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質問する、問い返す
/ 名古谷隆彦著. -- 岩波書店, 2017.5. -- (岩波ジュニア新書 ;
854).

知識.学問.学
術 ３階新書架 002||NAG 2625822

大人を黙らせるインターネットの歩き方
 / 小木曽健著. -- 筑摩書房, 2017.5. -- (ちくまプリマー新書 ; 278).

情報科学 ３階新書架 007.3||OGI 2625318

ITパスポート試験テキスト&問題集 : スピードマスター
/ ITパスポート試験教育研究会編. -- 4訂版. -- 実教出版, 2017.3.

情報科学 ３階資格資料架 007.6||ITP 2624613

ITパスポート試験問題集
/ ITパスポート試験教育研究会編 ; [平成29年度版]. -- 実教出版,
2017.3.

情報科学 ３階資格資料架 007.6||ITP 2624621

本を読む人だけが手にするもの
 / 藤原和博著. -- 日本実業出版社, 2015.10.

読書.読書法 ３階固定一般 019||FUJ 2625857

知的読書の技術 : 本を読まないとバカになる!
/ 渡部昇一著. -- ビジネス社, 2016.9.

読書.読書法 ３階固定一般 019||WAT 2625849

「本をつくる」という仕事
/ 稲泉連著. -- 筑摩書房, 2017.1.

写本.刊本.造
本 ３階固定一般 022||INA 2626462

福井新聞縮刷版 平成29年 ; DVD-ROM版
/ 福井新聞社編 ; 1月号 - 4月号. -- 福井新聞社, 2017.2-.

日本 ３階集密郷土
071.5||FUK||
'17-4

2626535

日刊工業新聞縮刷版 2017年 ; CD-ROM版
/ 日刊工業新聞社編 ; 1月号 - 4月号. -- 日刊工業新聞社,
2017.2-.

日本 ＡＶ
071.5||NIK||'
17-4

2625661

死にカタログ
/ 寄藤文平著. -- 大和書房, 2016.12. -- (だいわ文庫 ; [339-1D]).

人間学 ３階文庫架 114.2||YOR 2625946

対人援助と心のケアに活かす心理学
/ 鈴木伸一編著 ; 伊藤大輔 [ほか] 著. -- 有斐閣, 2017.3. -- (有斐
閣ストゥディア).

心理学 ３階固定一般 140||SUZ 2625237

いつのまにか頭がよくなる小さな習慣 = The small habits activate
your brain
 / 園善博著. -- 大和書房, 2017.4.

普通心理学.
心理各論 ３階固定一般 141.3||SON 2625971

あなたのその「忘れもの」コレで防げます : Nなるほど!の本
 / 芳賀繁著. -- NHK出版, 2017.5.

普通心理学.
心理各論 ３階固定一般

141.34||HA
G

2626225

新着図書のご案内
2017年5月16日～5月31日
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勉強も仕事も時間をムダにしない記憶術
/ 山口佐貴子著. -- 大和書房, 2017.3.

普通心理学.
心理各論 ３階固定一般

141.34||YA
M

2625091

熟考する力 : 流されない自分をつくる本物の思考術
/ 木山泰嗣著. -- 大和書房, 2016.12.

普通心理学.
心理各論 ３階固定一般 141.5||KIY 2626021

あの子が男性からうらやましいほど愛されている101の理由
/ 斎藤芳乃著. -- 大和書房, 2017.5.

家庭倫理.性
倫理 ３階固定一般 152.1||SAI 2626217

働く君に贈る25の言葉
 / 佐々木常夫著. -- WAVE出版, 2010.11.

人生訓.教訓 ３階固定一般 159.4||SAS 2625539

あなたのバッグには神様が宿っています!
/ はづき虹映著. -- KADOKAWA, 2016.4.

人生訓.教訓 ３階固定一般 159.6||HAD 2626251

20代の読書が人生を決める! : 一生仕事と人間関係に困らない本
 / 本尾読著. -- アイバス出版, 2017.3.

人生訓.教訓 ３階固定一般 159.7||MOT 2625831

人生を変えるモーニングメソッド : 朝時間が自分に革命を起こす
/ ハル・エルロッド著 ; 鹿田昌美訳. -- 大和書房, 2017.3.

人生訓.教訓 ３階固定一般 159||ELR 2625113

「やりたいこと」が見つかる3つの習慣 : 人生を絶対に後悔しない
/ 古川武士著. -- 大和書房, 2016.12. -- (だいわ文庫 ; [338-1G]).

人生訓.教訓 ３階文庫架 159||FUR 2625954

“いまある"不安がスッキリ消える本 : もっと楽に、自由に、前向きに
生きるコツ
 / 石原加受子著. -- 三笠書房, 2017.6. -- (知的生きかた文庫 ; い
77-2).

人生訓.教訓 ３階文庫架 159||ISH 2626421

もう、がまんしない。 : 「自分らしく」生きる練習
/ 心屋仁之助著. -- 大和書房, 2017.2.

