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書籍
卒業生名 資料ID 書名 所在 貸出区分 請求記号

蛯原友里(モデル) 10883451 EBI01(エビイチ) : 蛯原友里写真集 (CanCamOggiムック) 第6閲覧室・4階 一般(新着) 779.9/E 14/1

原田大三郎
(映像作家・多摩美術大学教授)

10461819 Artificial life : insects 書庫1層 禁帯 727/H 32/1B

ヒロシ(芸人) 10883474 ヒロシです。 : 華も嵐ものり越えて 第6閲覧室・4階 一般(新着) 779.14/H 73/1

10883823 ばあちゃんのおなか 第6閲覧室・4階 一般(新着) 726.6/Y 92/9

10883733 でんせつのきょだいあんまんをはこべ (講談社の創作絵本) 第6閲覧室・4階 一般(新着) 726.6/Sa85/1

10883690 たのしいマジック 第6閲覧室・4階 一般(新着) 779.3/Y 96/1

10883689 ようかいガマとの : ゲッコウの怪談 第6閲覧室・4階 一般(新着) 726.6/Y 92/3

10883691 飼育係長 (Cub label) 第6閲覧室・4階 一般(新着) 726.6/Y 92/4

10883692 あいさつ団長 (Cub label) 第6閲覧室・4階 一般(新着) 726.6/Y 92/5

10883693 おそうじ隊長 (Cub label) 第6閲覧室・4階 一般(新着) 726.6/Y 92/6

10883694 ちこく姫 (Cub label) 第6閲覧室・4階 一般(新着) 726.6/Y 92/7

10883688 かみなり (狂言えほん:4) 第6閲覧室・4階 一般(新着) 726.6/U 14/1

10883664 サムソン先生のダジャレ英語学習帳 第4閲覧室・2階 一般(新着) 834/Y 92/1

10878962 ようかいガマとの : おイケにカエる 第6閲覧室・4階 一般 726.6/Y 92/1

10883687 おふろだいすき!ぷっぺ 第6閲覧室・4階 一般(新着) 726.6/Y 92/2

10878961 鬼のかいぎ (新・今昔物語絵本) 第6閲覧室・4階 一般 726.6/Ta94/1

10821794 一風堂ドラゴン(中国マーケット)に挑む! : 中国に進出した外食企業は何をつかんだのか 第1閲覧室・ベストセラー・1階 一般 673.972/Ka91/1

10878937 風のつぶやき : 五十歳を迎うるの書 第5閲覧室・3階 一般 673.972/Ka91/4

10878939 一風堂心得帖 : 一風堂店主河原成美が贈る五十訓 ブラウジングルーム・1階 一般 673.972/Ka91/6

10878938 2018年同じ笑顔で : みんなの笑顔が力の源だ 第2版 ブラウジングルーム・1階 一般 673.972/Ka91/5

10730590 一風堂五輪書 : 自分が主人公として生きる河原流人生の極意 第5閲覧室・3階 一般 673.97/Ka91/2B

10878910 あなたの店をつぶさない法則 第5閲覧室・3階 一般 673.972/Ka91/3

10862659 一風堂魂 第5閲覧室・3階 一般 673.972/Ka91/2

10683290 一風堂の秘密 : ラーメン職人河原成美が明かす繁盛店のつくり方 (Ryu founders) 第5閲覧室・3階 一般 673.97/Ka91/1B

九州産業大学図書館新入生歓迎企画展示
「知っとぉ？あの人もうち（九産大・造短）出身っちゃんね～」関連本リスト    （展示期間中は展示コーナーにあります）

開催期間(2013年4月15日（月） ～　8月5日（月）)

河原成美(博多一風堂の創業者)

よしながこうたく(絵本作家)
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元田久治(画家・版画家) 10878414 元田久治作品集 : Neo ruins : Hisaharu Motoda artworks, 2004-2011 第6閲覧室・4階 一般 732.1/Mo83/1

古賀信明(VFXスーパーバイザー) 10876040 アナログ基礎講座 : 撮影・VFX/CG : もう、誰も教えてくれない 1 第1閲覧室・学習用・1階 教科書(禁帯) 746.7/Ko24/1-1

10876041 アナログ基礎講座 : 撮影・VFX/CG : もう、誰も教えてくれない 2 第1閲覧室・学習用・1階 教科書(禁帯) 746.7/Ko24/1-2

