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３階固定一般 150.21||OKU
倫理学.道
徳

「衣食足りて礼節を知る」は誤りか : 戦後のマナー・モラルか
ら考える / 大倉幸宏著. -- 新評論, 2016.7.

2620511

３階固定一般 198.24||MOR
各教派.教
会史

人はみな、オンリーワン : だれも幸せになる権利がある / 森
一弘著. -- 女子パウロ会, 2017.3.

2620464

３階固定一般 210.35||SOG 日本史
天皇側近たちの奈良時代 / 十川陽一著. -- 吉川弘文館,
2017.5. -- (歴史文化ライブラリー ; 447).

2621126

３階固定一般 213.61||OKA 関東地方
江戸→TOKYOなりたちの教科書 : 一冊でつかむ東京の都
市形成史 / 岡本哲志著. -- 淡交社, 2017.2.

2620448

３階新書架 288||TON
系譜.家史.
皇室

聖徳太子 : ほんとうの姿を求めて / 東野治之著. -- 岩波書
店, 2017.4. -- (岩波ジュニア新書 ; 850).

2621118

３階新書架 302||DIO
政治・経済・
社会・文化
事情

東大留学生ディオンが見たニッポン / ディオン・ン・ジェ・ティ
ン著. -- 岩波書店, 2017.4. -- (岩波ジュニア新書 ; 852).

2621101

３階固定一般 316.1||OGA
国家と個
人・宗教・民

スノーデン、監視社会の恐怖を語る : 独占インタビュー全記
録 / 小笠原みどり著. -- 毎日新聞出版, 2016.12.

2620731

３階資格資料
架

317.734||KU
D

行政
直前マスター甲種危険物取扱者試験 / 工藤政孝編著. --
弘文社, 2017.2. -- ([国家・資格シリーズ] ; [387]).

2620537

４階新書架
319.102||MO
U

外交.国際
問題

日中漂流 : グローバル・パワーはどこへ向かうか / 毛里和
子著. -- 岩波書店, 2017.4. -- (岩波新書 ; 新赤版 1658).

2620995

３階固定一般 331.19||NAK
経済学.経
済思想

「原因と結果」の経済学 : データから真実を見抜く思考法 /
中室牧子, 津川友介著. -- ダイヤモンド社, 2017.2.

2620758

４階新書架 331||SAK
経済学.経
済思想

ミクロ経済学入門の入門 / 坂井豊貴著. -- 岩波書店,
2017.4. -- (岩波新書 ; 新赤版 1657).

2620961

４階新書架 371.5||ITO
教育学.教
育思想

異才、発見! : 枠を飛び出す子どもたち / 伊藤史織著. -- 岩
波書店, 2017.4. -- (岩波新書 ; 新赤版 1659).

2620987

３階改革架 377.15||KUR
大学・高等・
専門教育.
学術行政

インタラクティブ・ティーチング : アクティブ・ラーニングを促す
授業づくり : 「学びの場」を変えたいすべての人へ / 栗田佳
代子, 日本教育研究イノベーションセンター編著. -- [河合出
版], [2017.2].

2620936

３階固定一般 377.9||MIT
大学・高等・
専門教育.
学術行政

大学生が狙われる50の危険 / 三菱総合研究所, 全国大学
生活協同組合連合会, 全国大学生協共済生活協同組合連
合会著. -- 最新情報版. -- 青春出版社, 2017.2. -- (青春新
書PLAY BOOKS ; P-1079).

2620901

３階固定一般
380||MON||17
9

風俗習慣.
民俗学.民

相撲 / 土屋喜敬著. -- 法政大学出版局, 2017.4. -- (ものと
人間の文化史 ; 179).

2620553

３階固定一般 385||KOT
通過儀礼.
冠婚葬祭

目からうろこ!本当の意味いわれがわかる冠婚葬祭のことば
/ ことば舎編著. -- 評論社, 2017.1.

2620502

４階文庫架
408||BLU||20
10

叢書.全集.
選集

生物はウイルスが進化させた : 巨大ウイルスが語る新たな
生命像 / 武村政春著. -- 講談社, 2017.4. -- (ブルーバック
ス ; B-2010).

2620804

４階文庫架
408||BLU||20
11

叢書.全集.
選集

巨大ブラックホールの謎 : 宇宙最大の「時空の穴」に迫る /
本間希樹著. -- 講談社, 2017.4. -- (ブルーバックス ; B-

2620812

４階文庫架
408||BLU||20
12

叢書.全集.
選集

カラー図解Javaで始めるプログラミング : 知識ゼロからの定
番言語「超」入門 / 高橋麻奈著. -- 講談社, 2017.4. -- (ブ
ルーバックス ; B-2012).

2620821

４階文庫架
408||BLU||20
13

叢書.全集.
選集

カラー図解新しい人体の教科書 / 山科正平著 ; 上. -- 講談
社, 2017.4. -- (ブルーバックス ; B-2013).

2620839

４階固定一般 417||MIN
確率論.数
理統計学

回帰診断 / 蓑谷千凰彦著. -- 朝倉書店, 2017.3. -- (統計
ライブラリー).

2620626

４階固定一般 421.3||TAT 理論物理学
新講量子電磁力学 : 量子力学100年のミステリーに挑む /
立花明知著. -- サイエンス社, 2017.4. -- (臨時別冊・数理
科学 . SGCライブラリ ; 133).

2620774
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４階固定一般 452||BLA 海洋学
海のミュージアム : 地球最大の生態系を探る / ルイス・ブ
ラックウェル著 ; 千葉啓恵訳. -- 創元社, 2017.1.

