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図解!頭のいい人のメモ・ノート
 / 中川裕著. -- ぱる出版, 2017.1.

知識.学問.学
術 ３階固定一般 002.7||NAK 2628521

サインはもっと自由につくる : 人と棚とをつなげるツール
/ 中川卓美著. -- 日本図書館協会, 2017.5. -- (JLA図書館実践シ
リーズ ; 33).

図書館.図書
館学 ３階固定一般

010||JLA||3
3

2628546

お清めハンドブック : まいにち開運!
/ 中井耀香著. -- 日本文芸社, 2017.1.

超心理学.心
霊研究 ３階固定一般 147.1||NAK 2626667

お仕事のコツ事典 : 明日、会社に行くのが楽しみになる
/ 文響社編集部編. -- 文響社, 2016.9.

人生訓.教訓 ３階固定一般 159.6||BUN 2628503

お金に愛される人は、美しい財布を使っている
/ 八島依子 [著]. -- クロスメディア・パブリッシング.

人生訓.教訓 ３階固定一般 159.6||YAS 2627965

やっぱり、気分を上げればすべてうまくいく
/ 藤由達藏著. -- 朝日新聞出版, 2017.3.

人生訓.教訓 ３階固定一般 159||FUJ 2627973

自分を大切に育てましょう : 望まなくても丸ごと全部が良くなる幸運
への法則
/ 伊勢白山道著. -- 電波社, 2017.2.

人生訓.教訓 ３階固定一般 159||ISE 2626632

応仁の乱 : 戦国時代を生んだ大乱
/ 呉座勇一著. -- 中央公論新社, 2016.10. -- (中公新書 ; 2401).

日本史 ４階新書架
210.47||GO
Z

2626675

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 2628198

超AI時代の生存戦略 : 「2040年代」シンギュラリティに備える34のリ
スト
 / 落合陽一著. -- 大和書房, 2017.3.

論文集.評論
集.講演集 ３階固定一般 304||OCH 2628775

しぐさの技術 : 伝わり方が劇的に変わる!
 / 荒木シゲル著. -- 同文舘出版, 2017.1. -- (Do books).

社会学 ３階固定一般
361.454||AR
A

2628805
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命のまもりびと : 秋田の自殺を半減させた男
 / 中村智志著. -- 新潮社, 2017.6. -- (新潮文庫 ; 10719, な-69-2).

社会病理 ３階文庫架 368.3||NAK 2628295

みんなでトライ!表現運動の授業
 / 全国ダンス・表現運動授業研究会編 ; 宮本乙女, 中村恭子, 中村
なおみ編著者代表. -- 大修館書店, 2015.1.

教育課程.学
習指導.教科
別教育

３階固定一般
375.492||ZE
N

2628481

中学校ダンス指導のコツ : オールカラー版
 / 菊地由見子監修. -- ナツメ社, 2012.4. -- (ナツメ教育書ブックス).

教育課程.学
習指導.教科
別教育

３階固定一般
375.493||KI
K

2628491

スウェーデンの小学校社会科の教科書を読む : 日本の大学生は何
を感じたのか
/ ヨーラン・スバネリッド [著] ; 鈴木賢志, 明治大学国際日本学部鈴
木ゼミ編訳. -- 新評論, 2016.12.

教育課程.学
習指導.教科
別教育

３階固定一般 375||SVA 2628791

大学生のためのアルバイト・就活トラブルQ&A
/ 石田眞, 浅倉むつ子, 上西充子著. -- 旬報社, 2017.3.

大学・高等・専
門教育.学術
行政

３階固定一般 377.9||ISH 2626624

夢をかなえる就活 : ソニーの面接官をしてわかったこと
/ 金巻裕史著. -- 西村書店東京出版編集部, 2017.3.

大学・高等・専
門教育.学術
行政

３階就職資料架
377.95||KA
N

2626641

脳を守ろう : 脳梗塞・認知症を予防するために
/ 岩田誠著. -- 岩波書店, 2017.6. -- (岩波ブックレット ; No. 967).