人生訓.教訓 ３階固定一般 159||KOK 2625083

1万人の人生を見たベテラン弁護士が教える「運の良くなる生き方」
/ 西中務著. -- 東洋経済新報社, 2017.3.

人生訓.教訓 ３階固定一般 159||NIS 2625458

医師が教える幸せな人がやめている36の習慣 = 36 customs that
you should stop to be happy
/ 西多昌規著. -- 大和書房, 2016.12.

人生訓.教訓 ３階固定一般 159||NIS 2626004

親鸞「四つの謎」を解く
 / 梅原猛著. -- 新潮社, 2017.5. -- (新潮文庫 ; 10703, う-5-15).

各宗 ３階文庫架
188.72||UM
E

2624451



書籍名/著者名--出版名，出版年--シリーズ名（ある場合） 分類名 配置場所 ラベル番号 登録番号

新着図書のご案内
2017年5月16日～5月31日

鏡が語る古代史
 / 岡村秀典著. -- 岩波書店, 2017.5. -- (岩波新書 ; 新赤版 1664).

日本史 ３階新書架 210.2||OKA 2625792

本音で語る沖縄史
 / 仲村清司著. -- 新潮社, 2017.5. -- (新潮文庫 ; 10704, な-50-4).

九州地方 ３階文庫架 219.9||NAK 2624435

地球の歩き方
/ 「地球の歩き方」編集室著作編集 ; A06 フランス '17-'18 - E12 マ
ダガスカル モーリシャス セイシェル レユニオン コモロ '17-'18. --
改訂. -- ダイヤモンド・ビッグ社.

地理.地誌.紀
行 ３階固定一般 290.93||CHI 2625342

地球の歩き方
 / 「地球の歩き方」編集室著作編集 ; A06 フランス '17-'18 - E12 マ
ダガスカル モーリシャス セイシェル レユニオン コモロ '17-'18. --
改訂. -- ダイヤモンド・ビッグ社.

地理.地誌.紀
行 ３階固定一般 290.93||CHI 2625351

地球の歩き方
/ 「地球の歩き方」編集室著作編集 ; A06 フランス '17-'18 - E12 マ
ダガスカル モーリシャス セイシェル レユニオン コモロ '17-'18. --
改訂. -- ダイヤモンド・ビッグ社.

地理.地誌.紀
行 ３階固定一般 290.93||CHI 2625369

地球の歩き方
/ 「地球の歩き方」編集室著作編集 ; A06 フランス '17-'18 - E12 マ
ダガスカル モーリシャス セイシェル レユニオン コモロ '17-'18. --
改訂. -- ダイヤモンド・ビッグ社.

地理.地誌.紀
行 ３階固定一般 290.93||CHI 2625377

ポケットアトラス日本地図帳
 / 平凡社編. -- 新訂. -- 平凡社, 2017.3.

日本 ３階固定一般
291.038||HE
I

2624532

白山平泉寺 : よみがえる宗教都市
/ 勝山市編. -- 吉川弘文館, 2017.3.

日本 ３階集密郷土
291.44||KA
T

2625695

台湾男子がこっそり教える!秘密の京都スポットガイド
/ 男子休日委員会企画・写真・文 : 吉田真弓訳. -- エクスナレッジ,
2017.4.

日本 ３階固定一般
291.62||DA
N

2625431

習近平の中国 : 百年の夢と現実
/ 林望著. -- 岩波書店, 2017.5. -- (岩波新書 ; 新赤版 1663).

政治・経済・社
会・文化事情 ４階新書架

302.22||HA
Y

2625784

2100年へのパラダイム・シフト : 日本の代表的知性50人が、世界/
日本の大変動を見通す
 / 広井良典, 大井浩一編. -- 作品社, 2017.3.

論文集.評論
集.講演集 ３階固定一般 304||HIR 2625385

読売新聞「編集手帳」 : 朝刊一面コラム
 / 竹内政明著 ; 第3集 - 第31集. -- 中央公論新社, 2003-. -- (中
公新書ラクレ ; 78, 99, 122, 145, 166, 188, 204, 222, 237, 251, 268,
286, 306, 325, 339, 358, 378, 392, 411, 424, 444, 464, 484, 504, 517,
534, 546, 561, 577).

論文集.評論
集.講演集 ４階文庫架

304||TAK||3
1

2624745
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ポピュリズム : 世界を覆い尽くす「魔物」の正体
 / 薬師院仁志著. -- 新潮社, 2017.3. -- (新潮新書 ; 709).

政治学.政治
思想 ３階固定一般 311.7||YAK 2625491

自省録 : 歴史法廷の被告として
/ 中曽根康弘著. -- 新潮社, 2017.5. -- (新潮文庫 ; 10726, な-97-
1).