2620529

４階固定一般 457||MAN
古生物学.
化石

深読み!絵本「せいめいのれきし」 / 真鍋真著. -- 岩波書店,
2017.4. -- (岩波科学ライブラリー ; 260).

2620715

４階固定一般 464.1||KOM 生化学
現代人のための放射線生物学 / 小松賢志著. -- 京都大学
学術出版会, 2017.3.

2621071

４階固定一般 504||NIK
論文集.評
論集.講演

世界を変える100の技術 : 日経テクノロジー展望2017 / 日
経BP社編. -- 日経BP社.

2620707

４階固定一般 509.6||SAK
工業.工業
経済

生産管理入門 / 坂本碩也, 細野泰彦共著. -- 第4版. --
オーム社, 2017.2. -- (機械工学入門シリーズ).

2621061

３階資格資料
架

512.079||HAY
||2017

測量
測量士補試験問題集 / 林敏幸著 ; 2017年版. -- 実教出版,
2017.1.

2620545

４階固定一般 520.8||SHI 建築学
Landscape in Japanese architecture 2015 = ランドスケープ
2015 / [新建築社編]. -- 新建築社, 2015.6. -- (JA : the
Japan architect ; 98).

2620642

４階固定一般 520.8||SHI 建築学
Yearbook 2014 / [新建築社編]. -- 新建築社, 2014.12. --
(JA : the Japan architect ; 96).

2620651

４階固定一般 520.8||SHI 建築学
Curving line & surface = 曲線と曲面 / [新建築社編]. -- 新
建築社, 2015.3. -- (JA : the Japan architect ; 97).

2620669

４階固定一般 520.8||SHI 建築学
Looking back the 60 years : JA 60th anniversary = JA60年
鑑 / [新建築社編]. -- 新建築社, 2015.12. -- (JA : the
Japan architect ; 100).

2620677

４階固定一般 520.8||SHI 建築学
Architecture, Era, Discourse : JA 60th anniversary = 建築-
-時代--言説 / [新建築社編]. -- 新建築社, 2016.3. -- (JA
: the Japan architect ; 101).

2620685

４階固定一般 520.8||SHI 建築学
Beginning of the town = まちのはじまり / [新建築社編]. --
新建築社, 2016.9. -- (JA : the Japan architect ; 103).

2620693

３階新書架 526||SHI 各種の建築
日本一小さな農業高校の学校づくり : 愛農高校、校舎たて
かえ◆U985A◆末記 / 品田茂著. -- 岩波書店, 2017.4. --
(岩波ジュニア新書 ; 851).

2621096

４階固定一般 528.2||KUK
建築設備.
設備工学

空気調和・衛生設備の知識 / 空気調和・衛生工学会編. --
改訂4版. -- オーム社, 2017.3.

2621088

４階集密参考 539.25||NIH 原子力工学
放射線遮蔽ハンドブック / [「遮蔽ハンドブック」研究専門委
員会編集] ; 基礎編. -- 日本原子力学会, 2015.3.

2620634

４階固定一般 596||TOD 食品.料理
調べてみよう都道府県の特産品 / 都道府県の特産品編集
室[編] ; 調味料編, 駅弁編, お菓子編. -- 理論社, 2016.12-
2017.2.

2621053

４階固定一般 614.8||MIW 農業工学
IoTが拓く次世代農業アグリカルチャー4.0の時代 / 三輪泰
史, 井熊均, 木通秀樹著. -- 日刊工業新聞社, 2016.10.

2620456

４階固定一般 675||VID
マーケティ
ング

新シニア市場攻略のカギはモラトリアムおじさんだ! / ビデオ
リサーチひと研究所編著. -- ダイヤモンド社, 2017.2. -- (ビ
デオリサーチが提案するマーケティング新論 ; 2).

2620898

３階固定一般 702.35||MIZ
芸術史. 美
術史

フランス魅せる美 : 美は人を幸福にする / 水野尚著. -- 関
西学院大学出版会, 2017.2. -- (関西学院大学研究叢書 ;

2620561

３階固定一般 757||KOI
デザイン.装
飾美術

デザイナーになるには?. -- 新日本出版社, 2017.3. -- (なり
たい!知ろう!デザイナーの仕事 : アクティブ・ラーニングでわ
かる! / 稲葉茂勝構成・文 ; 小石新八監修 ; こどもくらぶ編

2621037

３階固定一般 764.7||KOB 器楽合奏
ビートルズが分かる本 : 4人が語る自身とビートルズ / 小林
七生著. -- 渓水社, 2017.1.

2620481

３階固定一般 809.2||CAR 言語生活
マンガで読み解くカーネギー話し方入門 / デール・カーネ
ギー原作 ; 歩川友紀脚本 ; 青野渚漫画. -- 創元社, 2017.1.

2620499
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３階集密参考 833.3||MIN 辞典
ジーニアス英和辞典 / 南出康世編集主幹 ; 中邑光男 [ほ
か] 編集委員. -- 第5版. -- 大修館書店, 2014.12.

2620723

４階新書架 911.36||FUK 詩歌
正岡子規 : 人生のことば / 復本一郎著. -- 岩波書店,
2017.4. -- (岩波新書 ; 新赤版 1660).

2620979

４階新書架 914.6||TAK
評論. エッセ
イ. 随筆

作家的覚書 / 高村薫著. -- 岩波書店, 2017.4. -- (岩波新
書 ; 新赤版 1656).

2620952

３階固定一般 933.6||TWA 小説.物語
百万ポンド紙幣 : マーク・トウェインショートセレクション /
マーク・トウェイン作 ; 堀川志野舞訳 ; ヨシタケシンスケ絵. -
- 理論社, 2017.2. -- (世界ショートセレクション ; 4).

2621045