内科学 ４階固定一般 493.73||IWA 2628211

人口高齢化を乗り越える社会モデルを考える
 / 厚生労働省編. -- 日経印刷. -- (厚生労働白書 ; 平成28年版).

衛生学.公衆
衛生.予防医
学

４階集密参考
498.1||KOS|
|2016

2628121

ボケずに元気に80歳! : 名医が明かすその秘訣
/ 新見正則著. -- 新潮社, 2017.6. -- (新潮文庫 ; 10720, に-32-1).

衛生学.公衆
衛生.予防医
学

３階文庫架 498.3||NII 2628589

カラダの不調を整えるスパイス白湯
/ 市野さおり著. -- 宝島社, 2016.11.

衛生学.公衆
衛生.予防医
学

４階固定一般 498.583||ITI 2628015

法規:一級建築士受験講座
/ 全日本建築士会編. -- 地人書館, 2016.12. -- (一級建築士受験
講座 : 合格対策 / 全日本建築士会編 . 平成29年版学科3).

建築学 ３階資格資料架 520.79||ZEN 2628821
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施工:一級建築士受験講座
/ 全日本建築士会編. -- 地人書館, 2016.12. -- (一級建築士受験
講座 : 合格対策 / 全日本建築士会編 . 平成29年版学科5).

建築学 ３階資格資料架 520.79||ZEN 2628831

ヨーロッパの大聖堂 : 美しい荘厳な芸術
/ ロルフ・トーマン編 ; アヒム・ベトノルツ写真 ; バルバラ・ボルンゲッ
サー文 ; 忠平美幸訳. -- 河出書房新社, 2017.5.

西洋の建築.そ
の他の様式の
建築

４階固定大型 523.3||TOM 2628201

卒業制作 2017 : 全国117大学建築系学科卒業設計優秀作品145
点.
 -- 近代建築社, 2017.6. -- (卒業制作).

建築計画施工 ４階固定大型
525.1||KIN||
2017

2628261

11の子どもの家 : 象の保育園・幼稚園・こども園
/ 象設計集団編. -- 新評論, 2016.12.

各種の建築 ４階固定一般
526.36||ZO
U

2628813

GA HOUSES : 世界の住宅 ; 151, 152.
-- A.D.A.EDITA Tokyo, 2017.

住宅建築 ４階固定大型
527||GAH||(
49)

2626543

吸着の科学
/ 近藤精一, 石川達雄, 安部郁夫共著. -- 第2版. -- 丸善, 2001.2.

化学工学.化
学機器 ４階固定一般 571.5||KON 2628023

マイバッグ : 3つのバッグで軽く美しく生きる
/ ドミニック・ローホー著 ; 赤松梨恵訳. -- 講談社, 2017.4.

その他の雑工
業 ４階固定一般

589.27||LO
R

2628511

心地よさのありか
/ 小川奈緒文 ; 小池高弘画. -- パイインターナショナル, 2017.3.

家政学.生活
科学 ４階固定一般

590.49||OG
A

2628007

誰もいない場所を探している
/ 庄野雄治著. -- mille books.

食品.料理 ４階固定一般 596.7||SYO 2626659

街を変える小さな店 : 京都のはしっこ、個人店に学ぶこれからの商
いのかたち。
/ 堀部篤史著. -- 京阪神エルマガジン社, 2013.11.

商業史・事情 ４階固定一般
672.162||H
OR

2627931

ブレーン : brain
/ 宣伝会議[編] ; Vol. 57 No. 1 - Vol. 57 No. 7. -- 宣伝会議,
2017.1-.

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||BRA|
|'17-7

2628627
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広告ビジネスに関わる人のメディアガイド
/ 博報堂DYメディアパートナーズ編 ; 2015, 2016, 2017. -- 宣伝会
議, 2015.5-.

広告.宣伝 ４階固定一般
674.6||HAK|
|2017

2626561

顧客視点の企業戦略 : アンバサダープログラム的思考
/ 藤崎実, 徳力基彦著. -- 宣伝会議, 2017.3.