政治史・事情 ３階文庫架 312.1||NAK 2624508

共謀罪の何が問題か
 / 高山佳奈子著. -- 岩波書店, 2017.5. -- (岩波ブックレット ; No.
966).

刑法.刑事法 ３階固定一般
326.81||TA
K

2625806

新・所得倍増論 : 潜在能力を活かせない「日本病」の正体と処方箋
 / デービッド・アトキンソン著. -- 東洋経済新報社, 2016.12.

経済史・事情.
経済体制 ３階固定一般

332.107||AT
K

2624575

偽りの経済政策 : 格差と停滞のアベノミクス
/ 服部茂幸著. -- 岩波書店, 2017.5. -- (岩波新書 ; 新赤版 1661).

経済史・事情.
経済体制 ４階新書架

332.107||HA
T

2625768

人口と日本経済 : 長寿、イノベーション、経済成長
 / 吉川洋著. -- 中央公論新社, 2016.8. -- (中公新書 ; 2388).

経済史・事情.
経済体制 ４階新書架

332.107||YO
S

2624991

模倣の経営学 : 実践プログラム版 : New combinations : 模倣を創
造に変えるイノベーションの王道
/ 井上達彦著. -- 日経BP社.

企業.経営 ３階固定一般 335||INO 2625482

チームで考える「アイデア会議」
/ 加藤昌治著. -- CCCメディアハウス, 2017.3. -- (考具 / 加藤昌治
著 ; 応用編).

経営管理 ３階固定一般 336.1||KAT 2625547

マイケル・ポーターの競争戦略 : エッセンシャル版
/ ジョアン・マグレッタ著 ; 櫻井祐子訳. -- 早川書房, 2012.9.

経営管理 ３階固定一般 336.1||MAG 2625466

ルール・オブ・スリー「やるべきこと」は、ここまで絞れ
 / 高田圭悟著. -- 三笠書房, 2017.5.

経営管理 ３階固定一般 336.2||TAK 2626471

ありえないレベルで人を大切にしたら23年連続黒字になった仕組み
/ 近藤宣之著. -- ダイヤモンド社, 2017.3.

経営管理 ３階固定一般 336.4||KON 2625563

ちょうどいいマナー : できる先輩はこれをやっている : 今日、怒られ
たあなたへ。すぐにマネできる"やっちまった"解決法を紹介します!.
 -- ◆U67BB◆出版社, 2017.3. -- (エイムック ; 3645 . U-29 : 20代
のための大人入門書).

経営管理 ３階固定一般 336.49||EI 2625911

出る順問題集秘書検定準1級に面白いほど受かる本
 / 佐藤一明著. -- 中経出版, 2010.4.

経営管理 ３階資格資料架 336.5||SAT 2625334
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一流の魅せ方 : 会う人すべてがあなたのファンになる
 / 鈴鹿久美子著. -- 大和書房, 2017.4.

社会学 ３階固定一般 361.4||SUZ 2625164

コミュニケーション実践トレーニング
/ 杉原桂, 野呂幾久子, 橋本ゆかり著. -- ナカニシヤ出版, 2017.2.

社会学 ３階固定一般
361.45||SU
G

2626047

あなたの人生が変わる対話術
/ 泉谷閑示 [著]. -- 講談社, 2017.2. -- (講談社+α文庫 ; F56-1).

社会学 ３階文庫架
361.454||IZ
U

2626209

なぜこの人と「また」話したくなるのか
 / 田中イデア著. -- 大和書房, 2017.3.

社会学 ３階固定一般
361.454||TA
N

2625121

自分をいかして生きる
/ 西村佳哲著. -- 筑摩書房, 2011.6. -- (ちくま文庫 ; [に8-2]).

労働経済.労
働問題 ３階文庫架 366.29||NIS 2626411

人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか
 / 玄田有史編. -- 慶應義塾大学出版会, 2017.4.

労働経済.労
働問題 ３階固定一般 366.4||GEN 2625873

「おもてなし」という残酷社会 : 過剰・感情労働とどう向き合うか
/ 榎本博明著. -- 平凡社, 2017.3. -- (平凡社新書 ; 839).

労働経済.労
働問題 ３階固定一般

366.94||EN
O

2625024

地方暮らしの幸福と若者
/ 轡田竜蔵著. -- 勁草書房, 2017.2.

家族問題.男
性・女性問題.
老人問題

３階固定一般
367.68||KU
T

2625521

先生、貧困ってなんですか? : 日本の貧困問題レクチャーブック
 / 自立生活サポートセンター・もやい著. -- 合同出版, 2017.2.

社会病理 ３階固定一般 368.2||JIR 2625032

「三陸津波」と集落再編 : ポスト近代復興に向けて
 / 岡村健太郎著. -- 鹿島出版会, 2017.2.

社会福祉 ３階固定一般
369.31||OK
A

2625229

「アクティブ・ラーニング」を考える
/ 教育課程研究会編著. -- 東洋館出版社, 2016.8.

