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大人になるためのリベラルアーツ : 思考演習12題
/ 石井洋二郎, 藤垣裕子著. -- 東京大学出版会, 2016.2.

知識.学問.
学術

３階固定一般 002||ISH 2628953

〈本の世界〉の見せ方 : 名定流コレクション形成論
/ 明定義人著. -- 日本図書館協会, 2017.6. -- (JLA図書館実践シ
リーズ ; 34).

図書館.図
書館学

３階固定一般
010||JLA||3
4

2628996

高校図書館デイズ : 生徒と司書の本をめぐる語らい
/ 成田康子著. -- 筑摩書房, 2017.6. -- (ちくまプリマー新書 ; 280).

学校図書
館

３階新書架 017.4||NAR 2629143

読みたい心に火をつけろ! : 学校図書館大活用術
/ 木下通子著. -- 岩波書店, 2017.6. -- (岩波ジュニア新書 ; 855).

学校図書
館

３階新書架 017||KIN 2629704

夢をかなえる読書術
/ 伊藤真著. -- サンマーク出版, 2017.4.

読書.読書
法

３階固定一般 019.2||ITO 2629291

福井新聞縮刷版 平成29年 ; DVD-ROM版
/ 福井新聞社編 ; 1月号 - 5月号. -- 福井新聞社, 2017.2-.

日本 ３階集密郷土
071.5||FUK||
'17-5

2629161

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 - 5月号. -- 日刊工業新聞社,
2017.2-.

日本 ＡＶ
071.5||NIK||'
17-5

2629224

夏目漱石と西田幾多郎 : 共鳴する明治の精神
/ 小林敏明著. -- 岩波書店, 2017.6. -- (岩波新書 ; 新赤版 1667).

日本思想 ４階新書架
121.63||KO
B

2629682

良い習慣、悪い習慣 : 世界No.1の心理学ブロガーが明かすあなた
の行動を変えるための方法
/ ジェレミー・ディーン著 ; 三木俊哉訳. -- 東洋経済新報社, 2014.9.

普通心理
学.心理各
論

３階固定一般
141.75||DE
A

2629445

精神科医がみつけた運のいい人、悪い人の心の習慣
 / 水島広子著. -- 海竜社, 2017.5.

臨床心理
学.精神分
析学

３階固定一般 146.8||MIZ 2628899

さあ、才能(じぶん)に目覚めよう : ストレングス・ファインダー2.0
/ トム・ラス著 ; 古屋博子訳. -- 新版. -- 日本経済新聞出版社,
2017.4.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159.4||RAT 2629062

新着図書のご案内
2017年6月16日～6月30日



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6月16日～6月30日

自分に自信をつける最高の方法 : ミス・ユニバース・ジャパンビュー
ティーキャンプ講師の世界一受けたい特別講義
/ 常冨泰弘著. -- 三笠書房, 2017.4.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159.6||TSU 2629381

大好きなことをやって生きよう! : 才能の見つけ方、育て方
/ 本田健著. -- フォレスト出版, 2013.1.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||HON 2629313

一流に学ぶ色気と着こなし = LEARN SENSUALITY AND
DRESSING FROM FIRST-CLASS MEN
/ 干場義雅著. -- 宝島社, 2017.1.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||HOS 2629011

君のスキルは、お金になる
/ 千田琢哉著. -- PHP研究所, 2017.4.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||SEN 2628902

人生を最高に楽しむために20代で使ってはいけない100の言葉
/ 千田琢哉著. -- かんき出版, 2011.8.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||SEN 2629437

矢内原忠雄 : 戦争と知識人の使命
/ 赤江達也著. -- 岩波書店, 2017.6. -- (岩波新書 ; 新赤版 1665).

個人伝記 ４階新書架 289.1||AKA 2629666

親権と子ども
/ 榊原富士子, 池田清貴著. -- 岩波書店, 2017.6. -- (岩波新書 ;
新赤版 1668).

民法 ４階新書架
324.64||SA
K

2629691

感じる経済学 : コンビニでコーヒーが成功して、ドーナツがダメな理
由
/ 加谷珪一著. -- SBクリエイティブ, 2017.5.

経済 ３階固定一般 330.4||KAY 2629399

経営戦略を問いなおす
/ 三品和広著. -- 筑摩書房, 2006.9. -- (ちくま新書 ; 619).

経営管理 ３階固定一般 336.1||MIS 2629135

革新的な会社の質問力
/ 河田真誠著. -- 日経BP社.