マーケティング ４階固定一般 675||FUJ 2626691

えじえじえじじえ
/ 佐藤可士和え ; 谷川俊太郎じ. -- クレヨンハウス, 2017.4.

漫画.挿絵.童
画 ３階固定一般 726.6||SAT 2627914

豆皿の本 : 小さな皿の中に広がる大きな世界. --
 ◆U67BB◆出版社, 2016.7. -- (エイムック ; 3433).

陶磁工芸 ３階固定一般 751.1||EI 2627906

ヒットの崩壊
/ 柴那典著. -- 講談社, 2016.11. -- (講談社現代新書 ; 2399).

声楽 ３階新書架 767.8||SHI 2626683

開かれた身体を求めて : 舞踊学へのプレリュード
/ 猪崎弥生著. -- 一二三書房, 2012.4.

舞踊.バレエ ３階固定一般 769||IZA 2628181

スーサイド・スクワッド : Suicide squad ; DVD版
/ デヴィッド・エアー監督・脚本 ; ウィル・スミス [ほか出演]. -- ワー
ナー・ブラザースホームエンターテイメント, 2016.

映画 ＡＶ 778.2||AYE 2628694

シング・ストリート ; DVD版
/ ジョン・カーニー監督. -- ギャガGAGA (発売), c2016.

映画 ＡＶ 778.2||CAR 2628651

ハドソン川の奇跡 ; DVD版
/ クリント・イーストウッド監督. -- ワーナー・ブラザース ホームエン
ターテイメント (発売), c2017.

映画 ＡＶ 778.2||EAS 2628678

Ghostbusters ; DVD版
/ ポール・フェイグ監督・製作総指揮・脚本 ; アイヴァン・ライトマン,
エイミー・パスカル製作 ; : レンタル専用, : [一般個人用]. -- ソニー・
ピクチャーズエンタテインメント (発売), c2016. v.

映画 ＡＶ 778.2||FEI 2628635

オケ老人! ; DVD版
/ 細川徹監督. -- インターフィルム(発売), 2016.

映画 ＡＶ 778.2||HOS 2628686
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インフェルノ ; DVD版
/ ロン・ハワード監督. -- ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント
(発売), c2016.

映画 ＡＶ 778.2||HOW 2628643

湯を沸かすほどの熱い愛 ; DVD版
/ 中野量太監督・脚本. -- クロックワークス (発売), 2017.4. v.

映画 ＡＶ 778.2||NAK 2628716

ペット ; DVD版
/ クリス・ルノー;ヤーロウ・チェイニー監督. -- NBCユニバーサル・
エンターテイメント (発売), c2016.

映画 ＡＶ 778.2||REN 2628661

ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 ; DVD版
/ デヴィッド・イェーツ 監督. -- ワーナー・ブラザースホームエンター
テイメント (発売), c2016.

映画 ＡＶ 778.2||YAT 2628708

体力学
/ 中谷敏昭編 ; 池田達昭 [ほか] 著. -- 化学同人, 2014.2. -- (はじ
めて学ぶ健康・スポーツ科学シリーズ ; 5).

スポーツ.体育 ３階固定一般 780.1||NAK 2626616

Sports, games, and play : social and psychological viewpoints
/ edited by Jeffrey H. Goldstein. -- 2nd ed. -- L. Erlbaum
Associates, 1989.

スポーツ.体育 ３階固定一般
780.13||GO
L

2628041

スポーツ医学検定公式テキスト : スポーツを愛するすべての人に
/ 日本スポーツ医学検定機構著. -- 東洋館出版社, 2017.1.

スポーツ.体育 ３階資格資料架 780.19||IPP 2628414

スポーツ・運動栄養学
/ 加藤秀夫, 中坊幸弘, 中村亜紀編. -- 第3版. -- 講談社, 2015.1.
-- (栄養科学シリーズNEXT).

スポーツ.体育 ３階固定一般
780.19||KA
T

2628163

トップアスリートに伝授した怪我をしない体と心の使いかた
/ 小田伸午, 小山田良治, 本屋敷俊介著. -- 創元社, 2016.12.

