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ビビッド&キッチュ!Photoshopレタッチ・合成Super☆Making / 飯田かずな著. -- 技術評

論社, 2018.6. -- 175p ; 26cm.
本館2階:美術書 B17 007.642/I26//B17 001146995

After Effects標準エフェクト全解 : completed all of 289 effects / 石坂アツシ, 大河原浩一,

笠原淳子著. -- CC対応改訂第4版. -- ビー・エヌ・エヌ新社, 2018.7. -- 583p : 挿図 ; 26cm.
本館2階:美術書 B12 007.642/I84//B12 001146940

Photoshop & Illustratorデザインテクニック大全 / 楠田諭史, トントンタン著. -- SBクリエ

イティブ, 2018.4. -- 303p ; 26cm.
本館2階:美術書 B17 007.642/KU91//B17 001146986

無料ではじめるBlender CGイラストテクニック : 3DCGの考え方としくみがしっかりわか

る / 大澤龍一著. -- 技術評論社, 2016.8. -- 279p ; 23cm.
本館2階:美術書 B17 007.642/O74//B17 001147007

ステップアップのためのZBRUSHガイド : Beginner's guide to ZBrush日本語版 / 3dtotal

Publishing制作 ; スタジオリズ訳. -- ボーンデジタル, 2018.7. -- 263p ; 28cm.
本館2階:美術書 B17 007.642/SU76//B17 001146921

ZBRUSHキャラクター&クリーチャー : ZBrush characters & creatures日本語版 / 3DTotal

Publishing制作 ; 倉下貴弘, 河野敦子, 木原智洋訳. -- ボーンデジタル, 2015.8. -- 251p : 挿

図 ; 28cm.

本館2階:美術書 B17 007.642/SU76//B17 001147034

基本からわかるZBrush標準リファレンスガイド: ZBrush 4R7対応 / 米谷芳彦著. -- マイナ

ビ, 2015.9. -- viii, 327p ; 26cm.
本館2階:美術書 B17 007.642/Y83//B17 001147052

デザイナーのための著作権ガイド / 赤田繁夫, 上野善弘, 久野寧子著. -- 3版. -- パイイン

ターナショナル, 2016.1. -- 207p : 挿図 ; 26cm.
本館1階:保育書 H1 021.2/A28//H1 001147188

夢の猫本屋ができるまで : Cat's Meow Books / 井上理津子著. -- ホーム社. -- 253p ;

19cm.
本館2階:社会学部 024.067/I55 001147473

1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 / デイヴィッド・S・キダー, ノア・D・

オッペンハイム著 ; 小林朋則訳. -- 文響社, 2018.5. -- 383p ; 21cm.
本館2階:社会学部 033/KI12 001147517
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バカ論 / ビートたけし著. -- 新潮社, 2017.10. -- 189p ; 18cm. -- (新潮新書 ; 737). 本館2階:文庫/新書 SHI 080/SHI/737/SHI 001147268

泥流地帯 / 三浦綾子著 ;  続. -- 改版. -- 新潮社, 2009.11. -- 1冊 ; 16cm. -- (新潮文庫 ; み-

8-7).
本館2階:文庫/新書 BUN 080/SHI/MI8/BUN 001147240

即断即決、即実行のトレーニング / 赤羽雄二著. -- ダイヤモンド社, 2016.1. -- 177p : 挿図

; 19cm. -- (ゼロ秒思考 / 赤羽雄二著 ; 行動編).
本館2階:社会学部 141.5/A28 001147286

がんばる理由が、君ならいい / 0号室著. -- KKベストセラーズ, 2017.12. -- 181p ; 19cm. 本館2階:社会学部 159/Z3 001147310

解明!由来がわかる姓氏苗字事典 : 家系・家紋 / 丸山浩一著. -- 金園社, 2015.8. -- 499p ;

21cm.
本館1階:参考図書2 R2 288.1/MA59//R2 001147428

池上彰の「天皇とは何ですか?」 / 池上彰著. -- PHP研究所, 2018.8. -- 253p ; 19cm. 本館2階:社会学部 288.4/I33 001147301

日本の家紋大事典 / 森本勇矢著. -- 日本実業出版社, 2013.4. -- 285p : 挿図 ; 21cm. 本館2階:美術書 B1 288.6/MO55//B1 001147400

