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坂本真樹先生が教える人工知能がほぼほぼわかる本
/ 坂本真樹著. -- オーム社, 2017.4.

情報科学 ４階固定一般
007.13||SA
K

2632391

仕事のExcelが1日でざっくりわかる本 : ネコの手を借りるより、3つ
の「自動化」で
/ 立山秀利著. -- SBクリエイティブ, 2017.2. -- (サイエンス・アイ新
書 ; SIS-373).

情報科学 ４階固定一般 007.63||TAT 2633991

Scratchで学ぶプログラミングとアルゴリズムの基本
/ 中植正剛, 太田和志, 鴨谷真知子著. -- 日経BP社.

情報科学 ４階固定一般
007.64||NA
K

2632705

はじめての電子ジャーナル管理
/ 保坂睦著. -- 日本図書館協会, 2017.7. -- (JLA図書館実践シ
リーズ ; 35).

図書館.図
書館学

３階固定一般
010||JLA||3
5

2633884

大学生のための速読法 : 読むことのつらさから解放される
/ 松崎久純著. -- 慶応義塾大学出版会, 2017.3.

読書.読書
法

３階固定一般
019.13||MA
T

2633001

日本の時代をつくった本 : 幕末から現代までの社会と文学をビジュ
アルで読み解く
/ 永江朗監修. -- Wave出版, 2017.4.

図書.書誌
学

３階固定大型
020.21||NA
G

2632594

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 - 6月号. -- 日刊工業新聞社,
2017.2-

日本 ＡＶ
071.5||NIK||'
17-6

2633574

文明とは何か : 文明の交流と環境
/ 小林道憲著. -- ミネルヴァ書房, 2017.4. -- (小林道憲「生命 (い
のち) の哲学」コレクション / 小林道憲著 ; 8).

日本思想 ３階固定一般 121.6||KOB 2632004

色は語る : 色彩と心理の不思議な関係を読む
/ 山脇惠子著. -- 大和書房, 2017.5. -- (だいわ文庫 ; [349-1E]).

普通心理
学.心理各
論

３階文庫架
141.21||YA
M

2633159

No.1理論 : ビジネスで,スポーツで,受験で,成功してしまう脳をつくる
「ブレイントレーニング」
/ 西田文郎著. -- 現代書林, 1997.4.

普通心理
学.心理各
論

３階固定一般 141.5||NIS 2632101

怖れない : 幸せに生きるための3週間プログラム
/ マリー=フランス&エマニュエル・バレ・ド・コクロモン著 ; 遠藤ゆかり
訳. -- 創元社, 2017.4.

普通心理
学.心理各
論

３階固定一般 141.8||BAL 2633299

自尊心からの解放 : 幸福をかなえる心理学
/ 新谷優著. -- 誠信書房, 2017.4.

普通心理
学.心理各
論

３階固定一般 141.93||NIY 2633371

自信と望むキャリアを手に入れる魅力の正体 : コンプレックスを強
みに変える実践的レッスン
/ 池原真佐子著. -- 大和書房, 2017.5.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159.4||IKE 2633272

結果を出す人は、なぜつきあいが悪いのか?
/ 川北義則著. -- WAVE出版, 2017.1. -- (WAVE pocket series ; 3).

人生訓.教
訓

３階固定一般 159.4||KAW 2632098
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自分だけの「ポジション」の築き方 = HOW TO BUILD YOUR OWN
IN THE "POSITION" : 「趣味」を「仕事」にするために、一番大切な
こと
/ 本島修司著. -- WAVE出版, 2017.3.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159.4||MOT 2632128

わたしらしさを知るマイノートのつくりかた : OURHOME
/ Emi著. -- 大和書房, 2017.6.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||EMI 2633116

自分が信じていることを疑う勇気
/ 長谷川雅彬著. -- きこ書房, 2017.6.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||HAS 2633922

28歳からのリアル
/ 人生戦略会議著. -- WAVE出版, 2017.3. -- (WAVEポケット・シ
リーズ ; 8).

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||JIN 2632071

脳のパフォーマンスを最大まで引き出す神・時間術
/ 樺沢紫苑著. -- 大和書房, 2017.4.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||KAB 2633078

失敗を越えることで人生は開ける
/ 加藤諦三著. -- PHP研究所, 2017.1.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||KAT 2634724

先延ばしは1冊のノートでなくなる
/ 大平信孝著. -- 大和書房, 2017.7.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||OHI 2633108

ロックフェラーお金の教え : 成功と幸福と豊かさへの道
/ ジョン・D・ロックフェラー著 ; 中島早苗訳. -- サンマーク出版,
2016.6.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||ROC 2633591

自分を大事にする人がうまくいく : スタンフォードの最新「成功学」講
義
/ エマ・セッパラ著 : 高橋佳奈子訳. -- 大和書房, 2017.4.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||SEP 2633949

1日10分「じぶん会議」のすすめ : 目の前のことに振り回されない方
法
/ 鈴木進介著. -- WAVE出版, 2017.3.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||SUZ 2632233

筋トレが最強のソリューションである : マッチョ社長が教える究極の
悩み解決法
/ Testosterone著. -- ユーキャン学び出版.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||TES 2632471

あきらめない練習 : 何をやっても続かない自分を変える
/ 植松努著. -- 大和書房, 2017.5.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||UEM 2633061

雨の日に感謝
/ 小籔実英著. -- 佼成出版社, 2017.5.