10883729 神楽三十三番 : 高千穂夜神楽の世界 (みやざき文庫:56) 第5閲覧室・3階 一般(新着) 386.8196/G 72/1

10883670 神と神楽の森に生きる 第5閲覧室・3階 一般(新着) 170/G 72/1

10883679 神棲む森の思想 第5閲覧室・3階 一般(新着) 170/G 72/2

林勝裕(商学者) 10828649 現代マーケティング戦略論 第5閲覧室・3階 一般 675/G 34/4C

10883666 すこぶる染五郎 第6閲覧室・4階 一般(新着) 774.28/I 14/2

野村佐紀子(写真家) 10580276 裸の部屋 書庫1層 一般 748/N 95/4

10883684 夜間飛行 第6閲覧室・4階 一般(新着) 748/N 95/12

10690980 黒猫 第6閲覧室・4階 一般 748/N 95/8

北条司(漫画家) 10868350 キュウサン・マンガ・クロニクル 第6閲覧室・4階 一般 726.1/Ky 9/2

10850883 北条司漫画家25周年記念自選イラストレーション100 第6閲覧室・4階 一般 726.5/H 81/4

10850381 葬列 (角川文庫:12940) ブラウジングルーム・1階 一般 913.6/O 24/18

10883473 まどろむベイビーキッス 第4閲覧室・2階 一般(新着) 913.6/O 24/24

小川勝己(小説家) 10883675 狗 (ハヤカワ・ミステリワールド) 第4閲覧室・2階 一般(新着) 913.6/O 24/25

10697873 金田一耕助に捧ぐ九つの狂想曲 第4閲覧室・2階 一般 913.68/A 29/1

10883728 イヴの夜 (光文社文庫:[お42-1]) ブラウジングルーム・1階 一般(新着) 913.6/O 24/26

10815771 ニャ夢ウェイ 第6閲覧室・4階 一般 726.1/Ma85/1

10738714 この日本人に学びたい (知恵の森文庫) ブラウジングルーム・1階 一般 770.49/Ma85/2

10852148 恋の門 AV資料室・1階 禁帯 778/Ko28/6

松尾スズキ(脚本家・俳優・演出家) 10852147 クワイエットルームにようこそ AV資料室・1階 禁帯 778/Ku95/2

10837719 東京タワー : オカンとボクと、時々、オトン (Vap video) AV資料室・1階 禁帯 778/To46/2

10883457 老人賭博 1 (モーニングKC) 第6閲覧室・4階 一般(新着) 726.1/Ma85/2-1

10883810 老人賭博 2 (モーニングKC) 第6閲覧室・4階 一般(新着) 726.1/Ma85/2-2

10883706 老人賭博 3 (モーニングKC) 第6閲覧室・4階 一般(新着) 726.1/Ma85/2-3

後藤俊彦(高千穂神社宮司)
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10883468 寝言サイズの断末魔 第4閲覧室・2階 一般(新着) 914.6/Ma85/4-1

