
Ｎｏ. 専攻 書　　名 著者名 出版社 請求記号

1 経営情報専攻 Pythonでつくる対話システム 東中竜一郎, 稲葉通将, 水上雅博／共著 オーム社 007.13

2 経営情報専攻 The four : GAFA (ガーファ) : 四騎士が創り変えた世界 スコット・ギャロウェイ／著　 渡会圭子／訳 東洋経済新報社 007.35

3 経営情報専攻 Scratchで楽しく学ぶアート&サイエンス 石原淳也／著 日経BPマーケティング 007.64

4 経営情報専攻 全体主義の起原（１）　反ユダヤ主義 （新版） ハンナ・アーレント／著　大久保和郎／訳 みすず書房 311.8

5 経営情報専攻 全体主義の起原（２）　帝国主義（新版）
ハンナ・アーレント／著　大島通義, 大島かおり／
訳

みすず書房 311.8

6 経営情報専攻 全体主義の起原（３）　全体主義 （新版）
ハンナ・アーレント／著　大島通義, 大島かおり／
訳

みすず書房 311.8

7 経営情報専攻 経済学は悲しみを分かち合うために : 私の原点 神野直彦／著 岩波書店 331.04

8 経営情報専攻 いまこそ知りたいDX戦略 : 自社のコアを再定義し、デジタル化する 石角友愛／著
ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

336.17

9 経営情報専攻 「分かち合い」社会の構想 : 連帯と共助のために
野直彦, 井手英策, 連合総合生活開発研究所／
編

岩波書店 364.04

10 経営情報専攻 ゼロから始める統計入門 瀬川浩平／著 マイナビ出版 417

1 観光専攻 ネット文化資源の読み方・作り方 : 図書館・自治体・研究者必携ガイド 岡田一祐／著 文学通信 007.5

2 観光専攻 世界遺産キリシタンの里 : 長崎・天草の信仰史をたずねる 本馬貞夫／著 九州大学出版会 198.221

3 観光専攻 天変地異はどう語られてきたか : 中国・日本・朝鮮・東南アジア 串田久治／編著 東方書店 220

4 観光専攻 中国は"中国"なのか : 「宅茲中国」のイメージと現実 葛兆光／著　橋本昭典／訳 東方書店 222

5 観光専攻 地名崩壊 今尾恵介 ／著 KADOKAWA 291.034

6 観光専攻 世界を知る101の言葉 : 「単語ひとつ」で国際標準の教養がザックリと身につく マンディープ・ライ／著 　 鹿田昌美／訳 飛鳥新社 302

7 観光専攻 どうする地方創生 : 2020年からの新スキーム 山崎史郎, 小黒一正／編著 日本経済新聞出版社 318.6

8 観光専攻 9割の社会問題はビジネスで解決できる 田口一成／著 PHP研究所 335.8

9 観光専攻 データサイエンティストの要諦 加藤良太郎, 高山博和, 深谷直紀／著
幻冬舎メディアコンサルティン
グ

336.17

10 観光専攻 本当に「使える人材」を見抜く採用面接 細井智彦／著 高橋書店 336.42

11 観光専攻 文化資源学講義 = Lectures and essays in cultural resource studies 佐藤健二／著 東京大学出版会 361.5
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12 観光専攻 JOB PICKS : 未来が描ける仕事図鑑 JobPicks編集部／編著 ニューズピックス 366.29

13 観光専攻 都市と農の民俗 : 農の文化資源化をめぐって 安室知／著 慶友社 384.31

14 観光専攻 クマにあったらどうするか : アイヌ民族最後の狩人姉崎等 姉崎等, 片山龍峯／著 筑摩書房 384.35

15 観光専攻 世界遺産「白川郷」を生きる : リビングヘリテージと文化の資源化 才津祐美子／著 新曜社 689.21

16 観光専攻 366日の世界遺産 : 1日1ページでたどる地球と人類の奇跡 小林克己／監修 三才ブックス 709

17 観光専攻 世界遺産必ず知っておきたい150選 : ビジュアル版 （改訂版） 「世界遺産150選」編集室／著 メイツユニバーサルコンテンツ 709

18 観光専攻 文化政策の思想（１）　文化政策の思想 小林真理／編 東京大学出版会 709.04

19 観光専攻 サウンドとメディアの文化資源学 : 境界線上の音楽 渡辺裕／著 春秋社 762.1

20 観光専攻 行った気になる世界遺産 鈴木亮平／著 ワニブックス 778.21

21 観光専攻
スポーツビジネスの「キャズム」 : 新リーグ、新チームの成功と失敗を分ける
マーケティング理論

花内誠／編著 晃洋書房 780

22 観光専攻 プロ野球チームの社員 高木大成／著 ワニブックス 783.7

23 観光専攻 巨人ファンはどこへ行ったのか? 菊地高弘／著 イースト・プレス 783.7

24 観光専攻 戦士の食卓 落合博満／著 岩波書店 783.7

25 観光専攻 日本語と中国語の副詞 日中対照言語学会／編 白帝社 815.6

26 観光専攻 中検準1級・1級試験問題 : 解答と解説 日本中国語検定協会／編 白帝社 820.7

27 観光専攻 中検2級試験問題 : 解答と解説 日本中国語検定協会／編 白帝社 820.7

28 観光専攻 中検3級試験問題 : 解答と解説 日本中国語検定協会／編 白帝社 820.7

29 観光専攻 中検4級試験問題 : 解答と解説 日本中国語検定協会／編 白帝社 820.7

30 観光専攻 HSK基本語彙 : 品詞別・例文で覚える 郭春貴編著 ; 郭久美子／編著 白帝社 824

31 観光専攻
やさしく学ぼうふるさと富山 : 郷土検定越中富山ふるさとチャレンジ公式参考
書 : これ一冊で、富山のことが分かる!