リタと旅する。 : 日本のウイスキーの父「竹鶴政孝」を支えた妻. -- いのちのことば社,

2015.1. -- 95p ; 17cm. -- (フォレストブックス).
本館2階:社会学部 289.1/R48 001147277

世界一シンプルで世界一成果がでるトヨタ流仕事の教科書 / 石井住枝著. -- アチーブメン

ト出版, 2016.4. -- 181p ; 19cm.
本館2階:社会学部 336/I75 001147393

メディアリテラシー入門 / 池上彰著. -- オクムラ書店, 2008.2. -- 224p ; 19cm. 本館2階:社会学部 361.453/I33 001147366

ルポ川崎 / 磯部涼著. -- サイゾー, 2017.12. -- 305p ; 19cm. 本館2階:社会学部 368/I85 001147375

3.11を心に刻んで / 岩波書店編集部編 ; 2018. -- 岩波書店, 2013.3-. -- 冊 : 挿図, 地図 ;

21cm. -- (岩波ブックレット ; no. 981).
本館2階:社会学部 369.31/I95 001147212

大人たばこ養成講座 ; [1]. -- 美術出版社, 2002.12-. -- 冊 ; 23cm. 本館2階:社会学部 383.89/O86 001147446

イラストでわかりやすい昔の道具百科 / 岩井宏實文 ; 中林啓治イラスト. -- 河出書房新社,

2018.8. -- 143p ; 27cm.
本館2階:美術書 B9 383.93/I93//B9 001147562

日本現代怪異事典 / 朝里樹著. -- 笠間書院, 2018.1. -- 500p ; 21cm. 本館2階:社会学部 388.1/A89 001147437

病院というヘンテコな場所が教えてくれたコト。 : 現役看護師イラストエッセイ / 仲本り

さ著. -- いろは出版, 2018.5. -- 255p ; 21cm.
本館2階:社会学部 498.14/N36 001147508
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和菓子伝統と創造 : 何に価値の真正性を見出すのか / 森崎美穂子著. -- 水曜社, 2018.4. --

229p ; 21cm. -- (文化とまちづくり叢書).
本館2階:社会学部 588.36/MO63 001147384

地域ごはん日記 / 山崎亮文・絵. -- パイインターナショナル, 2017.1. -- 255p ; 19cm. 本館2階:社会学部 596.04/Y48 001147348

地域ブランド・マネジメント / 和田充夫 [ほか] 著 ; 電通abic project編. -- 有斐閣, 2009.6.

-- xii, 224, viip : 挿図 ; 20cm.
本館2階:社会学部 601.1/W12 001147339

地域×クリエイティブ×仕事 : 淡路島発ローカルをデザインする : 淡路はたらくカタチ研

究島実践編 / 服部滋樹 [ほか] 編著 ; 西村佳哲 [ほか] 著. -- 学芸出版社, 2016.3. -- 207p :

挿図 ; 19cm.

本館2階:社会学部 601.164/H44 001147357

無印良品のデザイン / 日経デザイン編 ;  2. -- 日経BP社. -- 冊 : 挿図, 肖像 ; 21cm. 本館2階:美術書 B1 673.78/N73//B1 001147123

無印良品のデザイン / 日経デザイン編 ; [1]. -- 日経BP社. -- 冊 : 挿図, 肖像 ; 21cm. 本館2階:美術書 B1 673.78/N73//B1 001147132

ニトリ成功の5原則 / 似鳥昭雄著. -- 朝日新聞出版, 2016.8. -- 223p ; 19cm. 本館2階:社会学部 673.78/N88 001147221

けっきょく、よはく。 : 余白を活かしたデザインレイアウトの本 / ingectar‐e著. -- ソシ

ム, 2018.7. -- 239p : 挿図 ; 21cm.
本館2階:美術書 B1 674.3/I54//B1 001147141

もっとクイズで学ぶデザイン・レイアウトの基本 / ハラヒロシ [ほか] 著. -- 翔泳社,

2015.8. -- 127p ; 26cm.
本館2階:美術書 B1 674.3/KU24//B1 001147150

クイズで学ぶデザイン・レイアウトの基本 / 田中クミコ [ほか] 著. -- 翔泳社, 2013.8. --

127p ; 26cm.
本館2階:美術書 B1 674.3/KU24//B1 001147160

ラクガキ・マスター : 描くことが楽しくなる絵のキホン = Master of imagination and

drawing / 寄藤文平筆. -- 美術出版社, 2009.12. -- 175p ; 17cm.
本館2階:美術書 B16 725/Y84//B16 001147197

The skillful huntsman : うでききの狩人 / Design Studio Press制作. -- ボーンデジタル,

2007.5. -- 159p : 25cm.
本館2階:美術書 B17 726.5/D64//B17 001147043

スケッチトラベル : 日本語版 / risu, 原正人, ジュリア・ウォルフソン訳. -- 飛鳥新社,

2012.10. -- 191p ; 22×31cm.
本館2階:美術書 B1 726.5/R47//B1 001147025

田島光二アートワークスZBrush & Photoshopテクニック / 田島光二著. -- 玄光社, 2016.3.