経営管理 ３階固定一般 336.2||KAW 2628929

一流マネジャーの仕事の哲学 : 突き抜ける結果を出すための53の
具体策
/ 西岡郁夫著. -- 日経BP社.

経営管理 ３階固定一般 336.3||NIS 2628848
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いらない部下、かわいい部下
/ 新井健一著. -- 日本経済新聞出版社, 2017.4. -- (日経プレミアシ
リーズ ; 338).

経営管理 ３階固定一般
336.49||AR
A

2629127

電話応対受け方・かけ方大事典
/ スピーキングエッセイ執筆監修. -- 秀和システム, 2017.3.

経営管理 ３階固定一般 336.49||SPE 2629526

明日切腹させられないための図解戦国武将のビジネスマナー入門
/ スエヒロ著. -- KADOKAWA, 2016.7.

経営管理 ３階固定一般 336.49||SUE 2629038

最強のシンプル思考 : 最高の結果を出すためのたった一つのルー
ル
 / ケン・シーガル著 ; 大熊希美訳. -- 日経BP社.

経営管理 ３階固定一般 336||SEG 2628864

「なぜかお金が貯まる人」がやっていること : 10年貯金ゼロのあなた
でもできる!
/ 田口智隆著. -- 廣済堂出版, 2016.10. -- (廣済堂新書 ; 072).

金融.銀行.
信託

３階固定一般
338.18||TA
G

2628881

話し方を変えると「いいこと」がいっぱい起こる! : イラスト版 : たった
一言が嬉しい変化を続々引き寄せる!
/ 植西聰著. -- 三笠書房, [2016.12].

社会学 ３階固定一般
361.454||UE
N

2629402

在日米軍 : 変貌する日米安保体制
/ 梅林宏道著. -- 岩波書店, 2017.6. -- (岩波新書 ; 新赤版 1666).

国防史・事
情.軍事史・
事情

４階新書架
392.53||UM
E

2629674

科学技術白書 : 平成29年版
/ 文部科学省編. -- 日経印刷. -- (科学技術白書 / 科学技術庁編
; 平成29年版).

逐次刊行
物

４階固定参考
405||KAG||2
017

2628988

科学英語を磨く : 英語で論文を発表する方へのアドバイス
/ 応用物理学会編. -- 裳華房, 1989.11.

研究法.指
導法.科学
教育

４階固定一般 407||OUY 1130587

カラー図解古生物たちのふしぎな世界 : 繁栄と絶滅の古生代3億年
史
/ 土屋健著 ; 田中源吾協力. -- 講談社, 2017.6. -- (ブルーバックス
; B-2018).

叢書.全集.
選集

４階新書架
408||BLU||2
018

2629267

時空のからくり : 時間と空間はなぜ「一体不可分」なのか
/ 山田克哉著. -- 講談社, 2017.6. -- (ブルーバックス ; B-2019).

叢書.全集.
選集

４階新書架
408||BLU||2
019

2629275
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「香り」の科学 : 匂いの正体からその効能まで
/ 平山令明著. -- 講談社, 2017.6. -- (ブルーバックス ; B-2020).

叢書.全集.
選集

４階新書架
408||BLU||2
020

2629283

量子力学の探究 : 多面的理解で築く現代物理の基礎
/ 仲滋文著. -- サイエンス社, 2017.6. -- (臨時別冊・数理科学 .
SGCライブラリ ; 134).

理論物理
学

４階固定一般 421.3||NAK 2629641

重力理論 : gravitation--古典力学から相対性理論まで, 時空の幾
何学から宇宙の構造へ
/ Charles W. Misner, Kip S. Thorne, John Archibald Wheeler [著] ;
若野省己訳. -- 丸善出版, 2011.3.

力学 ４階固定一般 423.6||MIS 2628872

遺伝子は、変えられる。 : あなたの人生を根本から変えるエピジェ
ネティクスの真実
/ シャロン・モアレム著 ; 中里京子訳. -- ダイヤモンド社, 2017.4.

遺伝学 ４階固定一般 467.3||MOA 2629021

歌うカタツムリ : 進化とらせんの物語
/ 千葉聡. -- 岩波書店, 2017.6. -- (岩波科学ライブラリー ; 262).

軟体動物.
貝類学

４階固定一般 484.6||CHI 2628971

Health psychology : theory, research and practice
/ David F Marks ... [et al.] ; : pbk. -- 4th ed. -- SAGE, 2015.

