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３階固定一般 002.7||KOK 知識.学問.学術
コクヨのシンプルノート術 : たった1分ですっきりまとまる / コ
クヨ株式会社著. -- KADOKAWA, 2016.12.

2621312

４階固定一般 007.13||HAB 情報科学
人工知能の核心 / 羽生善治, NHKスペシャル取材班著. --
NHK出版, 2017.3. -- (NHK出版新書 ; 511).

2621215

４階固定一般 007.13||NIK 情報科学
グーグルに学ぶディープラーニング : 人工知能ブームの牽
引役 : その仕組みをやさしく解説 / 日経ビッグデータ編. --

2621355

４階固定一般 007.6||UOT 情報科学
コンピュータ概論 : 情報システム入門 / 魚田勝臣編著 ; 渥
美幸雄 [ほか] 著. -- 第7版. -- 共立出版, 2017.2.

2621479

３階固定一般 019.12||INN 読書.読書法
世界一やさしい読書習慣定着メソッド / 印南敦史著. -- 大
和書房, 2017.3.

2621878

３階固定一般 024.9||OKA 図書の販売
江戸の蔵書家たち / 岡村敬二著. -- 吉川弘文館, 2017.4. -
- (読みなおす日本史).

2621428

３階固定一般 140.8||NOD 心理学
劣等感と人間関係 / 野田俊作著. -- 創元社, 2017.2. -- (ア
ドラー心理学を語る ; 3).

2621509

３階文庫架 159.6||TOY 人生訓.教訓
ますますキレイになる人どんどんブサイクになる人 : モデル
養成専門学校の校長が教える / 豊川月乃著. -- 大和書房,
2017.3. -- (だいわ文庫 ; 347-1A).

2621827

３階固定一般 159||HON 人生訓.教訓
レバレッジ時間術 : ノーリスク・ハイリターンの成功原則 / 本
田直之著. -- 幻冬舎, 2007.5. -- (幻冬舎新書 ; 040).

2621193

３階固定一般 159||SUZ 人生訓.教訓
自分を動かし続ける力 : 元ヤンだった僕がカリフォルニア大
学バークレー校で身につけた「最大限に成長する」習慣 /
鈴木琢也著. -- 大和書房, 2017.3.

2621738

３階固定一般 159||TAT 人生訓.教訓 夢が叶う金運お作法 / 立石裕美著. -- WAVE出版, 2017.3. 2621401

３階固定一般 210.61||AND 日本史
大奥の女たちの明治維新 : 幕臣、豪商、大名 : 敗者のその
後 / 安藤優一郎著. -- 朝日新聞出版, 2017.2. -- (朝日新

2621533

３階固定一般 289.1||FUK 個人伝記
春日局 : 今日は火宅を遁れぬるかな / 福田千鶴著. -- ミネ
ルヴァ書房, 2017.1. -- (ミネルヴァ日本評伝選).

2621436

３階固定一般 297.6||KAO
オセアニア･両
極地方

幸運が満ちあふれるスピリチュアルハワイ / Kaori, milimili
著. -- 大和書房, 2017.3.

2621801

３階固定一般 335.13||OTA 企業.経営
カルロス・ゴーンの経営論 : グローバル・リーダーシップ講座
/ 太田正孝, 池上重輔編著. -- 日本経済新聞出版社,

2621223

３階固定一般 336.47||TOS 経営管理
新人の「?」を解決するビジネスマナーQ&A100 / 利重牧子
著. -- 同文舘出版, 2017.4. -- (DO BOOKS).

2621398

３階固定一般 336||GRO 経営管理
High output management : 人を育て、成果を最大にするマネ
ジメント / アンドリュー・S.グローブ著 ; 小林薫訳. -- 日経

2621339

３階固定一般 361.4||NAK 社会学
人見知りで出不精だったOLがコミュニティの女王になった理
由 / 中村薫著. -- 大和書房, 2017.3.

2621886

３階固定一般 366.28||KON
労働経済.労働
問題

障がい者の就活ガイド / 紺野大輝著. -- 左右社, 2017.1. 2621551

３階固定一般 366.8||MAE
労働経済.労働
問題

前田さん、主婦の私もフリーランスになれますか? / 前田め
ぐる著. -- 日本経済新聞出版社, 2017.2.