教育課程.学
習指導.教科
別教育

３階固定一般 375.1||KYO 2625016

小学生に英語の読み書きをどう教えたらよいか
/ 田中真紀子著. -- 研究社, 2017.3.

教育課程.学
習指導.教科
別教育

３階固定一般
375.893||TA
N

2624583

中学生になったら
/ 宮下聡著.-- 岩波書店, 2017.5. -- (岩波ジュニア新書 ; 853).

幼児・初等・中
等教育 ３階新書架 376||MIY 2625814
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消えゆく「限界大学」 : 私立大学定員割れの構造
/ 小川洋著. -- 白水社, 2017.1.

大学・高等・専
門教育.学術
行政

３階改革架
377.21||OG
A

2626039

女子学生のキャリアデザイン : 自分らしさとワークライフバランス
 / 野村康則編著 : 竹内雄司著 : 段野聡子著. -- 水曜社, 2017.4.

大学・高等・専
門教育.学術
行政

３階固定一般 377.9||NOM 2624761

大学1年生の歩き方 : 先輩たちが教える転ばぬ先の12のステップ
 / トミヤマユキコ, 清田隆之著. -- 左右社, 2017.4.

大学・高等・専
門教育.学術
行政

３階固定一般 377.9||TOM 2625865

子どもの発達障害と支援のしかたがわかる本 : 基本から理解した
い人のための
/ 西永堅著. -- 日本実業出版社, 2017.2.

障害児教育 ３階固定一般 378||NIS 2624524

勉強したくなった人のための大人の「独学」法
/ 和田秀樹著. -- 大和書房, 2017.3.

社会教育 ３階固定一般 379.7||WAD 2625105

家庭教育は誰のもの? : 家庭教育支援法はなぜ問題か
 / 木村涼子著. -- 岩波書店, 2017.5. -- (岩波ブックレット ; No.
965).

社会教育 ３階固定一般 379.9||KIM 2624729

大英自然史博物館の《至宝》(トレジャーズ)250
/ 大英自然史博物館編 ; 武井摩利訳. -- 創元社, 2017.3.

団体 ４階固定一般 406.9||BRI 2625271

自閉症の世界 : 多様性に満ちた内面の真実
/ スティーブ・シルバーマン著 ; 正高信男, 入口真夕子訳. -- 講談
社, 2017.5. -- (ブルーバックス ; B-2014).

叢書.全集.選
集 ４階文庫架

408||BLU||2
014

2626331

三つの石で地球がわかる : 岩石がひもとくこの星のなりたち
/ 藤岡換太郎著. -- 講談社, 2017.5. -- (ブルーバックス ; B-2015).

叢書.全集.選
集 ４階新書架

408||BLU||2
015

2626349

お茶の科学 : 「色・香り・味」 を生み出す茶葉のひみつ
 / 大森正司著. -- 講談社, 2017.5. -- (ブルーバックス ; B-2016).

叢書.全集.選
集 ４階文庫架

408||BLU||2
016

2626357

人はどのように鉄を作ってきたか : 4000年の歴史と製鉄の原理
 / 永田和宏著. -- 講談社, 2017.5. -- (ブルーバックス ; B-2017).

叢書.全集.選
集 ４階文庫架

408||BLU||2
017

2626365

2要因の分散分析をすべてカバー
 / 竹原卓真著. -- 増補改訂版. -- 北大路書房, 2013.3. -- (SPSS
のススメ ; 1).

確率論.数理
統計学 ４階固定一般 417||TAK||1 2626128

3要因の分散分析をすべてカバー
/ 竹原卓真著. -- 北大路書房, 2010.7. -- (SPSSのススメ ; 2).

確率論.数理
統計学 ４階固定一般 417||TAK||2 2626136
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現代の量子力学
/ J.J. Sakurai (桜井純) 著 ; Jim Napolitano編 ; 桜井明夫訳 ; 上,
下. -- 第2版. -- 吉岡書店, 2014.3-2015.5. -- (物理学叢書 / 小谷
正雄 [ほか] 編 ; 108-109).

物理学 ４階固定一般
420.8||SAK||
1

2626391

現代の量子力学
/ J.J. Sakurai (桜井純) 著 ; Jim Napolitano編 ; 桜井明夫訳 ; 上,
下. -- 第2版. -- 吉岡書店, 2014.3-2015.5. -- (物理学叢書 / 小谷
正雄 [ほか] 編 ; 108-109).

物理学 ４階固定一般
420.8||SAK||
2

2626403

世界でもっとも美しい量子物理の物語 : 量子のモーメント
/ ロバート・P・クリース, アルフレッド・シャーフ・ゴールドハーバー著
; 吉田三知世訳. -- 日経BP社.

理論物理学 ４階固定一般 421.3||CRE 2625441

統計力学
/ 田崎晴明著 ; 1, 2. -- 培風館, 2008.12. -- (新物理学シリーズ /
山内恭彦監修 ; 37-38).