各宗 ３階固定一般
188.54||KO
Y

2634244

禅と生きる : 生活につながる思想と知恵20のレッスン
/ 宇野全智著. -- 山川出版社, 2017.5.

各宗 ３階固定一般 188.8||UNO 2634041

天文の考古学
/ 後藤明著. -- 同成社, 2017.5. -- (ものが語る歴史 ; 35).

歴史補助
学

３階固定一般 202.5||GOT 2633027

20代で知っておくべき「歴史の使い方」を教えよう。
/ 千田琢哉著. -- 学研プラス, 2017.6.

論文集.評
論集.講演
集

３階固定一般 204||SEN 2633981
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サピエンス全史 : 文明の構造と人類の幸福
/ ユヴァル・ノア・ハラリ著 ; 柴田裕之訳 ; 上, 下. -- 河出書房新社,
2016.9.

世界史.文
化史

３階固定一般 209||HAR||1 2633957

サピエンス全史 : 文明の構造と人類の幸福
/ ユヴァル・ノア・ハラリ著 ; 柴田裕之訳 ; 上, 下. -- 河出書房新社,
2016.9.

世界史.文
化史

３階固定一般 209||HAR||2 2633965

日本史年表・地図
/ 児玉幸多編. -- 第23版. -- 吉川弘文館, 2017.4.

日本史 城郭研究所
210.032||KO
D

2634449

豊臣秀吉を名乗る人物から刀狩りの連絡が来ました。詐欺でしょう
か?
/ スエヒロ著. -- 幻冬舎, 2016.6.

日本史 ３階固定一般 210.04||SUE 2633868

【至急】塩を止められて困っています【信玄】 : 日本史パロディ戦国
◆UFF5E◆江戸時代篇
/ スエヒロ著. -- 飛鳥新社, 2015.5.

日本史 ３階固定一般
210.049||SU
E

2634066

古地図からみた古代日本 : 土地制度と景観
/ 金田章裕著. -- 吉川弘文館, 2017.5. -- (読みなおす日本史).

日本史 ３階固定一般 210.3||KIN 2633231

朝倉氏と戦国村一乗谷
/ 松原信之著. -- 吉川弘文館, 2017.2. -- (読みなおす日本史).

北陸地方 城郭研究所 214.4||MAT 2634465

戦国武将の家紋の真実 : 完全保存版
/ 歴史人編集部編. -- ベストセラーズ, 2015.8.

系譜.家史.
皇室

３階固定一般 288.6||REK 2634686

人生を動かす仕事の楽しみ方 : 才能よりも大切な「気づく力」
/ 新津春子著. -- 大和書房, 2017.5.

個人伝記 ３階固定一般 289.1||NIT 2633124

コカ・コーラで5兆円市場を創った男 : 「黒いジュース」を日本一にし
た怪物高梨仁三郎
/ 太田猛著. -- Wave出版, 2017.1.

個人伝記 ３階固定一般 289.1||OOT 2632136

永楽帝 : 明朝第二の創業者
/ 荷見守義著. -- 山川出版社, 2016.7. -- (世界史リブレット人 ; 38).

個人伝記 ３階固定一般 289.2||HAS 2634619

レーニン : 二十世紀共産主義運動の父
/ 和田春樹著. -- 山川出版社, 2017.5. -- (世界史リブレット人 ; 73).

個人伝記 ３階固定一般 289.3||WAD 2633841

アップルIIIとリサの蹉跌
/ 脇英世著. -- 東京電機大学出版局, 2017.4. -- (スティーブ・ジョブ
ズ / 脇英世著 ; 2).

個人伝記 ３階固定一般 289.3||WAK 2631687

マッキントッシュの栄光と悲惨
/ 脇英世著. -- 東京電機大学出版局, 2017.4. -- (スティーブ・ジョブ
ズ / 脇英世著 ; 3).

個人伝記 ３階固定一般 289.3||WAK 2631695

フリードリヒ大王 : 祖国と寛容
/ 屋敷二郎著. -- 山川出版社, 2016.12. -- (世界史リブレット人 ;
55).

個人伝記 ３階固定一般 289.3||YAS 2634601
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デジタル地図帳Ninomap-世界と日本を自由自在.
-- 二宮書店, [2017]. w.

地理.地誌.
紀行

ＡＶ 290.38||NIN 2632225

もういちど読む山川地理
/ 田邉裕著. -- 新版. -- 山川出版社, 2017.5.

地理.地誌.
紀行

３階固定一般 290||TAN 2632977

あたらしい北海道旅行
/ セソコマサユキ著. -- WAVE出版, 2017.4. -- (New trip).

日本 ３階固定一般 291.1||SES 2632179

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 城郭研究所
291.44||KA
T

2634457

京都の壁
/ 養老孟司著. -- PHP研究所, 2017.5. -- (京都しあわせ倶楽部).

日本 ３階固定一般
291.62||YO
R

2634708

多様化する社会と多元化する知 : 「当たり前」を疑うことで見える世
界
/ 片山悠樹, 山本達也, 吉井哲編. -- ナカニシヤ出版, 2017.4.

社会科学 ３階固定一般 300||KAT 2632195

中国人の本音 : 日本をこう見ている
/ 工藤哲著. -- 平凡社, 2017.5. -- (平凡社新書 ; 845).