2621231

３階固定一般 369.31||FOR 社会福祉
くまモンあのね / 『くまモンあのね』製作委員会著. -- 幻冬
舎, 2017.4.

2621541

３階固定一般 370.8||KIT 教育
グローバル時代の市民形成 / 北村友人 [ほか] 編 ; 恒吉僚
子 [ほか] 執筆. -- 岩波書店, 2016.10. -- (岩波講座教育 :
変革への展望 / 佐藤学 [ほか] 編集委員 ; 7).

2621185

３階固定一般 371.5||NAG
教育学.教育思
想

サスティナブルな学校を創ろう : 新たな時代のESD : 世界の
ホールスクールから学ぶ / 永田佳之編著・監訳 ; 曽我幸代
編著・訳. -- 明石書店, 2017.3.

2621861

３階固定一般 374.3||HIR
学校経営・管
理.学校保健

はじめて学ぶ教職論 / 広岡義之編著. -- ミネルヴァ書房,
2017.2.

2621452

３階固定一般 376.2||ISH
幼児・初等・中
等教育

小学校の子ども : 学びの基礎をみつめて / 石川律子著. --
渓水社, 2017.2.

2621411
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４階固定一般 410||SHI 数学
社会科学系学生のための基礎数学 / 塩出省吾 [ほか] 著.
-- 共立出版, 2017.2.

2621304

４階固定一般 417||HAR
確率論.数理統
計学

工学系の基礎 確率・統計15週 /原祐子, 斎藤公明, 内村佳
典著. -- 学術図書出版社, 2017.2.

2621924

４階固定一般 428.35||NIH 物性物理学
液晶 : 基礎から最新の科学とディスプレイテクノロジーまで
/ 日本化学会編 ; 竹添秀男, 宮地弘一著. -- 共立出版,
2017.2. -- (化学の要点シリーズ ; 19).

2621291

４階固定一般 430||SUZ 化学
理工系のための一般化学 / 鈴木隆之編著 ; 石丸臣一 [ほ
か] 共著. -- 東京電機大学出版局, 2017.3.

2621754

４階固定一般 471.3||TAN 一般植物学
花の果て、草木の果て : 命をつなぐ植物たち / 田中徹著. -
- 淡交社, 2017.2.

2621381

４階固定一般 480||MAT 動物学
動物〔モグ〕図鑑 : みんな何食べてる? / 松原卓二写真・文.
-- 小学館, 2017.3.

2621584

４階固定一般 498.3||OTI
衛生学.公衆衛
生.予防医学

痛みと不調がなくなる血流コントロール / 落合壮一郎著. --
大和書房, 2017.3.

2621894

４階固定一般 498.39||HOT
衛生学.公衆衛
生.予防医学

科学的に元気になる方法集めました / 堀田秀吾 [著]. --
文響社, 2017.2.

2621568

４階固定一般 515.1||OTS 橋梁工学 実践耐震工学 / 大塚久哲著. -- 第2版. -- 共立出版, 2621495

４階固定一般 518.8||YAM
衛生工学.都市
工学

アジアのまち再生 : 社会遺産を力に / 山家京子 [ほか] 編
著. -- 鹿島出版会, 2017.3.

2621487

４階固定一般 519.2||HAY 公害.環境工学
《写真記録》これが公害だ : 北九州市「青空がほしい」運動
の軌跡 / 林えいだい著. -- 新評論, 2017.3.

2621321

４階固定大型
520.8||GAD||(
40)

建築学
GA DOCUMENT / 二川由夫編集 ; 140. -- A.D.A.Edita
Tokyo, 2017.1-.

2621371

城郭研究所 521.823||KYO 日本の建築

天下人の城 / 京都市文化市民局文化芸術都市推進室文
化財保護課編集. -- 京都市文化市民局文化芸術都市推進
室文化財保護課, 2017.3.31. -- (京都市文化財ブックス / 京
都市文化観光局文化観光部文化財保護課編 ; 第31集).

2621721

３階資格資料
架

540.79||SUY 電気工学
電験三種4科目 : ポケット版要点整理 / 陶山和信著. --
オーム社, 2017.2.

2621771

３階資格資料
架

547.507||YOS
通信工学.電気
通信

第二級陸上特殊無線技士二陸特合格精選240題試験問題
集 / 吉川忠久著. -- 東京電機大学出版局, 2017.2.