理論物理学 ４階固定一般
421.4||TAZ||
1

2624338

統計力学
 / 田崎晴明著 ; 1, 2. -- 培風館, 2008.12. -- (新物理学シリーズ /
山内恭彦監修 ; 37-38).

理論物理学 ４階固定一般
421.4||TAZ||
2

2624346

ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑 = handbook of
beautiful stones on riversides and seashores to find by yourself
 / 柴山元彦著 ; [1], 2. -- 創元社, 2015.9-2017.3.

鉱物学 ４階固定一般 459||SHI 2625156

霊長類 : 消えゆく森の番人
 / 井田徹治著. -- 岩波書店, 2017.5. -- (岩波新書 ; 新赤版 1662).

哺乳類 ４階新書架 489.9||IDA 2625776

からだの発達と加齢の科学
 / 樋口満, 佐竹隆編著. -- 大修館書店, 2012.12.

基礎医学 ４階固定一般 491.3||HIG 2626144

「睡眠品質」革命 : 一流を支えるエアウィーヴ成長の軌跡
 / 内田直, 高岡本州著. -- ダイヤモンド・ビジネス企画.

基礎医学 ４階固定一般
491.371||UC
H

2625555

からだの中の化学
 / 立屋敷哲著. -- 丸善出版, 2017.3.

基礎医学 ４階固定一般 491.4||TAT 2625041

変形性関節症 : 関節が老いたのか、関節軟骨の変性とはなにか
/ 伊藤宣, 石島旨章, 岡崎賢著. -- ミネルヴァ書房, 2017.1. -- (シ
リーズ・骨の話 / 伊藤宣監修 ; 4).

外科学 ４階固定一般 494.77||ITO 2625131

病院では教えてくれない不調の治し方
/ 蓮村誠著. -- 大和書房, 2016.12.

衛生学.公衆
衛生.予防医
学

４階固定一般 498.3||HAS 2625997

疲れないからだをつくる夜のヨガ
/ サントーシマ香著. -- 大和書房, 2017.4.

衛生学.公衆
衛生.予防医
学

４階固定一般
498.34||SA
N

2625989
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食品衛生学 : 管理栄養士国家試験改定ガイドライン対応
/ 伊藤武, 古賀信幸編著 ; 金井美惠子 [ほか] 共著. -- 新版第2版.
-- 建帛社, 2017.2. -- (Nブックス).

衛生学.公衆
衛生.予防医
学

４階固定一般 498.54||ITO 2624605

NPSの神髄
 / 川崎享編著. -- 東洋経済新報社, 2017.4.

工業.工業経
済 ４階固定一般 509.5||KAW 2624753

土木職公務員試験専門問題と解答
 / 米田昌弘著 ; 必修科目編 - 実践問題集 : 数学・物理編. -- 第2
版. -- 大学教育出版, 2014.4-.

建設工学.土
木工学 ３階資格資料架 510.7||YON 2626268

図解2級土木施工管理技士試験テキスト
 / 浅賀榮三編著 ; 市坪誠, 吉田真平著 ; 平成29年度版. -- 実教出
版, 2017.3.

土木設計・施
工法 ３階資格資料架

513.07||AS
A||2017

2624362

世界の橋並み : 地域景観をつくる橋
 / 松村博著. -- 鹿島出版会, 2017.3.

橋梁工学 ４階固定一般 515||MAT 2625172

ドイツのコンパクトシティはなぜ成功するのか : 近距離移動が地方
都市を活性化する
 / 村上敦著. -- 学芸出版社, 2017.3.

衛生工学.都
市工学 ４階固定一般 518.8||MUR 2624974

都市経営時代のアーバンデザイン
/ 西村幸夫編 ; 高梨遼太朗 [ほか] 著. -- 学芸出版社, 2017.2.

衛生工学.都
市工学 ４階固定一般 518.8||NIS 2624354

まちづくり教書
/ 佐藤滋, 饗庭伸, 内田奈芳美編著. -- 鹿島出版会, 2017.2.

衛生工学.都
市工学 ４階固定一般 518.8||SAT 2625211

一級建築士受験講座 : 合格対策
/ 全日本建築士会編. -- 地人書館, 2016.12.

建築学 ３階資格資料架 520.79||ZEN 2626276

一級建築士受験講座 : 合格対策
/ 全日本建築士会編. -- 地人書館, 2016.12.

建築学 ３階資格資料架 520.79||ZEN 2626284

一級建築士受験講座 : 合格対策
 / 全日本建築士会編. -- 地人書館, 2016.12.

建築学 ３階資格資料架 520.79||ZEN 2626292

建築という対話 : 僕はこうして家をつくる
/ 光嶋裕介著. -- 筑摩書房, 2017.5. -- (ちくまプリマー新書 ; 279).