医学 ４階固定一般
490.14||MA
R

2629178

毎日、ハッカ生活。 : 美容、健康、料理&家事に
/ 北見ハッカ愛好会著. -- 大和出版, 2017.4.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般 498.3||KIT 2629003

「稼げる男」と「稼げない男」の健康マネジメント
/ 水野雅浩著. -- 明日香出版社, 2016.8.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般 498.3||MIZ 2628937

稼げる男は食事が9割
/ 森拓郎著. -- KADOKAWA, 2016.6.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般
498.583||M
OR

2629046

演習機械工学のための数学 = Problems in mathematics for
mechanical engineering
/ 日本機械学会著. -- 日本機械学会. -- (JSMEテキストシリーズ).

工業基礎
学

４階固定一般 501.1||NIH 2629471

エネルギーデジタル化の未来
/ 江田健二著. -- エネルギーフォーラム, 2017.2.

工業基礎
学

４階固定一般 501.6||EDA 2629305
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ロボティクス : そのメカニズム, 制御, センシング, 視覚, プログラミン
グ言語, そして知能化
/ K. S. フー [ほか] 著 ; 本多庸悟監訳. -- 日刊工業新聞社, 1989.2.

工業基礎
学

４階固定一般 501.9||FUK 1094319

自動制御概論
/ 伊藤正美著 ; 上, 下. -- [第1回修正]. -- 昭晃堂, 1987.10-1988.3.

工業基礎
学

４階固定一般
501.9||ITO||
2

1151411

はじめて自動制御を学ぶ人のために
/ 狩野連男著. -- オーム社, 1990.10.

工業基礎
学

４階固定一般 501.9||KAN 1196571

ロボｯト機構学
/ 牧野洋[ほか]著. -- 日刊工業新聞社, 1988.3.

工業基礎
学

４階固定一般 501.9||MAK 1029134

メカトロニクスとマイコン
/ 武藤一夫著 ; 1:メカトロ技術マスター 編, 2:マイコン技術マスター
編. -- 工学図書, 1985.12-1986.9.

工業基礎
学

４階固定一般
501.9||MUT|
|2

1201638

ロボット工学ハンドブック
/ 日本ロボット学会編. -- コロナ社, 1990.10.

工業基礎
学

４階固定一般 501.9||NIH 1197118

ディジタル制御システム : 解析と設計
/ Charles L.Phillips, H.Troy Nagle,Jr.著 ; 横山隆一, 佐川雅彦, 貴家
仁志訳. -- 日刊工業新聞社, 1990.9.

工業基礎
学

４階固定一般 501.9||PHI 1169981

自動制御とは何か
/ 示村悦二郎著. -- コロナ社, 1990.9.

工業基礎
学

４階固定一般 501.9||SHI 1177265

ファジィモデリングとその応用
/ 田中英夫著. -- 朝倉書店, 1990.11. -- (システム制御情報ライブ
ラリー / システム制御情報学会編 ; 2).

工業基礎
学

４階固定一般
501.9||SIS||
2

1199978

ファジィ制御
/ 菅野道夫著. -- 日刊工業新聞社, 1988.5.

工業基礎
学

４階固定一般 501.9||SUG 1058436

PID制御
/ システム制御情報学会編 ; 須田信英著者代表. -- 朝倉書店,
1992.7. -- (システム制御情報ライブラリー / システム制御情報学
会編 ; 6).

工業基礎
学

４階固定一般
501.9||SYS||
6

1296401
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線形システム理論
/ 須田信英著. -- 朝倉書店, 1993.12. -- (システム制御情報ライブ
ラリー / システム制御情報学会編 ; 7).

工業基礎
学

４階固定一般
501.9||SYS||
7

1382578

情報システム工学入門
/ システム制御情報学会編 ; 薦田憲久著. -- 朝倉書店, 1994.3. --
(システム制御情報ライブラリー / システム制御情報学会編 ; 8).

工業基礎
学

４階固定一般
501.9||SYS||
8

1395599

自動制御の基礎と応用
/ 高井宏幸, 長谷川健介共著. -- 実教出版, 1971.5.

工業基礎
学

４階固定一般 501.9||TAK 1949551

職人の世紀
/ 遠藤元男著 ; 上, 下. -- 雄山閣出版, 1991.8-1991.10. -- (ヴィ
ジュアル史料日本職人史 / 遠藤元男著 ; 2, 3 近世編).