2621746

４階固定一般 593.8||UEN 衣服.裁縫
大人きものおしゃれ事典 : REAL KIMONO COORDINATES
100 / 上野淳美著. -- WAVE出版, 2017.2.

2621461

４階固定一般 596||IMA 食品.料理
狭すぎキッチンでもサクサク作れる超高速レシピ / 今井亮
著. -- 大和書房, 2017.3.

2621851

４階固定一般 626.9||FUJ 蔬菜園芸
これで失敗しない家庭菜園Q&A / 藤田智監修. -- 新版. --
家の光協会, 2017.3.

2621444

４階固定一般
674.3||BRA||'1
7-6

広告.宣伝
ブレーン : brain / 宣伝会議[編] ; Vol. 57 No. 1 - Vol. 57 No.
5. -- 宣伝会議, 2017.1-.

2621363

４階固定一般 675.2||KOM マーケティング
なぜあなたの予測は外れるのか : AIが起こすデータサイエ
ンス革命 / 小松秀樹著. -- 育鵬社.

2621347

４階固定一般 675||HAL マーケティング

インバウンドマーケティング : オンラインで顧客を惹きつけ、
招き、喜ばせるマーケティング戦略 / ブライアン・ハリガン,
ダーメッシュ・シャア著 ; 前田健二訳. -- 増補改訂版. -- す
ばる舎リンケージ.

2621631

３階固定一般 728.9||SHI 書.書道 字が汚い! / 新保信長著. -- 文藝春秋, 2017.4. 2621576
３階固定一般 748||YOS 写真集 Morning light / 吉村和敏著 ; 尾崎靖編. -- 小学館, 2017.3. 2621657
３階固定一般 753||AOK 染織工芸 誰が袖わが袖 : きものめぐり / 青木奈緒著. -- 淡交社, 2621819

３階固定一般 778.04||MAC 映画
映画と本の意外な関係! / 町山智浩著. -- 集英社インター
ナショナル. -- (インターナショナル新書 ; 005).

2621207

３階固定一般 780.14||ISH スポーツ.体育
イップス : スポーツ選手を悩ます謎の症状に挑む / 石原心
著. -- 大修館書店, 2017.2.

2621762
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３階固定一般 780.14||NAK スポーツ.体育
アスリートのこころの悩みと支援 : スポーツカウンセリングの
実際 / 中込四郎, 鈴木壯著. -- 誠信書房, 2017.3.

2621797

３階固定一般 814.4||NAK 語彙
目からうろこ!会話に役立つ故事ことわざ四字熟語 / 中村博
英著. -- 評論社, 2017.2.

2621843

３階固定一般 816||IKE 文章.文体.作文
書く力 : 私たちはこうして文章を磨いた / 池上彰, 竹内政明
著. -- 朝日新聞出版, 2017.1. -- (朝日新書 ; 600).

2621517

３階固定一般 816||IKE 文章.文体.作文
書く力 : 私たちはこうして文章を磨いた / 池上彰, 竹内政明
著. -- 朝日新聞出版, 2017.1. -- (朝日新書 ; 600).

2621525

３階固定参考 829.36||HOU
その他の東洋
の諸言語

プログレッシブタイ語辞典 / 傍士豊編著. -- 小学館, 2017.3. 2621789

３階文庫架 837.8||FUN 読本.解釈.会話
2時間で「話せる・わかる」トラベル英会話 / 船津洋著. -- 大
和書房, 2017.2. -- (だいわ文庫 ; 345-1E).

2621835

３階固定一般 914.6||KAW
評論. エッセイ.
随筆

卵一個ぶんのお祝い。 / 川上弘美著 ; 門馬則雄絵. -- 平
凡社, 2005.9. -- (東京日記 / 川上弘美著 ; [1]).

2621908

３階固定一般 914.6||KAW
評論. エッセイ.
随筆

ほかに踊りを知らない。 / 川上弘美著 ; 門馬則雄絵. -- 平
凡社, 2007.11. -- (東京日記 / 川上弘美著 ; 2).

2621916

３階固定一般 917||AMA
箴言.アフォリ
ズム. 寸言

挫折を経て、猫は丸くなった。 : 書き出し小説名作集 / 天久
聖一編. -- 新潮社, 2016.6.

2621241