-- 159p ; 26cm.
本館2階:美術書 B17 726.5/TA26//B17 001147061

3



書誌情報 元の所在 棚番号 請求記号 資料番号

スピードペインティングの極意 : Master the Art of Speed Painting日本語版 / 3DTotal

Publishing制作 ; スタジオリズ訳. -- ボーンデジタル, 2017.4. -- 251p : 挿図 ; 28cm.
本館2階:美術書 B17 726.507/SU76//B17 001146289

感情、ムード、ストーリーテリング / 3dtotal Publishing制作 ; スタジオリズ訳. -- ボーン

デジタル, 2017.9. -- 219p ; 28cm. -- (デジタルアーティストが知っておくべきアートの原

則 ; 続).

本館2階:美術書 B17 726.507/SU76//B17 001146752

色、光、構図、解剖学、遠近法、奥行き / 3DTotal.com制作 ; 倉下貴弘, 河野敦子訳. --

ボーンデジタル, 2014.3. -- 271p ; 28cm. -- (デジタルアーティストが知っておくべきアー

トの原則 ; [正]).

本館2階:美術書 B17 726.507/SU76//B17 001146761

女子文字 : カワイイ手描き文字デザインブック / INKO KOTORIYAMA著. -- エムディエヌ

コーポレーション. -- 127p : 挿図 ; 20cm.
本館2階:美術書 B1 727.8/KO94//B1 001147482

変体英文字図案集 / 大沼知之著. -- 新装復刻版. -- 青幻舎, 2018.9. -- 275p : 挿図 ; 15cm. 本館2階:美術書 B1 727.8/O68//B1 001147105

ピクトさんの本 / 内海慶一著. -- ビー・エヌ・エヌ新社, 2007.4. -- 158p : 挿図 ; 17cm. 本館2階:美術書 B1 727.049/U96//B1 001147114

プロに学ぶPremiere Proカット編集テクニック / 石坂アツシ著. -- エムディエヌコーポ

レーション, 2018.2. -- 383p : 挿図 ; 26cm.
本館2階:美術書 B12 746.7/I84//B12 001146930

Silent world : 消えゆく世界の美しい廃墟 / 山田悠人著. -- パイインターナショナル,

2018.5. -- 1冊 (ページ付なし) ; 21×30cm.
本館2階:美術書 B13 748/Y19//B13 001147179

日本刀大全 / 原田道寛著. -- 決定版. -- 河出書房新社, 2018.3. -- 345p : 挿図 ; 20cm. 本館2階:美術書 B9 756.6/H32//B9 001147553

「図解」日本刀事典 : 刀・拵から刀工・名刀まで刀剣用語徹底網羅!! / 歴史群像編集部編.

-- 学習研究社, 2006.12. -- 340p : 挿図, 地図 ; 21cm.
本館2階:参考図書4 R14 756.6/R25//R14 001147526

図録日本刀名鑑 : 刀工派と名刀の物語を知る = Japanese sword series of biographies :

the figure who concerns a Japanese sword and legend. -- 英和出版社, 2017.8. -- 95p : 挿

図, 肖像 ; 30cm. -- (Eiwa mook).

本館2階:美術書 B9 756.6/Z6//B9 001146476

図説・日本刀大全 : 決定版. -- 学習研究社, 2006.4. -- 143p ; 24×25cm. -- (歴史群像シ

リーズ . 特別編集).
本館2階:美術書 B9 756.6/Z8//B9 001147535
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名刀・拵・刀装具総覧 / 歴史群像編集部編. -- 学習研究社, 2007.5. -- 159p ; 24×25cm. --