政治・経
済・社会・
文化事情

３階固定一般
302.22||KU
D

2631644

対話でわかる乙4類危険物取扱者テキスト&問題集
/ リニカ研究所著. -- 弘文社, 2017.6. -- ([国家・資格シリーズ] ;
[397]).

行政 ３階資格資料架
317.734||RI
N

2634112

自治体若者政策・愛知県新城市の挑戦 : どのように若者を集め、そ
の力を引き出したのか
/ 松下啓一, 穂積亮次編. -- 萌書房, 2017.4. -- (市民力ライブラ
リー).

地方自治.
地方行政

３階固定一般
318.255||M
AT

2633043

核のない世界への提言 : 核物質から見た核軍縮
/ ハロルド・ファイブソン [ほか] 著 ; 冨塚明訳. -- 法律文化社,
2017.3. -- (RECNA叢書 ; 2).

外交.国際
問題

３階固定一般 319.8||FEI 2632934

戸籍と無戸籍 : 「日本人」の輪郭
/ 遠藤正敬著. -- 人文書院, 2017.5.

民法 ３階固定一般
324.87||EN
D

2633248

入門講義会社法
/ 鈴木千佳子著. -- 第2版. -- 慶應義塾大学出版会, 2017.4.

商法 ３階固定一般 325.2||SUZ 2632063

ビジュアルテキスト国際法 = "Visual" textbook of international law
/ 加藤信行 [ほか] 編著. -- 有斐閣, 2017.4.

国際法 ３階固定一般 329||KAT 2632561

欲望の資本主義 : ルールが変わる時
/ 丸山俊一, NHK「欲望の資本主義」制作班著 ; 安田洋祐ナビゲー
ター. -- 東洋経済新報社, 2017.4.

経済史・事
情.経済体
制

３階固定一般
332.06||MA
R

2634031

「アベノミクス」の正体 : 政治の手段に貶められた日本経済
/ 相沢幸悦著. -- 日本経済評論社, 2017.5.

経済史・事
情.経済体
制

３階固定一般 332.1||AIZ 2633035
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経済統合と通商秩序の構築
/ 川島哲著. -- 晃洋書房, 2017.3.

経済史・事
情.経済体
制

３階固定一般 332.2||KAW 2634171

よくわかる現代経営
/ 「よくわかる現代経営」編集委員会編. -- 第5版. -- 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).

企業.経営 ３階固定一般 335.1||YOK 2632713

決定力! : 正しく選択するための4つのステップ
/ チップ・ハース, ダン・ハース著 ; 千葉敏生訳. -- 早川書房,
2016.11. -- (ハヤカワ文庫 ; 7886 . ハヤカワ文庫NF ; NF479).

経営管理 ３階文庫架 336.1||HEA 2633851

予測の技術 : 微分・積分と確率・統計でビジネスの未来を読む
/ 内山力著. -- SBクリエイティブ, 2017.3. -- (サイエンス・アイ新書 ;
SIS-375).

経営管理 ３階固定一般 336.1||UCH 2632802

知的財産戦略 : 技術で事業を強くするために
/ 丸島儀一著. -- ダイヤモンド社, 2011.10.

経営管理 ３階固定一般
336.17||MA
R

2632411

知財戦略のススメ : コモディティ化する時代に競争優位を築く
/ 鮫島正洋, 小林誠著. -- 日経BP社.

経営管理 ３階固定一般
336.17||SA
M

2634163

あなたの人生を100%変える話し方 : 成功を呼び込む「話し方」の技
術
/ 菱田さつき著. -- 彩雲出版.

経営管理 ３階固定一般 336.49||HIS 2634091

ビジネスコミュニケーション : グローバル社会におけるビジネス基礎
力と運用能力
/ 堀眞由美著. -- 中央大学出版部, 2017.3.

経営管理 ３階固定一般
336.49||HO
R

2633353

「その話、聞いてないよ」と言われない伝え方
/ 金子敦子著. -- 日本実業出版社, 2017.7.

経営管理 ３階固定一般
336.49||KA
N

2632535

3つのポイントですぐわかる一生使える社会人の基礎 : business
manners
/ 真鍋敬一著. -- 総合法令出版, 2017.6.

経営管理 ３階固定一般
336.49||MA
N

2633914

超一流の相手にしゃべらせる雑談術
/ 渡瀬謙著. -- PHPエディターズ・グループ.

経営管理 ３階固定一般
336.49||WA
T

2633604

日商簿記検定模擬試験問題集3級 : 商業簿記
/ 実教出版企画開発部編 ; 平成26年度版 - 平成29年度版. -- 新
訂. -- 実教出版, 2014.5-.

経営管理 ３階資格資料架
336.91||JIK|
|2017

2631989

金融経済 : 実際と理論
/ 吉野直行, 山上秀文著. -- 第3版. -- 慶應義塾大学出版会,
2017.4.

金融.銀行.
信託

３階固定一般
338.01||YO
S

2632691

日銀を知れば経済がわかる
/ 池上彰著. -- 改訂新版. -- 平凡社, 2017.5. -- (平凡社新書 ;
844).

金融.銀行.
信託

３階固定一般 338.41||IKE 2631652

実践財政学 : 基礎・理論・政策を学ぶ
/ 赤井伸郎編. -- 有斐閣, 2017.4.