10883469 実況生中年 (寝言サイズの断末魔:2) 第4閲覧室・2階 一般(新着) 914.6/Ma85/4-2

10883470 厄年の街 (寝言サイズの断末魔:3) 第4閲覧室・2階 一般(新着) 914.6/Ma85/4-3

10883472 スズキが覗いた芸能界 第4閲覧室・2階 一般(新着) 914.6/Ma85/5

10883475 ぬるーい地獄の歩き方 (文春文庫:[ま-17-1]) ブラウジングルーム・1階 一般(新着) 914.6/Ma85/6

10883671 クワイエットルームにようこそ : シナリオ&アーツBOOK 第4閲覧室・2階 一般(新着) 912.7/Ma85/2

10883677 12歳の大人計画 : 課外授業ようこそ先輩 第5閲覧室・3階 一般(新着) 370.4/Ma85/1

10883676 俺はモテても困らない : 松尾スズキの突然独身ブログ 第4閲覧室・2階 一般(新着) 914.6/Ma85/7

10883732 同姓同名小説 第4閲覧室・2階 一般(新着) 913.6/Ma85/9

10883813 大人失格 : 子供に生まれてスミマセン (知恵の森文庫:[ま1-1]) ブラウジングルーム・1階 一般(新着) 914.6/Ma85/8

10815760 ニンゲン御破産 第4閲覧室・2階 一般 912.6/Ma85/9

10815802 エロスの果て 第4閲覧室・2階 一般 912.6/Ma85/8

10815806 クワイエットルームにようこそ 第4閲覧室・2階 一般 913.6/Ma85/4

10815805 第三の役たたず 第4閲覧室・2階 一般 914.6/Ma85/1

10815790 東京物欲道場 第4閲覧室・2階 一般 914.6/Ma85/2

10815735 監督ちゃん : 松尾スズキの映画『恋の門』制作日記 第6閲覧室・4階 一般 778.21/Ma85/1

10815741 ヘブンズサイン 第4閲覧室・2階 一般 912.6/Ma85/5

10815759 母を逃がす 第4閲覧室・2階 一般 912.6/Ma85/7

10815894 手塚治虫の生涯 (ヨムゲキ100:[001]) 第4閲覧室・2階 一般 912.6/Ma85/6-1

10815895 マイアミにかかる月 (ヨムゲキ100:[002]) 第4閲覧室・2階 一般 912.6/Ma85/6-2

10815896 嫌な子供 (ヨムゲキ100:[003]) 第4閲覧室・2階 一般 912.6/Ma85/6-3

10815897 ゲームの達人 (ヨムゲキ100:[004]) 第4閲覧室・2階 一般 912.6/Ma85/6-4

10815898 猿ヲ放ツ (ヨムゲキ100:[005]) 第4閲覧室・2階 一般 912.6/Ma85/6-5

10815899 溶解ロケンロール (ヨムゲキ100:[006]) 第4閲覧室・2階 一般 912.6/Ma85/6-6

10815900 冬の皮 (ヨムゲキ100:[007]) 第4閲覧室・2階 一般 912.6/Ma85/6-7

10815901 Sex kingdom (ヨムゲキ100:[008]) 第4閲覧室・2階 一般 912.6/Ma85/6-8

10815902 鼻と小箱 (ヨムゲキ100:[009]) 第4閲覧室・2階 一般 912.6/Ma85/6-9

10815903 嘘は罪 : もてない奴らが来るまえに (ヨムゲキ100:[010]) 第4閲覧室・2階 一般 912.6/Ma85/6-10

10815904 ちょん切りたい (ヨムゲキ100:[011]) 第4閲覧室・2階 一般 912.6/Ma85/6-11

10815905 生きてるし死んでるし (ヨムゲキ100:[012]) 第4閲覧室・2階 一般 912.6/Ma85/6-12

10690586 マシーン日記/悪霊 第4閲覧室・2階 一般 912.6/Ma85/2

10815435 キレイ「2005」 : 神様と待ち合わせした女 第4閲覧室・2階 一般 912.6/Ma85/3

松尾スズキ(脚本家・俳優・演出家)
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10690610 ふくすけ 第4閲覧室・2階 一般 912.6/Ma85/1

10815761 恋の門フィルムブック 第4閲覧室・2階 一般 912.7/Ma85/1

10816802 定本これぞ日本の日本人 第4閲覧室・2階 一般 914.6/Ma85/3

10815789 宗教が往く 第4閲覧室・2階 一般 913.6/Ma85/3

10815769 ドライブインカリフォルニア 第4閲覧室・2階 一般 912.6/Ma85/10

10815736 まとまったお金の唄 第4閲覧室・2階 一般 912.6/Ma85/11

10883471 サビシーマン (寝言サイズの断末魔:4) 第4閲覧室・2階 一般(新着) 914.6/Ma85/4-4

10815770 星の遠さ寿命の長さ : 「大人計画」全仕事 (QJブックス:01) 第6閲覧室・4階 一般 775.1/H 92/1

10689579 演技でいいから友達でいて : 僕が学んだ舞台の達人 第6閲覧室・4階 一般 770.4/E 61/1

森りょういち
(CGアニメーション作家)

10883812 チョイス24 第5閲覧室・3階 一般(新着) 140.49/Mo45/1

10883453 美術工芸の明日を担う20人 第6閲覧室・4階 一般(新着) 750.21/I 86/1

10883450 工芸未来派 第6閲覧室・4階 一般(新着) 750.21/Ko24/3

島田誠
(元日本ハムファイターズ外野手)

10883674 それでも野球が好きだから 第6閲覧室・4階 一般(新着) 783.7/Sh36/2

10883686 Land's end : north×south : 百瀬俊哉写真集 第1閲覧室・学習用・1階 指定(3日) 748/Mo27/6

10803767 Neverland : マイ・ハバナ : 百瀬俊哉写真集 第1閲覧室・学習用・1階 指定(3日) 748/Mo27/4

10663674 東京=上海 : 百瀬俊哉写真集 第6閲覧室・4階 一般 748/Mo27/2

10616377 East=west 第6閲覧室・4階 一般 748/Mo27/1

10854426 インド照覧 : 百瀬俊哉写真集 第1閲覧室・学習用・1階 指定(3日) 748/Mo27/5C

10753445 Concerto : イスタンブール～ブエノスアイレス : 百瀬俊哉写真集 第6閲覧室・4階 一般 748/Mo27/3D

濱瞳(ジュエリーデザイナー) 10883456 マインド・オブ・ジュエリー : アース愛のエレメント 第6閲覧室・4階 一般(新着) 755.3/H 22/1

湯浅政明(アニメーター) 10861109 映画クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶアッパレ!戦国大合戦 AV資料室・1階 禁帯 778/E 37/3

酒井志穂氏(競泳選手)の推薦図書 10788387 <勝負脳>の鍛え方 第6閲覧室・4階 一般 780.193/H 48/1 

雑誌

百武裕司(アマチュア天文家) 10552753 Time : the weekly newsmagazine(147-1 ～ 147-13 1996/ 1/ 8～1996/ 4/ 1) 第1電動書庫(4階) 貸出不可 050/Ti 5/1-

百瀬俊哉
(写真家・九州産業大学教授)

松尾スズキ(脚本家・俳優・演出家)

中村信喬(博多人形師)