北日本新聞社／編 北日本新聞社 T290.9

1
環境デザイン
専攻

環境社会検定試験eco検定公式テキスト : 持続可能な社会をわたしたちの手
で

東京商工会議所／編著
日本能率協会マネジメントセン
ター

519.07

環境デザイン専攻
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1
英語国際キャ
リア専攻

監視資本主義 : 人類の未来を賭けた闘い ショシャナ・ズボフ／著 　 野中香方子／訳 東洋経済新報社 007.3

2
英語国際キャ
リア専攻

デジタル化する新興国 : 先進国を超えるか、監視社会の到来か 伊藤亜聖／著 中央公論新社 007.3

3
英語国際キャ
リア専攻

西暦一〇〇〇年グローバリゼーションの誕生  ヴァレリー・ハンセン／著　 赤根洋子／訳 文藝春秋 209.4

4
英語国際キャ
リア専攻

「失敗」の日本史 本郷和人／著 中央公論新社 210.4

5
英語国際キャ
リア専攻

安政コロリ流行記 : 幕末江戸の感染症と流言 仮名垣魯文／著　 門脇大翻刻／現代語訳
白澤社
現代書館 (発売)

210.58

6
英語国際キャ
リア専攻

戦争というもの 半藤一利／著 PHP研究所 210.75

7
英語国際キャ
リア専攻

回顧百年 : 相沢英之オーラルヒストリー 相沢英之述, 中澤雄大／編 かまくら春秋社 289.1

8
英語国際キャ
リア専攻

評伝福田赳夫 : 戦後日本の繁栄と安定を求めて 井上正也, 上西朗夫, 長瀬要石 ／執筆 岩波書店 289.1

9
英語国際キャ
リア専攻

民主主義を信じる 宇野重規著 青土社 304

10
英語国際キャ
リア専攻

政治家の胸中 : 肉声でたどる政治史の現場 老川祥一／著 藤原書店 312.1

11
英語国際キャ
リア専攻

中公新書
政界再編 : 離合集散の30年から何を学ぶか

山本健太郎／著 中央公論新社 312.1

12
英語国際キャ
リア専攻

恐怖の地政学 : 地図と地形でわかる戦争・紛争の構図 T・マーシャル／著　 甲斐理恵子／訳 さくら舎 312.9

13
英語国際キャ
リア専攻

最新世界紛争地図
パスカル・ボニファス, ユベール・ヴェドリーヌ／著
神奈川夏子／訳

ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン

319

14
英語国際キャ
リア専攻

国境を越える危機・外交と制度による対応 : アジア太平洋と中東 東大社研, 保城広至／編 東京大学出版会 319

15
英語国際キャ
リア専攻

反日 : 東アジアにおける感情の政治 レオ・チン／著　 趙相宇 ほか／訳 人文書院 319.2

16
英語国際キャ
リア専攻

The great convergence : information technology and the new globalization Richard Baldwin／著
Belknap Press of Harvard
University Press

333.6

17
英語国際キャ
リア専攻

海外M&A新結合の経営戦略 松本茂／著 東洋経済新報社 338.92

18
英語国際キャ
リア専攻

Getting past no : negotiating your way from confrontation to cooperation William Ury／著 Bantam Books 361.4

19
英語国際キャ
リア専攻

「ハーフ」ってなんだろう? : あなたと考えたいイメージと現実 下地ローレンス吉孝／著 平凡社 361.42

20
英語国際キャ
リア専攻

東京電力福島第一原発事故から10年の知見 : 復興する福島の科学と倫理 服部美咲／著 丸善出版 369.36

21
英語国際キャ
リア専攻

不定性からみた科学 : 開かれた研究・組織・社会のために 吉澤剛／著 名古屋大学出版会 404

22
英語国際キャ
リア専攻

読む・打つ・書く : 読書・書評・執筆をめぐる理系研究者の日々 三中信宏／著 東京大学出版会 407

23
英語国際キャ
リア専攻

インターナショナル新書
物理学者のすごい思考法

橋本幸士／著 集英社インターナショナル 420.4

英語国際キャリア専攻
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24
英語国際キャ
リア専攻

カルティエ最強のブランド創造経営 : 巨大ラグジュアリー複合企業「リシュモ
ン」に学ぶ感性価値の高め方

長沢伸也／編著　 杉本香七／著 東洋経済新報社 589.2

25
英語国際キャ
リア専攻

言葉はいかに人を欺くか : 嘘、ミスリード、犬笛を読み解く ジェニファー・M・ソール／著 　 小野純一／訳 慶應義塾大学出版会 801.01

26
英語国際キャ
リア専攻

比べて愉しい国語辞書ディープな読み方 : 国語辞書ほど面白い遊び道具は
ない!

ながさわ／著 河出書房新社 813.1

選定図書は新着図書・選定図書コーナーにあります。なお、次の選定図書

が入り次第、これらの図書は開架書架に並びます。お探しの際は、請求記

号をご活用ください。