財政学.財
政思想

３階固定一般 341||AKA 2632683
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地方財政を学ぶ
/ 沼尾波子 [ほか] 著. -- 有斐閣, 2017.5. -- (有斐閣ブックス ;
[476]).

地方財政 ３階固定一般
349.21||NU
M

2633281

世界のどこでも、誰とでもうまくいく!「共感」コミュニケーション
/ 石川幸子著. -- 同文舘出版, 2017.5.

社会学 ３階固定一般 361.45||ISH 2633051

相手も自分も疲れないほんとうの気遣いのコツ
/ 三上ナナエ著. -- 大和書房, 2017.4.

社会学 ３階固定一般
361.454||MI
K

2633132

「際」からの探究 : つながりへの途
/ 広島市立大学国際学部「際」研究フォーラム編. -- 文眞堂,
2017.3. -- (広島市立大学国際学部叢書 ; 7).

社会学 ３階固定一般 361.5||HIR 2632969

ゾンビ学
/ 岡本健著. -- 人文書院, 2017.4.

社会学 ３階固定一般 361.5||OKA 2633256

入門・社会統計学 : 2ステップで基礎から〔Rで〕学ぶ
/ 杉野勇著. -- 法律文化社, 2017.4.

社会学 ３階固定一般 361.9||SUG 2633302

医療保障の課題と政策 : 医療保障訴訟の事例を通して
/ 番匠谷光晴著. -- 晃洋書房, 2017.3.

社会保障 ３階固定一般 364.4||BAN 2634181

これを知らずに働けますか? : 学生と考える、労働問題ソボクな疑問
30
/ 竹信三恵子著. -- 筑摩書房, 2017.7. -- (ちくまプリマー新書 ;
281).

労働経済.
労働問題

３階新書架
366.021||TA
K

2632241

99の名言に学ぶシゴト論。
/ 戸田智弘 [著]. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2007.7. -- (働
く理由).

労働経済.
労働問題

３階固定一般 366||TOD 2633817

フランス人が「小さなバッグ」で出かける理由(わけ) : 恋愛も子育て
も老いも「エレガントな生き方」の正体はここにあった
/ デブラ・オリヴィエ著 ; 川添節子訳. -- 原書房, 2017.2.

家族問題.
男性・女性
問題.老人
問題

３階固定一般
367.235||OL
L

2631938

結婚
/ 末井昭著. -- 平凡社, 2017.5.

家族問題.
男性・女性
問題.老人
問題

３階固定一般 367.4||SUE 2633337

福祉技術と都市生活 : 高齢者・障がい者・外国人・子どもと親への
配慮
/ 西山敏樹著. -- 慶應義塾大学出版会, 2017.4.

社会福祉 ３階固定一般 369.18||NIS 2631636

アジアにおける高齢者の生活保障 : 持続可能な福祉社会を求めて
/ 金成垣, 大泉啓一郎, 松江暁子編著. -- 明石書店, 2017.5.

社会福祉 ３階固定一般 369.26||KIM 2633361

はつ恋
/ 藤沢和子, 川崎千加, 多賀谷津也子企画・編集・制作. -- 樹村房,
2017.4. -- (LLブック).

社会福祉 ３階固定一般 369||FUJ 2631563



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7月16日～7月31日

子ども学への招待 : 子どもをめぐる22のキーワード
/ 近藤俊明, 渡辺千歳, 日向野智子編著. -- ミネルヴァ書房,
2017.4.

教育学.教
育思想

３階固定一般
371.45||KO
N

2632021

アセアン共同体の市民性教育
/ 平田利文編著. -- 東信堂, 2017.2.

教育学.教
育思想

３階固定一般 371.6||HIR 2632039

教育をよみとく : 教育学的探究のすすめ
/ 田中耕治 [ほか] 著. -- 有斐閣, 2017.4.

教育学.教
育思想

３階固定一般 371||TAN 2633264

論作文と面接・模擬授業 : 教員採用試験のために
/ 常磐会学園大学教職教育研究会編 ; [2013年度版] - 2018年度
版. -- 大阪教育図書, [2011.12]-. -- (教員採用試験シリーズ).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階固定一般 373.7||TOK 2631555

ワークで学ぶ教職概論
/ 井藤元編. -- ナカニシヤ出版, 2017.4.

学校経営・
管理.学校
保健

３階固定一般 374.3||ITO 2632209

保育・教育と心理臨床
/ 向出佳司, 植原和彦共著. -- 大阪教育図書, 2017.3. -- (教職へ
の道標 / 向出佳司, 植原和彦共著 ; 1).

学校経営・
管理.学校
保健

３階固定一般 374.3||MUK 2631601

理想の授業づくり
/ 上條晴夫著. -- ナカニシヤ出版, 2017.4.

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

３階固定一般 375.1||KAM 2632012

子どもが変わる3分間ストーリー : 子どものやる気を引き出す実践
/ 三好真史著. -- フォーラム・A企画, 2017.3.

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

３階固定一般 375.1||MIY 2634741

実践アクティブ・ラーニングまるわかり講座 : 明日の授業からすぐ使
える
/ 大前暁政著. -- 小学館, 2017.4. -- (教育技術mook).

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

３階固定一般 375.1||OMA 2631598

信頼される教師の叱り方 : フツウの教師・デキる教師・凄ワザな教
師 : ほめるだけではダメ!
/ 中嶋郁雄著. -- 学陽書房, 2017.7.