(歴史群像シリーズ . 特別編集 . 図説・日本刀大全 : 決定版 ; 2).
本館2階:美術書 B9 756.6/Z8//B9 001147544

愛されすぎたぬいぐるみたち / マーク・ニクソン写真・文 ; 金井真弓訳. -- オークラ出版,

2017.7. -- 130p ; 24cm.
本館2階:美術書 B9 759.087/N89//B9 001147464

超歌手 / 大森靖子著. -- 毎日新聞出版, 2018.6. -- 224p ; 19cm. 本館2階: 音楽書 M10 767.8/O63//M10 001147320

アニメビジネス完全ガイド : 製作委員会は悪なのか? / 増田弘道著. -- 星海社. -- 206p ;

18cm. -- (星海社新書 ; 132).
本館2階:美術書 B12 778.77/MA66//B12 001147016

Unreal Engineスマートフォン3Dゲーム開発講座 / 大澤涼介, 飯塚健介著. -- 翔泳社,

2014.8. -- 399p : 挿図 ; 23cm. -- (SMART GAME DEVELOPER).
本館2階:美術書 B1 798.5/O74//B1 001146959

Unityの教科書 : Unity 2018完全対応版 : 2D&3Dスマートフォンゲーム入門講座 : はじめて

でも安心! / 北村愛実著. -- SBクリエイティブ, 2018.6. -- 431p : 挿図 ; 24cm. --

(Entertainment & IDEA).

本館2階:美術書 B1 798.507/KI68//B1 001146977

現場ですぐに使える!Unity 2018逆引き大全300の極意 : 2017/2018対応 : 300 tips to use

Unity 2018 better! / 薬師寺国安著. -- 秀和システム, 2018.7. -- 790p : 挿図 ; 21cm.
本館2階:美術書 B1 798.507/Y16//B1 001146968

心を動かす「声」になる : 相手に届き、自分を変える / 山﨑広子著. -- 大和書房, 2018.8. -

- 239p ; 19cm.
本館2階:社会学部 809.2/Y18 001147295

春は曙光、夏は短夜 : 季節のうつろう言葉たち / 岩佐義樹著. -- ワニブックス, 2018.6. --

262p ; 19cm.
本館2階:社会学部 814/I96 001147491

大人の語彙力ノート : 誰からも「できる!」と思われる / 齋藤孝著. -- SBクリエイティブ,

2017.9. -- 239p ; 19cm.
本館2階:社会学部 814/SA25 001147580

語彙力がないまま社会人になってしまった人へ / 山口謡司著 ; [正編]. -- ワニブックス,

2017.1-. -- 冊 ; 19cm.
本館2階:社会学部 814/Y24 001147590

語彙力がないまま社会人になってしまった人へ / 山口謡司著 ; 超「基礎」編. -- ワニブッ

クス, 2017.1-. -- 冊 ; 19cm.
本館2階:社会学部 814/Y24 001147606
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ネイティブならこう言う!フランス語会話フレーズ600 / Romain Bocquillon, 浅見子緒著. -

- 語研, 2017.4. -- xiv, 216p ; 19cm + CD1枚.
本館2階:社会学部 857.8/B61 001147070

ネイティブがよく使うフランス語会話表現ランキング / 飯田良子, Marianne SIMON‐

OIKAWA著 ; テキスト, CD: 3枚組. -- 語研, 2015.11. -- xxiv, 371p ; 19cm.
本館2階:社会学部 857.8/I26 001147080

美しい日本の季語 : 365日で味わう / 金子兜太監修. -- 誠文堂新光社, 2010.4. -- 399p ;

19cm.
本館2階:社会学部 911.307/KA53 001147571

アナログ / ビートたけし著. -- 新潮社, 2017.9. -- 171p ; 20cm. 本館2階:社会学部 913.6/B48 001147259

屍人荘の殺人 / 今村昌弘著. -- 東京創元社, 2017.10. -- 316p : 挿図 ; 20cm. 本館2階:社会学部 913.6/I44 001147419

かがみの孤城 / 辻村深月著. -- ポプラ社, 2017.5. -- 554p ; 20cm. 本館2階:社会学部 913.6/TS44 001147455

好きで好きで、どうしようもない恋は、いつもどうにもならなくて。 / sleep著. --

KADOKAWA, 2016.8. -- 207p ; 19cm.
本館2階:社会学部 914.6/SL 001147230

現代クトゥルフ神話の基礎知識 = Basic Knowledge of modern Cthulhu Mythos : オカル

トファンタジーの原点を知る / ライブ編著. -- カンゼン, 2018.7. -- 271p ; 21cm.
本館2階:社会学部 933.7/R12 001147099
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