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順位 資料名 著者名 所在 請求記号

1 永遠の0 (ゼロ) 百田尚樹著
旦野原・2階書架
（一般図書）

913.6||HN5

2 海賊とよばれた男 上 百田尚樹著
旦野原・2階書架（一
般図書）

913.6||HN11||1

3 ロスジェネの逆襲 池井戸潤著
旦野原・2階書架（一
般図書）

913.6||IJ18

4
20歳のときに知っておきたかっ
たこと(スタンフォード大学集中講
義:[1])

ティナ・シーリグ著/
高遠裕子訳

積層（和図書）,2階書
架（一般図書）1階
（まなビギナーズ）

159||ST14

5 はじめての制御工学
佐藤和也, 平元和彦,
平田研二著

旦野原・2階書架（一
般図書）

548.31||SK8

6 海賊とよばれた男 下 百田尚樹著
旦野原・2階書架（一
般図書）

913.6||HN11||2

6
TOEICテスト新公式問題集(試験
問題集）

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

旦野原・2階書架（試
験問題集）

830.79||ET3

6 生化学 第5版
E.E.Conn [ほか] 著/
田宮信雄, 八木達彦
訳

旦野原・2階書架（一
般図書）

464||CE19

9
内定者はこう書いた!エントリー
シート・履歴書・志望動機・自己
PR : 完全版 ['10年度版]

坂本直文著
旦野原・2階書架（一
般図書）

377.9||SN14||2010

9 阪急電車 有川浩著
旦野原・2階書架（一
般図書）

913.6||AH8

9 オレたち花のバブル組 池井戸潤著
旦野原・2階書架（一
般図書）

913.6||IJ5

12
知識ゼロからのみるみる字がう
まくなる本

岡田崇花著
旦野原・1階（まなビ
ギナーズ）

049||CZ

12
1Q84 (ichi-kew-hachi-yon) : a
novel book 1

村上春樹著
旦野原・2階書架（一
般図書）

913.6|||MH9||1

14

セクシュアルマイノリティ : 同性
愛、性同一性障害、インターセッ
クスの当事者が語る人間の多様
な性

セクシュアルマイノリ
ティ教職員ネットワー
ク編著/池田久美子
[ほか] 著

旦野原・2階書架（一
般図書）積層（和図
書）

367.9||SS1

14
新TOEICテスト特訓!文法・読解
300問

阿久津勝彦, 阿久津
由佳共著

旦野原・2階書架（一
般図書）

830.79||AK19

16 塩の街(角川文庫:16082) 有川浩 [著]
旦野原・2階書架（一
般図書）

913.6||AH9

16
内定力 : 就活生が知っておきた
い企業の「採用基準」

楠田祐著
旦野原・2階書架（一
般図書）

377.9||KY14

16 オレたちバブル入行組 池井戸潤著
旦野原・2階書架（一
般図書）

913.6||IJ15

16
電子回路(図解雑学 : 絵と文章
でわかりやすい!)

福田務, 田中洋一郎
著

旦野原・2階書架（一
般図書） 旦野原・1階
（まなビギナーズ）

549.3||FT4
049||ZZ5||2625

16 図書館戦争
有川浩著/徒花スク
モイラスト

旦野原・2階書架（一
般図書）

913.6|||AH20

16
TOEFL Test ITP文法問題対策
満点マニュアル : パワフルコード
であなたの弱点がハッキリ見え

林功著
旦野原・2階書架（国
際交流資料）

830.79||HI20

16
探偵ガリレオ(文春文庫:[ひ-13-
2])

東野圭吾著
旦野原・2階書架（一
般図書）

913.6||HK20

http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1160459
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1156638
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1167014
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1077501
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1077501
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1077501
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1111366
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1156638
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=678260
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=678260
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=83439
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=856474
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=856474
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=856474
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=894518
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=918018
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1151907
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1151907
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=982316
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=982316
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=465823
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=465823
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=465823
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=465823
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1065400
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1065400
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1123754
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1159754
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1159754
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1164769
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=519115
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=519115
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=693555
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=887624
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=887624
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=887624
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=899863
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=899863
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16
世界一わかりやすいCプログラミ
ングの授業