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

３階固定一般 375.2||NAK 2634716

「学習成果の高い授業」に求められる戦略的思考 : ゲーム理論によ
る「優れた教師」の実践例の分析
/ 山口孝治著. -- 佛教大学. -- (佛教大学研究叢書 ; 31).

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

３階固定一般
375.492||YA
M

2634198

安心感と憧れが育つひと・もの・こと : 環境との対話から未来の希望
へ
/齋藤政子編著 : 赤沼陽子〔ほか〕著. -- 明星大学出版部, 2017.4.

幼児・初
等・中等教
育

３階固定一般 376.1||SAI 2632586

思考を鍛える大学の学び入門 : 論理的な考え方・書き方からキャリ
アデザインまで
/ 井下千以子著. -- 慶應義塾大学出版会, 2017.4.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般 377.15||INO 2632403
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大学における反転授業
/ 河村一樹, 今井康博著. -- 大学教育出版, 2017.4.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般
377.15||KA
W

2631611

大学教育の数学的リテラシー
/ 水町龍一編著. -- 東信堂, 2017.3.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階改革架 377.15||MIZ 2632187

自己発見と大学生活 : 初年次教養教育のためのワークブック
/ 中沢正江, 松尾智晶著. -- ナカニシヤ出版, 2017.4.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般
377.15||NA
K

2632578

戦前期早稲田・慶應の経営 : 近代日本私立高等教育機関における
教育と財務の相克
/ 戸村理著. -- ミネルヴァ書房, 2017.3. -- (Minerva人文・社会科学
叢書 ; 215).

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般
377.28||TO
M

2632446

大学生からはじめる社会人基礎力トレーニング
/ 唐沢明著. -- 丸善出版, 2017.4.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般 377.9||KAR 2632438

エピソードの就活 : キャリアカウンセラーが教える7つのステップ
/ 中山一郎著. -- 晃洋書房, 2017.3.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階就職資料架 377.9||NAK 2634104

無理なく続けられる人の時間術 : 勉強効率を上げるコツ59
/ 古市幸雄著. -- 大和書房, 2017.4. -- (だいわ文庫 ; 159-2G).

社会教育 ３階文庫架 379.7||FUR 2632942

パックンの「伝え方・話し方」の教科書 : 世界に通じる子を育てる
/ パトリック・ハーラン著. -- 大和書房, 2017.6.

社会教育 ３階固定一般 379.9||HAR 2633213

「うつわ」を食らう : 日本人と食事の文化
/ 神崎宣武著. -- 吉川弘文館, 2017.6. -- (読みなおす日本史).

衣食住の
習俗

３階固定一般
383.81||KA
N

2633736

英訳付きニッポンの名前図鑑 和食・年中行事
/ 淡交社編集局編. -- 淡交社, 2017.5.

衣食住の
習俗

ラーニングコモンズ
383.81||TA
N

2633655

クチとオク : 住まいの民俗学的研究の一視座
/ 森隆男著. -- 清文堂出版, 2017.3.

衣食住の
習俗

３階固定一般
383.91||MO
R

2633396

科学とモデル : シミュレーションの哲学入門
/ マイケル・ワイスバーグ著 ; 松王政浩訳. -- 名古屋大学出版会,
2017.4.

科学理論.
科学哲学

４階固定一般 401||WEI 2631628

びっくり実験. -- 新日本出版社, 2017.5. -- (でんじろう先生のおもし
ろ科学実験室
/ 米村でんじろう監修 . 1).

研究法.指
導法.科学
教育

４階固定一般 407.5||YON 2634228

ビジュアル数学全史 : 人類誕生前から多次元宇宙まで
/ クリフォード・ピックオーバー著 ; 根上生也, 水原文訳. -- 岩波書
店, 2017.5.

数学 ４階固定一般 410.2||PIC 2634211
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基礎演習線形代数
/ 金子晃著. -- サイエンス社, 2017.4. -- (ライブラリ数理・情報系の
数学講義 ; 別巻1).

代数学 ４階固定一般 411.3||KAN 2632152

線型代数+α
/ 小林雅人著. -- 大学教育出版, 2017.4.

代数学 ４階固定一般 411.3||KOB 2631547

数学の女王 : 歴史から見た数論入門
/ Jay R.Goldman著 ; 鈴木将史訳. -- 共立出版, 2013.2.

数論［整数
学］

４階固定一般 412||GOL 2634287

数論への招待
/ 加藤和也著. -- 丸善出版, 2012.11. -- (シュプリンガー数学クラブ
; 第23巻).

数論［整数
学］

４階固定一般 412||KAT 2632781

こんなに便利!よくわかる!"魔法の数"虚数.
-- ニュートンプレス, 2015.10. -- (ニュートン別冊)(NEWTONムック).

数論［整数
学］

４階固定一般 412||MIZ 2631921

ひまわりの螺旋
/ 来嶋大二著. -- 共立出版, 2012.1. -- (数学のかんどころ ; 8).

幾何学 ４階固定一般 414||KIJ 2631911

数物系に向けたフーリエ解析とヒルベルト空間論 : 量子科学への誘
い
/ 廣川真男著. -- サイエンス社, 2017.7. -- (臨時別冊・数理科学 .
SGCライブラリ ; 135).