西洋の建築.そ
の他の様式の
建築

３階新書架 523.1||KOS 2625326

例解と演習2級建築施工管理技士試験テキスト
/ 岡田義治, 佐藤哲ほか著 ; 平成29年度版. -- 実教出版, 2017.2.

建築計画施工 ３階資格資料架
525.07||OK
A

2625181
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パン屋の手紙 : 往復書簡でたどる設計依頼から建物完成まで
/ 中村好文, 神幸紀著. -- 筑摩書房, 2013.3.

各種の建築 ４階固定一般
526.58||NA
K

2625598

日本、家の列島
/ ヴェロニック・ウルス [ほか] 編.
 -- 鹿島出版会, 2017.4.

住宅建築 ４階固定一般 527||HOU 2624711

ドライバーレス革命 : 自動運転車の普及で世界はどう変わるか?
/ ホッド・リプソン, メルバ・カーマン著 ; 山田美明訳. -- 日経BP社.

自動車工学 ４階固定一般 537.8||LIP 2625474

新・宇宙戦略概論 : グローバルコモンズの未来設計図
/ 坂本規博著. -- 科学情報出版, 2017.2.

航空宇宙工学 ４階固定一般 538.9||SAK 2621721

電験2種数学入門帖 : いちばんよくわかる
 / 石橋千尋著. -- 改訂3版. -- 電気書院, 2016.9.

電気工学 ３階資格資料架 540.79||ISH 2625881

これならわかるベクトル図徹底攻略
/ 紙田公著. -- 電気書院, 1986.4. -- (電気徹底攻略シリーズ).

電気回路・計
測･材料 ４階固定一般 541.2||KAM 2625891

日本人の「お金の使いかた」図鑑
 / インタービジョン21著. -- 三笠書房, 2017.2. -- (王様文庫 ; A18-
9).

家庭経済・経
営 ３階文庫架 591||INT 2626195

今日からお金が貯まる脳トレ : 脳のクセを変えるだけ
/ 加藤俊徳著. -- 主婦の友社, 2017.3.

家庭経済・経
営 ４階固定一般 591||KAT 2626241

人生にお金はいくら必要か : 超シンプルな人生設計の基本公式 /
山崎元著 : 岩城みずほ著. -- 東洋経済新報社, 2017.6.

家庭経済・経
営 ４階固定一般 591||YAM 2626489

akinoichigoの冷めてもおいしい感激弁当160
/ 稲熊由夏著. -- 大和書房, 2017.3. -- ([みんなのレシピ]).

食品.料理 ４階固定一般 596.4||INA 2625202

男子ガッツリ元気弁当 : 作りおきプラスで手早く、美味しく!
 / 牧野直子著. -- 大和書房, 2017.3.

食品.料理 ４階固定一般 596.4||MAK 2625199

京都パンガイド : +大阪・神戸・滋賀 : 京都の美味しいパン屋さんま
とめ。
 / 朝日新聞出版編集. -- 朝日新聞出版, 2017.5. -- (ASAHI
ORIGINAL).

食品.料理 ４階固定一般
596.63||AS
A

2625903

うつわと一日
 / 祥見知生著. -- 港の人, 2017.4.

食品.料理 ４階固定一般 596.9||SHO 2625571



書籍名/著者名--出版名，出版年--シリーズ名（ある場合） 分類名 配置場所 ラベル番号 登録番号

新着図書のご案内
2017年5月16日～5月31日

少しのことでラクになるごはんづくり帖
/ ワタナベマキ著. -- 大和書房, 2017.3.

食品.料理 ４階固定一般 596||WAT 2625245

インテリア・ガール : 今日もいんてりあがぁる
 / 水上裕著 ; さとうみほこ絵. -- 鹿島出版会, 2017.2.

住居.家具調
度 ４階固定一般 597||MIZ 2625261

鎌倉のカフェで君を笑顔にするのが僕の仕事
/ 堀内隆志著. -- mille books.

商業経営.商
店 ４階固定一般

673.98||HO
R

2626373

ふくいのカフェBOOK : 福井と加賀の80店 ; vol.1.
-- 株式会社fuプロダクション, 2017.5.

商業経営.商
店 ３階集密郷土

673.98||KA
B

2626314

インフォグラフィックとサインデザイン。.
-- 誠文堂新光社, 2017.6. -- (Seibundo mook . デザインノート ;
No.73).

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||DEZ||
(57)

2625938

まちのゲストハウス考
 / 真野洋介, 片岡八重子編著 ; 明石健治 [ほか] 著. -- 学芸出版
社, 2017.3.

観光事業 ４階固定一般
689.81||MA
N

2624982

スマホ廃人
 / 石川結貴著. -- 文藝春秋, 2017.4. -- (文春新書 ; 1126).

電気通信事業 ４階固定一般 694.6||ISH 2625504

芸術の言語
/ ネルソン・グッドマン著 ; 戸澤義夫, 松永伸司訳. -- 慶應義塾大
学出版会, 2017.2.