Lepton著

旦野原・2階書架（一
般図書） 旦野原・1階
（まなビギナーズ）

007.64||SS11

24
内定を決める就活 : 要するに こ
こが知りたい! 2012年度版(就職
の王道BOOKs:3, 4)

福島直樹編著
旦野原・2階書架（一
般図書）

377.9||FM14||2012

25 新スタンダード仏和辞典
鈴木信太郎 [ほか]
著

旦野原・2階書架（一
般図書）旦野原・積
層（和図書）

853||SS19

26
現代日本の社会政策(Minerva
text library:49)

坂脇昭吉, 阿部誠編
著

旦野原・2階書架（一
般図書）旦野原・積
層（和図書）

364.1||SA7

26
経済政策(放送大学大学院教
材:8930503-1-0911. 社会経営
科学プログラム)

林敏彦編著
旦野原・2階集密（放
送大学） 0911||1||  8930503

28
税効果会計詳解 : 基準形成と計
算構造

中田信正著
旦野原・2階書架（一
般図書）

336.9||NN26

28
TOEICテスト新公式問題集 Vol.
2

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

旦野原・2階書架（一
般図書）

830.79||ET3||2

28
支援困難事例の分析調査 : 重
複する生活課題と政策とのかか

岡田朋子著
旦野原・2階書架（一
般図書）

369.16||OT19

31
Aera English : with Herald
Tribune/Asahi Vol.2012 Autumn
& Winter

旦野原・1階ブラウジングエリア

31 宿命(講談社文庫:[ひ-17-8]) 東野圭吾著
旦野原・2階書架（一
般図書）

913.6||Hk19

31
Aera English : with Herald
Tribune/Asahi Vol.2013 Spring &
Summer

旦野原・1階ブラウジングエリア

31
色彩を持たない多崎つくると、彼
の巡礼の年

村上春樹著
旦野原・2階書架（一
般図書）

913.6||MH19

31 ホテルローヤル 桜木紫乃著
旦野原・2階書架（一
般図書）

913.6||SS8

31
一問一答面接攻略完全版
[2015年度版]

櫻井照士著 旦野原・2階書架（試験307.8||SS9||2015

31
超速マスター!SPI無敵の解法パ
ターン [2015年度版]

伊藤誠彦著 旦野原・2階書架（試験307.8||IN3||2015

31 最新!SPI3完全版 [2015年度版] 柳本新二著 旦野原・2階書架（試験307.8||YS19||2015

31 機械材料学 改訂版 日本材料学会編
旦野原・2階書架（一
般図書）

531.2||NK7

31
憲法・民法・刑法(法律入門判例
まんが本:1)

立花千尋著/草間京
子画

旦野原・1階（まなビ
ギナーズ）

320.98||TC8||１

41 新TOEIC Testレベル判定模試 3 小山克明 [ほか] 著
旦野原・2階書架（一
般図書）

830.79||SO9||3

41 2カ月で攻略TOEICテスト900点! 天満嗣雄著
旦野原・2階書架（一
般図書）

830.79||TH14

41 3週間で攻略TOEICテスト900点! 大里秀介著
旦野原・2階書架（一
般図書）

830.79||OS19

41
大学・大学院留学生の日本語 3
論文読解編

アカデミック・ジャパ
ニーズ研究会編著

旦野原・2階書架（一
般図書）旦野原・2階
書架（国際交流資

810.7||AD9||3

http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1092422
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1092422
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1086186
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1086186
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1086186
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1505
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=852849
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=852849
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=979539
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=979539
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=979539
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=458898
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=458898
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=678260
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=678260
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1104037
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1104037
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1146759
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1155705
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1155705
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1161114
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1038477
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1038477
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1038493
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1038493
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1161514
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1025429
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1064707
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1064707
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=917718
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1150865
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1150867
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=396718
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=396718
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41
計測工学(機械系教科書シリー
ズ:8)