スポーツ.体育 ３階固定一般
780.19||OD
A

2628767

ハイパフォーマンスの科学 : トップアスリートをめざすトレーニングガ
イド
/ David Joyce, Daniel Lewindon編集. -- ナップ, 2016.10.

スポーツ.体育 ３階固定一般 780.7||JOY 2628074

グローバルスポーツ論 : 「越境スポーツ選手」の社会学
/ 千葉直樹著. -- POD版. -- デザインエッグ社, 2014.3.

スポーツ.体育 ３階固定一般 780||CHI 2628732
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メジャーリーグの現場に学ぶビジネス戦略 : マーケティング、スポン
サーシップ、ツーリズムへの展開
/ 川上祐司著. -- 晃洋書房, 2017.3.

スポーツ.体育 ３階固定一般 780||KAW 2628457

スポーツの経済学 : 2020年に向けてのビジネス戦略を考える
/ 小林至著. -- PHP研究所, 2015.12.

スポーツ.体育 ３階固定一般 780||KOB 2628422

Q&Aスポーツの法律問題 : プロ選手から愛好者までの必修知識
/ スポーツ問題研究会編. -- 第3版補訂版. -- 民事法研究会,
2015.7.

スポーツ.体育 ３階固定一般 780||SPO 2628392

プロスポーツビジネス : 私たちの成功事例
/ 東邦出版編. -- 東邦出版, 2017.5.

スポーツ.体育 ３階固定一般 780||TOU 2628465

スポーツ法学 : 標準テキスト
/ 浦川道太郎 [ほか] 編著. -- エイデル研究所, 2016.6.

スポーツ.体育 ３階固定一般 780||URA 2628741

よくわかるスポーツマネジメント
/ 柳沢和雄, 清水紀宏, 中西純司編著. -- ミネルヴァ書房, 2017.3.
-- (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ).

スポーツ.体育 ３階固定一般 780||YAN 2628759

最新スポーツビジネスの動向がよ～くわかる本
/ 湯浅真弥著. -- 秀和システム, 2017.1. -- (How-nual図解入門 .
業界研究).

スポーツ.体育 ３階固定一般 780||YUA 2628406

ザ・ベストストレッチ : 自分にいちばん効くストレッチ
/ 中野ジェームズ修一著. -- 大和書房, 2016.12.

体操. 遊戯 ３階固定一般 781.4||NAK 2628783

ヨーロッパスタイル・バスケットボール最新テクニック
/ トーステン・ロイブル著 ; 伊豆倉明子訳 ; 新装版. -- 大修館書店,
2014.11.

球技 ３階固定一般 783.1||LOI 2628384

バスケットボール : チーム戦術の基本と実践
/ 富樫英樹監修. -- 成美堂出版, [2015.5].

球技 ３階固定一般 783.1||TOG 2628171

いちばんわかりやすい! : 柔道の教科書
/ 木村昌彦 [ほか] 著 ; 土屋書店編集部編. -- 土屋書店, 2011.9.

武術 ３階固定一般 789.2||KIM 2626578
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武道は教育でありうるか
/ 松原隆一郎著. -- イースト・プレス, 2013.6. -- (イースト新書 ; 7).

武術 ３階固定一般 789.2||MAT 2626608

柔道事故
/ 内田良著. -- 河出書房新社, 2013.6.

武術 ３階固定一般 789.2||UCH 2628473

最強英語脳を作る
/ 茂木健一郎著. -- ベストセラーズ, 2016.7. -- (ベスト新書 ; 522).

英語 ３階固定一般 830.7||MOG 2627922

みみずくは黄昏に飛びたつ
/ 川上未映子訊く ; 村上春樹語る. -- 新潮社, 2017.4.