位相数学 ４階固定一般 415.5||HIR 2633728

ファインマン物理学問題集
/ ファインマン, レイトン, サンズ [著] ; 河辺哲次訳 ; 1, 2. -- 岩波書
店, 2017.4.

物理学 ４階固定一般
420.78||FEY
||1

2633426

無の本 : ゼロ、真空、宇宙の起源
/ ジョン・D・バロウ著 ; 小野木明恵訳. -- 青土社, 2013.10.

理論物理
学

４階固定一般 421||BAR 2634783

世界の不思議な音 : 奇妙な音の謎を科学で解き明かす
/ トレヴァー・コックス著 ; 田沢恭子訳. -- 白揚社, 2016.6.

振動学.音
響学

４階固定一般 424||COX 2631725

音と波の力学
/ 平尾雅彦著. -- 岩波書店, 2013.10.

振動学.音
響学

４階固定一般 424||HIR 2632901

音色の感性学 : 音色・音質の評価と創造
/ 岩宮眞一郎編著 ; 小坂直敏 [ほか] 共著. -- コロナ社, 2010.8. --
(音響サイエンスシリーズ / 日本音響学会編 ; 1).

振動学.音
響学

４階固定一般 424||IWA 2631776

サイン音の科学 : メッセージを伝える音のデザイン論
/ 岩宮眞一郎著. -- コロナ社, 2012.3. -- (音響サイエンスシリーズ
/ 日本音響学会編 ; 5).

振動学.音
響学

４階固定一般 424||IWA 2634309

音響学入門
/ 鈴木陽一 [ほか] 共著. -- コロナ社, 2011.3. -- (音響入門シリー
ズ / 日本音響学会編 ; A-1).

振動学.音
響学

４階固定一般 424||SUZ 2632853
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波の科学 : 音波・地震波・水面波・電磁波
/ 谷村康行著. -- 日刊工業新聞社, 2012.11. -- (B&Tブックス . おも
しろサイエンス).

振動学.音
響学

４階固定一般 424||TAN 2631831

振動と波動 : 身近な普遍的現象を理解するために
/ 田中秀数著. -- 共立出版, 2014.5. -- (フロー式物理演習シリーズ
; 6).

振動学.音
響学

４階固定一般 424||TAN 2634295

音の物理
/ 東山三樹夫著. -- コロナ社, 2010.3. -- (音響入門シリーズ / 日
本音響学会編 ; A-2).

振動学.音
響学

４階固定一般 424||TOY 2631849

光波工学の基礎
/ 井筒雅之著 ; 電子情報通信学会編. -- 電子情報通信学会,
2012.3.

光学 ４階固定一般 425.4||IZU 2634341

はじめての光学 = Beginner's guide to optics
/ 川田善正著. -- 講談社, 2014.3.

光学 ４階固定一般 425||KAW 2631814

光と色のサイエンス : 自然現象や名画などの身近な例から最新の
テクノロジーまで.
-- ニュートンプレス, 2015.8. -- (ニュートン別冊)(NEWTONムック).

光学 ４階固定一般 425||MIZ 2632926

光科学の世界
/ 大阪大学光科学センター編. -- 朝倉書店, 2014.7.

光学 ４階固定一般 425||OSA 2631822

相転移・臨界現象とくりこみ群
/ 高橋和孝, 西森秀稔著. -- 丸善出版, 2017.4.

熱学 ４階固定一般 426.5||TAK 2633388

演習しよう電磁気学 : これでマスター!学期末・大学院入試問題
/ 羽部朝男, 榎本潤次郎共著. -- 数理工学社. -- (ライブラリ物理
の演習しよう ; 2).

電磁気学 ４階固定一般 427||HAB 2633809

入門レアアースの化学
/ 足立吟也著. -- 化学同人, 2015.8.

金属元素と
その化合物

４階固定一般 436.3||ADA 2631709

希土類の化学 : 量子論・熱力学・地球科学
/ 川邊岩夫著. -- 名古屋大学出版会, 2015.8.

金属元素と
その化合物

４階固定一般 436.3||KAW 2631717

宇宙
/ スチュアート・クラーク著 ; サイモン・ブラックバーン編 ; 水原文訳.
-- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2014.3. -- (ビッグクエスチョンズ
= The big questions).

天文学.宇
宙科学

４階固定一般 440||CLA 2634791

国立天文台, 渡部潤一の宇宙天体入門.
-- ニュートンプレス, 2017.5. -- (ニュートン別冊)(Newton : graphic
science magazine = ニュートン ; 増刊 ; 4月号).

恒星.恒星
天文学

４階固定一般 443||WAT 2631571

地図学の聖地を訪ねて : 地形図片手にたどる測量の原点と地理教
科書ゆかりの地
/ 松山洋編著. -- 二宮書店, 2017.4.

地球.天文
地理学

４階固定一般 448.9||MAT 2632543

歩いてわかった地球のなぜ!?
/ 松本穂高著. -- 山川出版社, 2017.4.

地球科学.
地学

４階固定一般 450||MAT 2632985



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7月16日～7月31日

自然地理学 : 地球環境の過去・現在・未来
/ 松原彰子著. -- 第5版. -- 慶應義塾大学出版会, 2017.3.

地球科学.
地学

４階固定一般 450||MAT 2633451

東京凸凹 (でこぼこ) 地形散歩 : カラー版
/ 今尾恵介著. -- 平凡社, 2017.4. -- (平凡社新書 ; 842).