前田良昭, 木村一郎,
押田至啓共著

旦野原・2階書架（一
般図書）

501.22||MY11

41 九州・南西諸島(日本の地形:7) 町田洋 [ほか] 編
旦野原・2階書架（一
般図書）

454.91||NN11||7

47
図解スティーブ・ジョブズのプレ
ゼン術

松本幸夫著
旦野原・1階（まなビ
ギナーズ）

336.49||MY26

47 制御工学入門 村松鋭一著
旦野原・2階書架（一
般図書）

548.31||ME19

47
履歴書エントリーシート志望動
機自己PRの書き方 2014年度版
(就職の赤本シリーズ)

就職総合研究所編
旦野原・2階書架（一
般図書）

377.9||SR14||2014

47
知識経営時代のマネジメント :
経営学のフロンティア

中山健, 丹野勲, 宮
下清著

旦野原・2階書架（一
般図書）

335.1||NT3

47
内燃機関 改訂(機械系大学講義
シリーズ:23)

廣安博之, 寶諸幸男,
大山宜茂共著

旦野原・積層（和図
書） 旦野原・2階書架
（一般図書）

533.4||HH14

47 最新内燃機関 河野通方 [ほか] 著
旦野原・2階書架（一
般図書）

533.4||KM19

47
パワーアップ確率・統計(パワー
アップ大学数学シリーズ)

辻谷將明, 和田武夫
著

旦野原・2階書架（一
般図書）

417||TM16

47 魔女狩り(ヨーロッパ史入門)
ジェフリ・スカール,
ジョン・カロウ [著]/
小泉徹訳

旦野原・積層（和図
書） 旦野原・2階書架
（一般図書）

230.5||SG13

47
アーミッシュの赦し : なぜ彼らは
すぐに犯人とその家族を赦した
のか

ドナルド・B・クレイビ
ル, スティーブン・M・
ノルト, デヴィッド・L・
ウィーバー‐ザーカー
著/青木玲訳

旦野原・積層（和図
書） 旦野原・2階書架
（一般図書）

198.3||KD1

47
TOEICテスト新・最強トリプル模
試 : New Version対応の模試を3
回分収録 3 : 解答・解説編

中村紳一郎 [ほか]
著

旦野原・2階書架（試
験問題集）

830.79||NS20||3

47
ハンディブックメカトロニクス 改
訂2版

三浦宏文監修
旦野原・2階書架（一
般図書）

549||HD2

47
よくわかる臨床心理学 改訂新版
(やわらかアカデミズム・「わか
る」シリーズ)

下山晴彦編
旦野原・積層（和図
書）  旦野原・2階書
架（一般図書）

146||SH25

47
すべらない就活 : 勝てるエント
リーシート負けない面接テクニッ
ク 2012年度版

原田康久著
旦野原・1階（まなビ
ギナーズ）

377.9||HY8

60 メカトロニクス概論
藤野義一編著/小宮
勤一 [ほか] 執筆

旦野原・積層（和図
書） 旦野原・2階書架
（一般図書）

549||FY13

61
TOEFL TEST対策iBTリスニング
: 実力100点へのlogic &
practice(CD-Book)

田中知英著
旦野原・2階書架（国
際交流資料）

830.79||TC20

61 30日で学べるフランス語文法 中野茂著
旦野原・1階（まなビ
ギナーズ）

855||NS19

63
1駅1題新TOEIC TEST文法特急
2 急所アタック編

花田徹也著
旦野原・2階書架（一
般図書）

830.79||HT9

63
統治 第4版(有斐閣アル
マ:Specialized. 憲法:2)

渋谷秀樹, 赤坂正浩
著

旦野原・2階書架（一
般図書）

323.14||SH20

65 よくわかる材料力学
飯野牧夫, 西田新一
著

旦野原・2階書架（一
般図書）

501.32||IM25

65
債権各論 第3版補訂(有斐閣Sシ
リーズ:36. 民法:4)