芸術理論. 美
学 ３階固定一般 701.1||GOO 2625601

楳図かずお : 『漂流教室』異次元への旅.
-- 平凡社, 2017.5. -- (別冊太陽).

漫画.挿絵.童
画 ３階固定一般

726.101||HE
I

2624389

知られざる日本写真開拓史
/ 東京都写真美術館編. -- 山川出版社, 2017.3.

写真 ３階固定一般
740.21||TO
U

2624541

最新現代デザイン事典
/ 伊東順二, 柏木博編集委員. -- 平凡社, 2017.4.

デザイン.装飾
美術 ３階固定参考

757.033||KA
T

2624648

まるごと本棚の本
/ センドポインツ・パブリッシング編 : 〔和田侑子訳〕. -- グラフィック
社, 2017.4.

美術家具 ３階固定一般
758.087||SE
N

2625415

「ものまね」の歴史 : 仏教・笑い・芸能
/ 石井公成著. -- 吉川弘文館, 2017.6. -- (歴史文化ライブラリー ;
448).

演劇史.各国
の演劇 ３階固定一般 772.1||ISH 2626381
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奇跡の教室 : 受け継ぐ者たちへ
 / マリー=カスティーユ・マンシオン=シャール監督. -- 株式会社バッ
プ (発売), 2017. v.

映画 ＡＶ 778.2||MEN 2626322

超高速!参勤交代 リターンズ; DVD版
/ 本木克英監督 ; 土橋章宏脚本. -- 松竹 (発売・販売), c2016. v.

映画 ＡＶ 778.2||MOT 2626306

スポーツ理学療法学競技動作と治療アプローチ
/ 赤坂清和, 時田幸之輔編集. -- メジカルビュー社, 2014.3.

スポーツ.体育 ３階固定一般
780.19||AK
A

2626161

柔軟性の科学
/ マイケル J.オルター著 ; 伊藤マモル [ほか] 訳. -- 大修館書店,
2010.2.

スポーツ.体育 ３階固定一般 780.19||ALT 2626179

現代メディアスポーツ論
/ 橋本純一編. -- 世界思想社, 2002.12. -- (Sekaishiso seminar).

スポーツ.体育 ３階固定一般 780.4||HAS 2626055

ソシオ制度を学ぶ : 地域スポーツクラブが目指す理想のクラブマネ
ジメント
 / 谷塚哲著. -- カンゼン, 2011.2.

スポーツ.体育 ３階固定一般 780.6||YAT 2626098

地域スポーツクラブのマネジメント : クラブ設立から運営マニュアル
まで
/ 谷塚哲著. -- カンゼン, 2008.11.

スポーツ.体育 ３階固定一般 780.6||YAT 2626111

スポーツビジネス最強の教科書 = The strongest textbook for
sports business learners
/ 平田竹男著. -- 東洋経済新報社, 2012.10.

スポーツ.体育 ３階固定一般 780||HIR 2626071

スポーツマネジメント : 図解
/ 山下秋二, 原田宗彦編著 ; 中西純司 [ほか] 著. -- 大修館書店,
2005.4.

スポーツ.体育 ３階固定一般 780||YAM 2626187

バスケットボールの戦術&トレーニング / ドナルド・ベック監修.
 -- 新星出版社, [2012.6].

球技 ３階固定一般 783.1||BEC 2626101

知るだけで強くなるバスケットボール攻撃フォーメーション入門
/ 佐古賢一監修. -- 池田書店, [2013.11].

球技 ３階固定一般 783.1||SAK 2626063

柔道実技虎の巻 : 柔道整復師の実技審査はこれで突破! : 武道必
修化で柔道の指導にあたっている中学体育教員も必読です。 : どう
せやるなら黒帯を取ろう!
/ 森脇保彦著・監修. -- メディアパル, 2014.4.

武術 ３階固定一般 789.2||MOR 2626152

これならできる剣道 : 武道必修化時代の"五輪書"
/ 全国教育系大学剣道連盟編. -- スキージャーナル, 2014.3. --
(剣道日本).

武術 ３階固定一般 789.3||ZEN 2626081
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はじめて茶会に招かれました。 : 客の作法がわかるイラストガイド
/ 淡交社編集局編 ; 田渕正敏イラスト. -- 淡交社, 2016.12.

茶道 ３階文庫架 791.7||TAB 2625962

オノマトペの謎 : ピカチュウからモフモフまで
/ 窪薗晴夫編. -- 岩波書店, 2017.5. -- (岩波科学ライブラリー ;
261).

語彙 ３階固定一般 814||KUB 2625687

毎日新聞・校閲グループのミスがなくなるすごい文章術
/ 岩佐義樹著. -- ポプラ社, 2017.3.

文章.文体.作
文 ３階固定一般 816||IWA 2625512

すぐに使える英会話ミニフレーズ2500 : 世界中どこでも通じる
 / 宮野智靖, ミゲル・E・コーティ著. -- Jリサーチ出版, 2011.7.

