

八月の六日間
北村薫著/角川
書店編

KADOKAWA 2014.5 811400421 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//ハチガ

初恋ソムリエ(角川文庫:16936, は32-4) 初野晴[著]
角川書店/角川グ
ループパブリッ
シング (発売)

2011.7 811400418 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//ハツコ

秘密(文春文庫:[ひ-13-1]) 東野圭吾著 文藝春秋 2001.5 811400447 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//ヒミツ

フィッシュストーリー(新潮文庫:8818, い-69-4) 伊坂幸太郎著 新潮社 2009.12 811400475 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//フイツ
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マスカレード・ホテル(集英社文庫) 東野圭吾著 集英社 2014.7 811400434 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//マスカ

まるまるの毬 西條奈加著 講談社 2014.6 811400429 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//マルマ

村上海賊の娘 上巻 和田竜著 新潮社 2013.10 811400444 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//ムラカ//1

村上海賊の娘 下巻 和田竜著 新潮社 2013.10 811400445 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//ムラカ//2

宵山万華鏡(集英社文庫:[も29-1]) 森見登美彦著 集英社 2012.6 811400436 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//ヨイヤ

利休にたずねよ(PHP文芸文庫:[や2-1]) 山本兼一著 PHP研究所 2010.10 811400456 農学部図書館2階カウン
ター前

913.6//リキユ

蚊がいる 穂村弘著 Kadokawa 2013.9 811400415 農学部図書館2階カウン
ター前

914.6//カガイ

世界音痴(小学館文庫:ほ4-1) 穂村弘著 小学館 2009.10 811400437 農学部図書館2階カウン
ター前

914.6//セカイ

にょにょっ記(文春文庫:[ほ-13-2]) 穂村弘著 文藝春秋 2012.1 811400448 農学部図書館2階カウン
ター前

914.6//ニヨニ

アンの青春(新潮文庫:745, モ-4-42. 赤毛のアン・シリーズ:2) モンゴメリ [著]/
村岡花子訳

新潮社 2008.2 811400442 農学部図書館2階カウン
ター前

933//アカゲ//2

アンの愛情(新潮文庫:965, モ-4-43. 赤毛のアン・シリーズ:3) モンゴメリ [著]/
村岡花子訳

新潮社 2008.2 811400443 農学部図書館2階カウン
ター前

933//アカゲ//3

赤毛のアン(新潮文庫:657, モ-4-41. 赤毛のアン・シリーズ:1) モンゴメリ [著]/
村岡花子訳

新潮社 2008.2 811400477 農学部図書館2階カウン
ター前

933//アカゲ//1

グッドラック

アレックス・ロ
ビラ, フェルナ
ンド・トリア
ス・デ・ベス著
/田内志文訳

ポプラ社 2004.6 811400681 農学部図書館2階カウン
ター前

963//グツド
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