技術史.工
学史

４階固定一般
502.1||END|
|3

1251236

日本の産業遺産300選
/ 産業考古学会 [ほか] 編 ; 1, 2, 3. -- 同文舘出版, 1993.6-1994.5.

技術史.工
学史

４階固定一般
502.1||SAN|
|2

1390041

最先端技術の動向
/ 公刊資料出版株式会社編 ; [1] - 5. -- 通産行政資料調査会,
1983-1989.

論文集.評
論集.講演
集

４階固定一般 504||KOU||5 1110543

科学技術の最前線 : 「日本の頭脳」を現場に追う
/ 三田出版会編 ; [1] - 14. -- ダイヤモンド社, 1983.7-1993.9.

論文集.評
論集.講演
集

４階固定一般
504||MIT||1
1

1289951

科学技術の最前線 : 「日本の頭脳」を現場に追う
/ 三田出版会編 ; [1] - 14. -- ダイヤモンド社, 1983.7-1993.9.

論文集.評
論集.講演
集

４階固定一般
504||MIT||1
4

1354396

先端科学技術と私
/ 村上陽一郎編 ; 1, 2. -- 朝倉書店, 1991.11. -- (先端科学技術シ
リーズ / 大越孝敬 [ほか] 編集 ; X . 総合 ; 1-2).

論文集.評
論集.講演
集

４階固定一般 504||MUR||2 1265067

理学工学系専門科目問題集 : 大学院入試問題集
/ 東京図書編集部編 ; 1, 2, 3. -- 東京図書, 1993.11-1994.7.

研究法.指
導法.技術
教育

４階固定一般
507.7||TOK|
|2

1381075

システム工学基礎講座
/ 松永省吾著. -- 燃料及燃焼社, 1988.3.

工業.工業
経済

４階固定一般 509.6||MAT 1056531
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機械・構造系技術者のための実用信頼性工学
/ 日本材料学会編. -- 養賢堂, 1987.9.

工業.工業
経済

４階固定一般 509.66||NIH 1026305

明治の国土開発史 : 近代土木技術の礎
/ 松浦茂樹著. -- 鹿島出版会, 1992.3.

建設工学.
土木工学

４階固定一般
510.21||MA
T

1277707

物語日本の土木史 : 大地を築いた男たち
/ 長尾義三著. -- 鹿島出版会, 1985.1.

建設工学.
土木工学

４階固定一般
510.21||NA
G

1036361

水理学
/ 椿東一郎著 ; 1, 2. -- 11刷. -- 森北出版, [1985]. -- (基礎土木工
学全書 ; 6,7).

建設工学.
土木工学

４階固定一般
510.8||KIS||
7

1094564

土木耐震工学
/ 荒川直士, 音田功, 狩俣恒一共著. -- コロナ社, 1990.2. -- (新編
土木工学講座 / 全国高専土木工学会編 ; 23).

土木設計・
施工法

４階固定一般 513.1||ARA 1132466

微生物パワーで環境汚染に挑戦する
/ 椎葉究著. -- コロナ社, 2017.7. -- (新コロナシリーズ ; 63).

公害.環境
工学

４階固定一般 519||SHI 2629216

GA DOCUMENT
/ 二川由夫編集 ; 140, 141, 142. -- A.D.A.Edita Tokyo, 2017.1-.

建築学 ４階固定大型
520.8||GAD|
|(41)

2629623

ルイス・カーンの空間構成 : アクソメで読む20世紀の建築家たち
/ 原口秀昭著. -- 彰国社, 1998.3.

西洋の建
築.その他
の様式の
建築

４階固定一般
523.07||HA
R

2629551

旧グッゲンハイム邸物語 : 未来に生きる建築と、小さな町の豊かな
暮らし
/ 森本アリ著. -- ぴあ関西支社, 2017.3.

西洋の建
築.その他
の様式の
建築

４階固定一般
523.164||M
OR

2628911

機械工学総論
/ 日本機械学会著. -- 日本機械学会. -- (JSMEテキストシリーズ).

機械工学 ４階固定一般 530||NIH 2629496

演習振動学 = Problems in mechanical vibration
/ 日本機械学会著. -- 日本機械学会. -- (JSMEテキストシリーズ).

機械力学・
材料・設計

４階固定一般 531.18||NIH 2629501
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機械要素設計 = Design of machine elements
/ 日本機械学会著. -- 日本機械学会. -- (JSMEテキストシリーズ).

機械力学・
材料・設計

４階固定一般 531.3||NIH 2629488

塑性加工 = Plastic working
/ 日本機械学会著. -- 日本機械学会. -- (JSMEテキストシリーズ .
加工学 = Manufacturing processes  ; 2).