藤岡康宏 [ほか] 著
旦野原・2階書架（一
般図書）

324.5||FY19

http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=396838
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=396838
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=445422
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1126559
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1126559
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1127479
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=452007
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=452007
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=452007
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1159097
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1159097
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=222988
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=222988
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=304535
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=360754
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=360754
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=571698
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=905808
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=905808
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=905808
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1038520
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1038520
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1038520
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1073599
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1073599
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1075471
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1075471
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1075471
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1100093
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1100093
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1100093
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=17043
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=889340
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=889340
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=889340
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1084115
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1159140
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1159140
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1094937
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1094937
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1051693
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1065133
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1065133
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67 社会心理学(カラー版徹底図解) 山岸俊男監修
旦野原・2階書架（国
際交流資料）

361.4||SS7

67 最新日本の敬語実例事典 主婦と生活社編
旦野原・2階書架（一
般図書）

815.8||SS14

67
仏検合格のための傾向と対策 :
文部科学省認定実用フランス語
技能検定試験 全訂 : 4級

旦野原・2階書架（一
般図書）

850.7||FG4

67
電磁気学 改訂2版(マグロウヒル
大学演習)

Joseph A.Edminister
著/村崎憲雄, 飽本
一裕, 小黒剛成共訳

旦野原・2階書架（一
般図書）

427||EJ4

71
障害児・障害者心理学特論 新
訂(放送大学大学院教
材:8950563-1-1311. 臨床心理

田中新正, 古賀精治
編著

旦野原・2階集密（放
送大学）

1311||11||8950563

71
「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

石飛幸三著
旦野原・2階書架（一
般図書）

369.26||IK8

71
国語科における言語活動の授
業づくり入門 : 指導事項の「分
割」と「分析」を通して

高木まさき著
旦野原・2階書架（一
般図書）

375.8||TM11

71
昔ながらのおかずをちゃんと作
るコツ。(Magazine House mook)

旦野原・2階書架（一
般図書）

596||MG14||0312

71
Tales from Hans Andersen New
ed.(Penguin readers:Level 2)

retold by Karen
Holmes

旦野原・2階書架（一
般図書）

808.8||PR18||2-59

71
コミュニティ・ビジネスのすべて :
理論と実践マネジメント

コミュニティ・ビジネ
ス・ネットワーク編

旦野原・1階（まなビ
ギナーズ）

335.8||KK20

77
ケアの社会学 : 当事者主権の
福祉社会へ

上野千鶴子著
旦野原・積層（和図
書） 旦野原・2階書架
（一般図書）

369||UC11

77
責任ある競争力 : CSRを問い直
す

谷本寛治著
旦野原・2階書架（一
般図書） 335.15||TK19

77
SPSS完全活用法 : 共分散構造
分析(Amos)によるアンケート処

田部井明美著
旦野原・2階書架（一
般図書）

417||TA19

80
マンガはじめましてファインマン
先生 : 超天才物理学者の頭の
中(ブルーバックス:B-1832)

ジム・オッタヴィアニ
原作/リーランド・マイ
リック漫画/大貫昌子

旦野原・2階書架（文
庫・新書）

B1||1832

80
中国の高齢者社会保障 : 制度と
文化の行方

王文亮著/和田要校
閲

旦野原・2階書架（一
般図書）

369.26||OB3

80
グローバルSCM : サプライ
チェーン・マネジメントの新しい
潮流

山下洋史, 諸上茂登,
村田潔編著

旦野原・積層（和図
書） 旦野原・2階書架
（一般図書）

336||YH7

80 イラスト・フランス語入門 野内良三著
旦野原・2階書架（一
般図書）

850||NR9

80
地域主権型道州制 : 国民への
報告書

PHP総合研究所編
旦野原・積層（和図
書）

318.18||PC7

85
マンガ線形代数入門 : はじめて
の人でも楽しく学べる(ブルー
バックス:B-1822)

鍵本聡原作/北垣絵
美漫画

旦野原・2階書架（文
庫・新書）

B11||1822

85
日本語上級話者への道 : きちん
と伝える技術と表現

荻原稚佳子 [ほか]
著

旦野原・2階書架（国
際交流資料）

810.7||OC14

89
うつ病治療常識が変わる(宝島
SUGOI文庫)(NHKスペシャル)