地形学 ４階固定一般
454.913||IM
A

2632251

知りたい会いたい特徴がよくわかるコケ図鑑
/ 藤井久子著 : 秋山弘之監修. -- 家の光協会, 2017.4.

コケ植物
［蘚苔類］

４階固定一般
475.038||FU
J

2632675

群れ
/ 蝦名元監修 : パンダ舎編著. -- カンゼン, 2017.7.

一般動物
学

４階固定一般 481.71||EBI 2634643

貝と文明 : 螺旋の科学、新薬開発から足糸で織った絹の話まで
/ ヘレン・スケールズ著 ; 林裕美子訳. -- 築地書館, 2016.11.

軟体動物.
貝類学

４階固定一般 484||SCA 2634813

The Shark : サメたちの海へ
/ 鍵井靖章著. -- 誠文堂新光社, 2015.5.

脊椎動物 ４階固定一般
487.54||KA
G

2633744

目立ちたがり屋の鳥たち : 面白い鳥の行動生態
/ 江口和洋著. -- 東海大学出版部, 2017.4.

鳥類 ４階固定一般 488.1||EGU 2631661

日本のかわいい鳥 世界の綺麗な鳥
/ 上田恵介著. -- 大和書房, 2017.4. -- (ビジュアルだいわ文庫 ;
[019J]).

鳥類 ３階文庫架 488||UED 2633141

人体5億年の記憶 : 解剖学者・三木成夫の世界
/ 布施英利著. -- 海鳴社, 2017.3.

基礎医学 ４階固定一般 491.1||FUS 2634805

カラダを大切にしたくなる人体図鑑 : 知っておきたい96のしくみとは
たらき
/ 竹内修二著. -- SBクリエイティブ, 2016.12. -- (サイエンス・アイ新
書 ; SIS-370).

基礎医学 ４階固定一般 491.3||TAK 2632772

できない脳ほど自信過剰 : パテカトルの万脳薬
/ 池谷裕二著. -- 朝日新聞出版, 2017.5.

基礎医学 ４階固定一般
491.371||IK
E

2634775

脳に効く香り : 精油の効果をモノアミンで考える
/ 鳥居伸一郎著. -- フレグランスジャーナル社, 2017.2. -- (香り新
書 ; 3).

基礎医学 ４階固定一般
491.371||TO
R

2631971

うつの人の風呂の入り方 : 精神科医からの「自分で治すための」46
提案
/ 秋田巌著. -- 晃洋書房, 2017.3.

内科学 ４階固定一般
493.764||AK
I

2633892

フィジカルトレーナーが教える正しいウォーキングの始め方
/ 中野ジェームズ修一著. -- 大和書房, 2017.4. -- (だいわ文庫 ;
228-5A).

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

３階文庫架
498.35||NA
K

2632951
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心の健康を育むブレインジム : 自分と出会うための身体技法
/ 五十嵐郁代著 : 五十嵐善雄著. -- 農山漁村文化協会, 2017.5. --
(健康双書).

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般 498.39||IGA 2632993

仕事がツライ時の感情の整理法
/ 和田秀樹著. -- WAVE出版, 2017.3. -- (WAVE pocket series ; 7).

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般
498.39||WA
D

2632081

非栄養素の分子栄養学
/ 芦田均, 薩秀夫, 中野長久責任編集. -- 建帛社, 2017.5.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般
498.55||AS
H

2634384

食とフレーバーとのおいしい関係 : 脳による食行動の調節
/ 鳥居邦夫著. -- フレグランスジャーナル社, 2017.4. -- (香り新書 ;
4).

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般
498.56||TO
R

2634007

薬膳茶のすべて : 基礎知識からレシピまで
/ 辰巳洋著. -- 緑書房, 2017.3.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般
498.583||TA
T

2632551

ストレスとともに働く : 事例から考えるこころの健康づくり
/ 岩崎久志著. -- 晃洋書房, 2017.3.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般 498.8||IWA 2631679

例題でわかる伝熱工学 : 熱の移動が図でみえる
/ 平田哲夫, 田中誠, 羽田喜昭共著. -- 第2版. -- 森北出版,
2014.10.

工業基礎
学

４階固定一般 501.26||HIR 2634317

熱力学がわかる : 何に使えるか分からなければ、意味がない : エ
ネルギー問題の解決に役立つ熱力学
/ 石原敦, 中原真也著. -- 技術評論社, 2013.6. -- (ファーストブッ
ク).

工業基礎
学

４階固定一般 501.26||ISH 2631806

見える伝熱工学
/ 小川邦康著. -- コロナ社, 2011.10.

工業基礎
学

４階固定一般
501.26||OG
A

2631784

基礎から学ぶ工業熱力学
/ 佐野正利, 杉山均, 永橋優純共著. -- コロナ社, 2011.9.

工業基礎
学

４階固定一般
501.26||SA
N

2631792

エネルギー政策の新展開 : 電力・ガス自由化に伴う課題の解明
/ 木船久雄, 西村陽, 野村宗訓編著. -- 晃洋書房, 2017.3.

工業基礎
学

４階固定一般 501.6||KIB 2634147

技術者のための特許実践講座 : 技術的範囲を最大化し、スムーズ
に特許を取得するテクニック
/ 小川勝男, 金子紀夫, 齋藤幸一共著. -- 森北出版, 2016.2.