機械工作.
工作機械

４階固定一般 532||NIH 2629518

50の名車とアイテムで知る図説自転車の歴史
/ トム・アンブローズ著 ; 甲斐理恵子訳. -- 原書房, 2014.9.

運輸工学.
車輌.運搬
機械

４階固定一般
536.86||AM
B

2629331

十九世紀イギリス自転車事情
/ 坂元正樹著. -- 共和国, 2015.3.

運輸工学.
車輌.運搬
機械

４階固定一般
536.86||SA
K

2629348

図解はじめての電力自由化ビジネス
/ 船井総合研究所スマートエネルギーグループ編. -- エネルギー
フォーラム, 2016.6.

電気工学 ４階固定一般
540.921||FU
N

2629364

実践電力取引とリスク管理 = Risk management of power trading
/ 鮫島隆太郎著. -- エネルギーフォーラム, 2016.11.

電気工学 ４階固定一般
540.95||SA
M

2629356

デジタルグリッド
/ 阿部力也著. -- エネルギーフォーラム, 2016.11.

発電 ４階固定一般 543.1||ABE 2629321

世界の原子力発電開発の動向 : 2017年版.
-- 日本原子力産業協会, 2017.4.

発電 ４階固定一般
543.5||NIH||
2017

2629089

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

2629429

小田切流小顔道 : 自分でつくるキレイで、人生を変える
/ 小田切ヒロ著. -- 講談社, 2017.4. -- (講談社の実用BOOK).

理容.美容 ４階固定一般 595.5||ODA 2629071

一流の男はなぜ爪を手入れするのか? : 見た目を変えるだけで人生
は変わる!
/ 藤村岳著. -- 宝島社, 2016.3.

理容.美容 ４階固定一般 595||FUJ 2629054
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収入2700万円の差がつく身だしなみ : 初期投資3万円で誰でも変わ
れる「見た目」改造計画
/ 山川アンク著. -- 辰巳出版, 2017.4.

理容.美容 ４階固定一般 595||YAM 2628856

簡単!極旨!そうめんレシピ : 脱マンネリ!いつもとは違うアレンジレシ
ピがもりだくさん
/ ソーメン二郎監修. -- 扶桑社, 2017.6. -- (扶桑社MOOK).

食品.料理 ４階固定一般
596.38||SO
M

2629631

デブねこ格言 : 読むだけでやせる!
/ デブねこ研究会編. -- 辰巳出版, 2016.9.

家畜・畜産
動物各論

４階固定一般 645.7||DEB 2629534

そのお金のムダづかい、やめられます
/ 菅原道仁著. -- 文響社, 2016.7.

マーケティ
ング

４階固定一般 675||SUG 2629101

美人画づくし
/ 池永康晟監修. -- 芸術新聞社, 2016.9.

日本画 ３階固定一般 721.9||IKE 2629461

描き文字のデザイン
/ 雪朱里著. -- グラフィック社, 2017.4.

グラフィック
デザイン.図
案

３階固定一般 727.8||YUK 2629259

たった1日で声まで良くなる話し方の教科書
/ 魚住りえ著. -- 東洋経済新報社, 2015.8.

言語生活 ３階固定一般 809.2||UOZ 2629372

ベストセラーコード : 「売れる文章」を見きわめる驚異のアルゴリズ
ム
/ ジョディ・アーチャー, マシュー・ジョッカーズ著 ; 川添節子訳. --
日経BP社.

文学理論・
作法

３階固定一般 901.3||ARC 2628945

アルバイト川柳 : 帰れないチキンを全部売るまでは
/ an編集部編 ; とんだばやしロンゲ絵. -- KADOKAWA, 2014.7.

詩歌 ３階固定一般
911.467||AN
H

2629241

かがみの孤城
/ 辻村深月著. -- ポプラ社, 2017.5.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||TSU 2629542

ブスが美人に憧れて人生が変わった話。 : 「美人は性格が悪い」っ
て本当!?
/ フジコ著. -- 大和出版, 2017.4.

記録.手記.
ルポルター
ジュ

３階固定一般 916||FUJ 2629411
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あなたの人生の物語
/ テッド・チャン著 ; 浅倉久志他訳. -- 早川書房, 2003.9. -- (ハヤカ
ワ文庫 ; SF1458).

小説.物語 ３階文庫架 933.7||CHI 2629119