読本.解釈.会
話 ３階固定一般 837.8||MIY 2625581

会話もメールも英語は3語で伝わります : Simple English for
everyone
/ 中山裕木子著. -- ダイヤモンド社, 2016.10.

読本.解釈.会
話

ラーニングコモン
ズ

837.8||NAK 2626454

谷川俊太郎エトセテラリミックス = SHUNTARO TANIKAWA et
cetera remix
/ 谷川俊太郎著. -- 新装版. -- いそっぷ社, 2017.3.

詩歌 ３階固定一般
911.56||TA
N

2625423

春山入り
/ 青山文平著. -- 新潮社, 2017.5. -- (新潮文庫 ; 10772, あ-84-2).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||AOY 2624461

カカノムモノ
 / 浅葉なつ著. -- 新潮社, 2017.5. -- (新潮文庫 ; 10696, あ-88-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||ASA 2624494

HM同好会
 / 藤野千夜作. -- 理論社, 2016.12.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||FUJ 2626012

ぼくの死体をよろしくたのむ
 / 川上弘美著. -- 小学館, 2017.3.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||KAW 2625253

乗合船
/ 北原亞以子著. -- 新潮社, 2017.5. -- (新潮文庫 ; 10709, き-13-
22 . 慶次郎縁側日記 / 北原亞以子著).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KIT 2624427

自覚
 / 今野敏著. -- 新潮社, 2017.5. -- (新潮文庫 ; 10700, こ-42-57 .
隠蔽捜査 ; 5.5).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KON 2624486

劇場
 / 又吉直樹著. -- 新潮社, 2017.5.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||MAT 2624559
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みなそこ
 / 中脇初枝著. -- 新潮社, 2017.5. -- (新潮文庫 ; 10702, な-92-2).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||NAK 2624478

青年のための読書クラブ
/ 桜庭一樹著. -- 新潮社, 2017.5. -- (新潮文庫 ; 10754, さ-76-21).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SAK 2624397

検察側の罪人
/ 雫井脩介著 ; 上, 下. -- 文藝春秋, 2017.2. -- (文春文庫 ; [し-
60-1], [し-60-2]).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||SIZ||
1

2626438

検察側の罪人
/ 雫井脩介著 ; 上, 下. -- 文藝春秋, 2017.2. -- (文春文庫 ; [し-
60-1], [し-60-2]).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||SIZ||
2

2626446

組織に埋れず
 / 高杉良著. -- 新潮社, 2017.5. -- (新潮文庫 ; 10701, た-52-25).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||TAK 2624516

しんせかい
/ 山下澄人著. -- 新潮社, 2016.10.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||YAM 2626233

言葉を使いこなして人生を変える
/ はあちゅう著. -- 大和書房, 2017.2.

評論. エッセイ.
随筆 ３階固定一般 914.6||HAA 2625148

いのちの車窓から
/ 星野源著. -- KADOKAWA, 2017.3.

評論. エッセイ.
随筆 ３階固定一般 914.6||HOS 2625709

あきれた紳士の国イギリス : ロンドンで専業主夫をやってみた
 / 加藤雅之著. -- 平凡社, 2017.3. -- (平凡社新書 ; 840).

評論. エッセイ.
随筆 ３階固定一般 914.6||KAT 2625008

赤いゾンビ、青いゾンビ。
/ 川上弘美著 : 門馬則雄絵. -- 平凡社, 2017.4. -- (東京日記 ; 5).

評論. エッセイ.
随筆 ３階固定一般 914.6||KAW 2624567

ナマズの幸運。
 / 川上弘美著 ; 門馬則雄絵. -- 平凡社, 2011.1. -- (東京日記 /
川上弘美著 ; 3).

評論. エッセイ.
随筆 ３階固定一般 914.6||KAW 2625393

不良になりました。
 / 川上弘美著 ; 門馬則雄絵. -- 平凡社, 2014.2. -- (東京日記 /
川上弘美著 ; 4).

評論. エッセイ.
随筆 ３階固定一般 914.6||KAW 2625407

オリヴァー・ツイスト
/ チャールズ・ディケンズ [著] ; 加賀山卓朗訳. -- 新潮社, 2017.5. -
- (新潮文庫).

小説.物語 ３階文庫架 933.6||DIC 2624401
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卵を産めない郭公
/ ジョン・ニコルズ [著] ; 村上春樹訳. -- 新潮社, 2017.5. -- (新潮
文庫 ; 10751, む-6-9).

小説.物語 ３階文庫架 933.7||NIC 2624443

いなごの日 ; クール・ミリオン : ナサニエル・ウエスト傑作選
 / ナサニエル・ウエスト [著] ; 柴田元幸訳. -- 新潮社, 2017.5. --
(新潮文庫 ; 10752, む-6-10).

小説.物語 ３階文庫架 933.7||WES 2624419


