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NO タイトル 配置場所 請求記号 資料ID

1
「論語」とリーダーシップ : 渋沢栄一の人間力に学ぶ / 緑

川浩司著者代表. -- 財界21, 2017.
旦野原・積層（和図書） 123.83||MH18 11409836

2

写真が語る地球激変 : 過去の地球、現在の地球、そして未来

の地球は…? / フレッド・ピアス著 ; 鈴木南日子訳. -- ゆま

に書房, 2008.

旦野原・1階（まなビギナーズ） 209.7||PF19 11365558

3
渋沢栄一 : 近代日本社会の創造者 / 井上潤著. -- 山川出版社,

2012. -- (日本史リブレット人 ; 085).
旦野原・1階（まなビギナーズ） 210.08||NS2||H-85 11390468

4
日本の歴史 : 漫画版 / 岩井渓漫画 ; 1 - 10. -- 集英社, 2007. -

- (集英社文庫 ; [特15-1]-[特15-10]).
旦野原・2階書架（国際交流資料） 210.1||NN19||10 11385213

5
日本の歴史 : 漫画版 / 岩井渓漫画 ; 1 - 10. -- 集英社, 2007. -

- (集英社文庫 ; [特15-1]-[特15-10]).
旦野原・2階書架（国際交流資料） 210.1||NN19||8 11385211

6
日本の歴史 : 漫画版 / 岩井渓漫画 ; 1 - 10. -- 集英社, 2007. -

- (集英社文庫 ; [特15-1]-[特15-10]).
旦野原・2階書架（国際交流資料） 210.1||NN19||9 11385212

7
天皇と芸能 / 渡部泰明 [ほか] 著. -- 講談社, 2011. -- (天皇

の歴史 ; 10).
旦野原・2階書架（一般図書） 210.1||TN19||10 11382320

8
天皇と宗教 / 小倉慈司, 山口輝臣著. -- 講談社, 2011. -- (天

皇の歴史 ; 09).
旦野原・2階書架（一般図書） 210.1||TN19||9 11382319

9 平成と大分 : 大分県30年の歩み. -- 大分合同新聞社, 2019. 旦野原・2階書架（一般図書） 219.5||HT9 11419240

10
原典でよむ渋沢栄一のメッセージ / 島田昌和編. -- 岩波書

店, 2014. -- (岩波現代全書 ; 039).
旦野原・2階書架（一般図書） 289.1||SM7 11391601

11
津田梅子 / 山崎孝子著 ; 日本歴史学会編. -- 吉川弘文館,

1962. -- (人物叢書 / 日本歴史学会編 ; 91).
旦野原・積層（和図書） 289.1||T10-1 10026374

12 津田梅子の社会史 / 高橋裕子著. -- 玉川大学出版部, 2002. 旦野原・積層（和図書） 289.1||TY20 11301061

13

フェアな未来へ : 誰もが予想しながら誰も自分に責任がある

とは考えない問題に私たちはどう向きあっていくべきか /

川村久美子訳・解題 ; ヴォルフガング・ザックス, ティルマ

ン・ザンタリウス編. -- 新評論, 2013.

旦野原・2階書架（一般図書） 304||SW6 11384614

14

予測マシンの世紀 : AIが駆動する新たな経済 / アジェイ・ア

グラワル, ジョシュア・ガンズ, アヴィ・ゴールドファーブ

著 ; 小坂恵理訳. -- 早川書房, 2019.

旦野原・2階書架（一般図書） 336.17||AA25 11417643

15
多文化共生社会に生きる : グローバル時代の多様性・人権・

教育 / 李修京編著. -- 明石書店, 2019.
旦野原・2階書架（一般図書） 361.5||DT20 11419882

16
日本近代国家の成立とジェンダー / 氏家幹人 [ほか] 編. --

柏書房, 2003. -- (KASHIWA学術ライブラリー ; 05).
旦野原・2階書架（一般図書） 367.21||UM14 11314277

17
九州・山口県防災気象情報ハンドブック ; 2004 - 2019. --

福岡管区気象台, 2007.
旦野原・2階書架（一般図書） 369.3||FK11||2019 11418747

18
知っておきたい日本の年中行事事典 / 福田アジオ [ほか] 著.