NHK取材班著
旦野原・2階書架（一
般図書）

493.76||NU18

89
花田清輝評論集(岩波文庫:青
(33)-192-1)

花田清輝 [著]/粉川
哲夫編

旦野原・2階書架（文
庫・新書）

I 8||192-1

89
しごとの日本語 電話応対基礎
編

奥村真希, 釜渕優子
著

旦野原・2階書架（国
際交流資料）

810.7||OM19

http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1154781
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=508473
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=513284
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=513284
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=513284
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=124996
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=124996
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1160519
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1160519
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1160519
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1161881
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1161881
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1165592
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1165592
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1165592
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=507549
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=507549
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=575951
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=575951
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1066467
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1066467
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1114996
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1114996
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1160461
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1160461
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=414901
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=414901
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1164661
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1164661
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1164661
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=417227
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=417227
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=467054
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=467054
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=467054
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=852531
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1080018
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1080018
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1161166
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1161166
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1161166
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=658144
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=658144
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1162497
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1162497
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=50499
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=50499
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=887851
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=887851
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順位 資料名 著者名 所在 請求記号

89
実戦ビジネス日本語会話 : 人を
動かす! 上級

瀬川由美, 紙谷幸子,
北村貞幸著

旦野原・2階書架（国
際交流資料）

810.7||SY10

89
流体機械の基礎(機械系大学講
義シリーズ:15)

井上雅弘, 鎌田好久
共著

旦野原・積層（和図
書） 旦野原・2階書架
（一般図書）

530||DK19||15

94
就活生なら誰もが知りたい、だ
けど聞けない疑問に現職人事担
当者が本音で回答する本

就活生を応援する人
事担当者の会著

旦野原・1階（まなビ
ギナーズ）

377.9||SS18

94
日本における外国文学 : 比較文
学研究 上巻

島田謹二著
旦野原・2階書架（一
般図書）

910.26||S21-1||1

94
三才から六才へ : 成長の記録
昌和たちの世界

瀬地山澪子著
旦野原・積層（和図
書）

371.4||S9-1

94
ポイントで学ぶ科学英語論文の
書き方

小野義正著
旦野原・積層（和図
書） 旦野原・2階書架
（一般図書）

407||OY16

94
近代日本における外国文学の
受容(放送大学教材:1110314-1-
0311)

山内久明, 川本皓嗣
編著

旦野原・2階集密（放
送大学）

0311||1|| 1110314

94 自己決定権と死ぬ権利 新版 立山龍彦著
旦野原・2階書架（一
般図書）

498.12||TT10

94
源氏物語 4(新編日本古典文学
全集:20-25)

[紫式部著]/阿部秋
生 [ほか] 校注・訳

旦野原・2階書架（一
般図書）

918||SN11||23

94
フェリーツェへの手紙 決定版
1(カフカ全集:10,11)

カフカ [著]/マックス・
ブロート編/城山良
彦訳

旦野原・積層（和図
書）

948||K1-2||10

94 保険論トレーニング 鴻上喜芳著
旦野原・2階書架（一
般図書） 旦野原・1階
（本学教員著書）

339||KK8

94 プログラマの数学 結城浩著
旦野原・2階書架（一
般図書）旦野原・1階
（まなビギナーズ）

410||YH16

94
Fundamental trainer for the
TOEIC Bridge text

Mikako Fujioka,
Geoffrey, Tozer

旦野原・2階書架（一
般図書）

830.79||FM6

94
みん就データブック : みんなのク
チコミ : 人事のホンネ 2012(日経
BPムック)

旦野原・1階（まなビ
ギナーズ）

377.9||MS20||2012

http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=945389
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=945389
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=10149
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=10149
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1153142
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1153142
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1153142
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=289136
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=289136
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=378306
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=378306
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=400897
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=400897
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=473578
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=473578
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=473578
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=524551
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=56252
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=56252
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=660755
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=660755
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1005776
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1055036
http://opac.lib.oita-u.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1080681
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