日本文学 ３階固定一般
910.268||M
UR

2627981

特命金融捜査官
/ 江上剛著. -- 新潮社, 2017.6. -- (新潮文庫 ; 10716, え-13-6).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||EGA 2628279

アキラとあきら
/ 池井戸潤著. -- 徳間書店, 2017.5. -- (徳間文庫 ; [い49-2]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||IKE 2628091

この嘘がばれないうちに
/ 川口俊和著. -- サンマーク出版, 2017.3.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||KAW 2627949

かぜまち美術館の謎便り
/ 森晶麿著. -- 新潮社, 2017.6. -- (新潮文庫 ; 10725, も-40-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||MOR 2628309

冬虫夏草
/ 梨木香歩著. -- 新潮社, 2017.6. -- (新潮文庫 ; 10771, な-37-
13).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||NAS 2628562

にらみ
/ 佐伯泰英著. -- 新潮社, 2017.6. -- (新潮文庫 ; 10711, さ-73-25 .
新・古着屋総兵衛 / 佐伯泰英著 ; 第14巻).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SAE 2628082

細胞異植
/ 仙川環著. -- 新潮社, 2017.6. -- (新潮文庫 ; 10727, せ-16-2).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SEN 2628597
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おまえのすべてが燃え上がる
/ 竹宮ゆゆこ著. -- 新潮社, 2017.6. -- (新潮文庫 ; 10723, た-111-
3).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||TAK 2628287

インスタント・ジャーニー = Instant Journey
/ 田丸雅智著. -- 実業之日本社, 2017.2.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||TAM 2627957

リーンの翼 : バイストン・ウェル物語より
/ 富野由悠季著 ; 1 - 6. -- 角川書店, 1984.1-1986.2. -- (カドカワノ
ベルズ).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||TOM|
|1

900508

リーンの翼 : バイストン・ウェル物語より
/ 富野由悠季著 ; 1 - 6. -- 角川書店, 1984.1-1986.2. -- (カドカワノ
ベルズ).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||TOM|
|2

900516

リーンの翼 : バイストン・ウェル物語より
/ 富野由悠季著 ; 1 - 6. -- 角川書店, 1984.1-1986.2. -- (カドカワノ
ベルズ).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||TOM|
|3

900524

リーンの翼 : バイストン・ウェル物語より
 / 富野由悠季著 ; 1 - 6. -- 角川書店, 1984.1-1986.2. -- (カドカワ
ノベルズ).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||TOM|
|4

900532

リーンの翼 : バイストン・ウェル物語より
/ 富野由悠季著 ; 1 - 6. -- 角川書店, 1984.1-1986.2. -- (カドカワノ
ベルズ).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||TOM|
|5

900541

リーンの翼 : バイストン・ウェル物語より
/ 富野由悠季著 ; 1 - 6. -- 角川書店, 1984.1-1986.2. -- (カドカワノ
ベルズ).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||TOM|
|6

900559

逢魔
/ 唯川恵著. -- 新潮社, 2017.6. -- (新潮文庫 ; 10712, ゆ-7-18).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||YUI 2628554

東大助手物語
/ 中島義道著. -- 新潮社, 2017.6. -- (新潮文庫 ; 10718, な-33-
11).

記録.手記.ル
ポルタージュ ３階文庫架 916||NAK 2628571

ガラスの靴
 / エリナー・ファージョン [著] : 野口百合子訳. -- 新潮社, 2017.6. -
- (新潮文庫 ; 10722, フ-62-1).

小説.物語 ３階文庫架 933.7||FAR 2628538
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あしながおじさん
/ ジーン・ウェブスター [著] : 岩本正恵訳 ; [正], 続. -- 新潮社,
2017.6. -- (新潮文庫 ; 10705, 10706, ウ-4-1, ウ-4-2).

小説.物語 ３階文庫架
933.7||WEB|
|1

2628317

あしながおじさん
/ ジーン・ウェブスター [著] : 岩本正恵訳 ; [正], 続. -- 新潮社,
2017.6. -- (新潮文庫 ; 10705, 10706, ウ-4-1, ウ-4-2).

小説.物語 ３階文庫架
933.7||WEB|
|2

2628325

いま、希望を語ろう : 末期がんの若き医師が家族と見つけた「生き
る意味」
/ ポール・カラニシ著 ; 田中文訳. -- 早川書房, 2016.11.

記録.手記.ル
ポルタージュ ３階固定一般 936||KAL 2627991