-- 吉川弘文館, 2012.
旦野原・2階書架（国際交流資料） 386.1||FA19 11378068

19
日本の伝統行事 / 村上龍著 ; はまのゆか絵 ; ラルフ・マッ

カーシー英訳. -- 講談社, 2016.
旦野原・2階書架（国際交流資料） 386.1||MR14 11405224

20

都市の気候変動と異常気象 : 猛暑と大雨をめぐって / 藤部

文昭著. -- 朝倉書店, 2012. -- (気象学の新潮流 / 新田尚, 中

澤哲夫, 斉藤和雄監修 ; 1).

旦野原・2階書架（一般図書） 451||KG19||1 11419494

21
海の温暖化 : 変わりゆく海と人間活動の影響 / 日本海洋学

会編集. -- 朝倉書店, 2017.
旦野原・2階書架（一般図書） 452||NU11 11419495

22
千年の色 : 古き日本の美しさ / 吉岡幸雄著. -- PHP研究所,

2010.
旦野原・2階書架（国際交流資料） 753.8||YS19 11365414

23
通貨の日本史 : 無文銀銭、富本銭から電子マネーまで / 高

木久史著. -- 中央公論新社, 2016. -- (中公新書 ; 2389).
旦野原・2階書架（文庫・新書） C1||2389 11401223

24
日本の津波災害 / 伊藤和明著. -- 岩波書店, 2011. -- (岩波

ジュニア新書 ; 701).
旦野原・2階書架（文庫・新書） I11||701 11390619

25
平安女子の楽しい!生活 / 川村裕子著. -- 岩波書店, 2014. --

(岩波ジュニア新書 ; 772).
旦野原・2階書架（文庫・新書） I11||772 11390688

26
古典和歌入門 / 渡部泰明著. -- 岩波書店, 2014. -- (岩波ジュ

ニア新書 ; 775).
旦野原・2階書架（文庫・新書） I11||775 11390691
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27

ロボットが家にやってきたら・・・ : 人間とAIの未来 / 遠藤

薫著. -- 岩波書店, 2018. -- (岩波ジュニア新書 ; 867 . 「知の

航海」シリーズ).

旦野原・2階書架（文庫・新書） I11||867 11411320

28
津波災害 : 減災社会を築く / 河田惠昭著. -- 増補版. -- 岩波

書店, 2018. -- (岩波新書 ; 新赤版 1708).
旦野原・2階書架（文庫・新書） I12||1708 11411318

29
平成の終焉 : 退位と天皇・皇后 / 原武史著. -- 岩波書店,

2019. -- (岩波新書 ; 新赤版 1763).
旦野原・2階書架（文庫・新書） I12||1763 11417708

30
伊勢神宮と斎宮 / 西宮秀紀著. -- 岩波書店, 2019. -- (岩波新

書 ; 新赤版 1767).
旦野原・2階書架（文庫・新書） I12||1767 11417712

31
原文万葉集 / 佐竹昭広 [ほか] 校注 ; 上, 下. -- 岩波書店,

2015. -- (岩波文庫 ; 黄(30)-005-6,7).
旦野原・2階書架（文庫・新書） I5||5-6 11394785

32
原文万葉集 / 佐竹昭広 [ほか] 校注 ; 上, 下. -- 岩波書店,

2015. -- (岩波文庫 ; 黄(30)-005-6,7).
旦野原・2階書架（文庫・新書） I5||5-7 11397685

33
電子マネー革命 : キャッシュレス社会の現実と希望 / 伊藤

亜紀著. -- 講談社, 2010. -- (講談社現代新書 ; 2078).
旦野原・2階書架（文庫・新書） K10||2078 11363251

34
「平成の天皇」論 / 伊藤智永著. -- 講談社, 2019. -- (講談社

現代新書 ; 2519).
旦野原・2階書架（文庫・新書） K10||2519 11417982

35 文藝春秋. -- 1卷1號 ([大12].1)-. -- 文藝春秋社, 1923. 旦野原・1階集密（雑誌） 16117169

36

Newsweek : the international newsmagazine = ニューズ

ウィーク. -- 日本版. -- 0巻0号 [創刊準備号] (1985)-. --

ティビーエス・ブリタニカ, 1985.

旦野原・1階集密（雑誌） 16116808

37

Newsweek : the international newsmagazine = ニューズ

ウィーク. -- 日本版. -- 0巻0号 [創刊準備号] (1985)-. --

ティビーエス・ブリタニカ, 1985.

旦野原・1階集密（雑誌） 16117173

38

Newsweek : the international newsmagazine = ニューズ

ウィーク. -- 日本版. -- 0巻0号 [創刊準備号] (1985)-. --

ティビーエス・ブリタニカ, 1985.

旦野原・1階集密（雑誌） 16119321

39

Newsweek : the international newsmagazine = ニューズ

ウィーク. -- 日本版. -- 0巻0号 [創刊準備号] (1985)-. --

ティビーエス・ブリタニカ, 1985.

旦野原・1階集密（雑誌） 16116616

40

Newsweek : the international newsmagazine = ニューズ

ウィーク. -- 日本版. -- 0巻0号 [創刊準備号] (1985)-. --

ティビーエス・ブリタニカ, 1985.

旦野原・1階集密（雑誌） 16116174

41
Number : sports graphic = ナンバー : スポーツグラフィッ

ク. -- 創刊準備[1巻0]号 ([昭55.2])-. -- 文藝春秋, 1980.
旦野原・1階集密（雑誌） 16116595

42
Number : sports graphic = ナンバー : スポーツグラフィッ

ク. -- 創刊準備[1巻0]号 ([昭55.2])-. -- 文藝春秋, 1980.
旦野原・1階集密（雑誌） 16119025

43
Number : sports graphic = ナンバー : スポーツグラフィッ

ク. -- 創刊準備[1巻0]号 ([昭55.2])-. -- 文藝春秋, 1980.
旦野原・1階集密（雑誌） 16119214

44
週刊東洋経済. -- 2977号 ([昭35].12.24)-. -- 東洋経済新報

社, 1960.
旦野原・1階集密（雑誌） 16118732

45
週刊朝日 = The Asahi weekly edition. -- 1卷5號 (大11.4)-.

-- 朝日新聞社, 1922.
旦野原・1階集密（雑誌） 16116963

46
週刊朝日 = The Asahi weekly edition. -- 1卷5號 (大11.4)-.

-- 朝日新聞社, 1922.
旦野原・1階集密（雑誌） 16117077

47 エコノミスト. -- 24年1号 (昭21.1)-. -- 毎日新聞社, 1946. 旦野原・1階集密（雑誌） 16118881

48 エコノミスト. -- 24年1号 (昭21.1)-. -- 毎日新聞社, 1946. 旦野原・1階集密（雑誌） 16116151

49 エコノミスト. -- 24年1号 (昭21.1)-. -- 毎日新聞社, 1946. 旦野原・1階集密（雑誌） 16116814

50 エコノミスト. -- 24年1号 (昭21.1)-. -- 毎日新聞社, 1946. 旦野原・1階集密（雑誌） 16117087

51

Aera = アエラ / 朝日新聞社編. -- No. 0 (1988.1.1)-no. 00

(1988.3) ; 1巻1号 (1988.5.24)- = 通巻1号 (1988.5.24)-. --

朝日新聞社, 1988.

旦野原・1階集密（雑誌） 16118023