研究法.指
導法.技術
教育

４階固定一般
507.23||OG
A

2632421

英語で学ぶトヨタ生産方式 : エッセンスとフレーズのすべて
/ 松崎久純著. -- 改訂新版. -- 研究社, 2017.3.

工業.工業
経済

ラーニングコモンズ 509.6||MAT 2632284

土木職公務員試験専門問題と解答
/ 米田昌弘著 ; 選択科目編. -- 第3版. -- 大学教育出版, 2017.5.

建設工学.
土木工学

３階資格資料架 510.7||YON 2633434
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土木職公務員試験専門問題と解答実践問題集
/ 米田昌弘著 ; 必修・選択科目編. -- 第3版. -- 大学教育出版,
2017.6.

建設工学.
土木工学

３階資格資料架 510.7||YON 2633442

これだけマスター1級土木施工管理技士実地試験.
-- 改訂2版. -- オーム社, 2017.4.

土木設計・
施工法

３階資格資料架
513.07||OH
M

2632381

東京市史稿
/ 東京都編纂 ; 橋梁篇 第1, 橋梁篇 第2. -- 東京都, 1929-.

橋梁工学 ４階固定一般
515.02||TO
K||2

1040804

水の土木遺産 : 水とともに生きた歴史を今に伝える
/ 若林高子, 北原なつ子共著. -- 鹿島出版会, 2017.5.

河海工学.
河川工学

４階固定一般
517.21||WA
K

2634406

水の歴史
/ イアン・ミラー著 ; 甲斐理恵子訳. -- 原書房, 2016.6. -- (「食」の
図書館).

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.1||IAN 2631881

水道 : 安心・快適な飲み水
/ 石橋良信 [ほか] 編著 ; 後藤光亀 [ほか] 執筆. -- 技報堂出版,
2012.12.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.1||ISH 2634261

生活用水・排水システムの空間的展開
/ 矢嶋巌著. -- 人文書院, 2013.3. -- (神戸学院大学人文学部人間
文化研究叢書).

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.1||YAJ 2631733

都市の水資源と地下水の未来
/ 益田晴恵編. -- 京都大学学術出版会, 2011.8.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般
518.12||MA
S

2634351

現場で役立つ水質分析の基礎 : 化学物質のモニタリング手法
/ 日本分析化学会編. -- オーム社, 2012.12.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.12||NIH 2634279

育水のすすめ : 地下水の利用と保全
/ 西垣誠, 瀬古一郎, 中村裕昭編著 ; 地質情報整備活用機構共生
型地下水技術活用研究会著. -- 技報堂出版, 2013.7.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.12||NIS 2631741

水環境工学 : 水処理とマネージメントの基礎
/ 川本克也, 長岡裕, 澤田繁樹著. -- 共立出版, 2010.12.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般
518.15||KA
W

2631903

トコトンやさしい下水道の本
/ 高堂彰二著. -- 日刊工業新聞社, 2012.10. -- (B&Tブックス . 今
日からモノ知りシリーズ).

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.2||KOD 2632888

21世紀の水インフラ戦略 : 『スマート下水道』20の提言
/ 谷戸善彦著. -- 理工図書, 2011.5.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.2||YAT 2631751

マンホール : 意匠があらわす日本の文化と歴史
/ 石井英俊著. -- ミネルヴァ書房, 2015.9. -- (シリーズニッポン再
発見 = Series Nippon re-discovery ; 1).

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.23||ISH 2632811
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サステイナブル都市の輸出 : 戦略と展望
/ 和泉洋人, 城所哲夫, 瀬田史彦編著 ; 野田由美子 [ほか] 著. --
学芸出版社, 2017.3. -- (東大まちづくり大学院シリーズ).

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||HAR 2631491

ヴェネツィアとラグーナ : 水の都とテリトーリオの近代化
/ 樋渡彩著. -- 鹿島出版会, 2017.3.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||HIW 2631441

世界の地方創生 : 辺境のスタートアップたち
/ 松永安光, 徳田光弘編著 ; 中橋恵[ほか]著. -- 学芸出版社,
2017.6.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||MAT 2633761

まちづくりの法律がわかる本
/ 坂和章平著. -- 学芸出版社, 2017.6.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||SAK 2633787

ポートランド・メイカーズ : クリエイティブコミュニティのつくり方
/ 山崎満広編著 ; ジョン・ジェイ [ほか述]. -- 学芸出版社, 2017.5.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||YAM 2631954

公害紛争処理白書 : 我が国の公害紛争処理・土地利用調整の現
況
/ 公害等調整委員会編 ; 昭和60年版 - 平成29年版. -- 大蔵省印
刷局, 1985-.

公害.環境
工学

４階固定参考
519.12||KO
G||2017

2631539

よくわかる環境社会学
/ 鳥越皓之, 帯谷博明編著. -- 第2版. -- ミネルヴァ書房, 2017.4. -
- (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ).

公害.環境
工学

４階固定一般 519||TOR 2632349

ニーマイヤー104歳の最終講義 : 空想・建築・格差社会
/ オスカー・ニーマイヤー著 ; アルベルト・リヴァ編 ; 阿部雅世訳. --
平凡社, 2017.5.

建築学 ４階固定一般 520.4||NIE 2633205

建築職公務員試験専門問題と解答
/ 米田昌弘著 ; 実践問題集編. -- 大学教育出版, 2017.5.

建築学 ３階資格資料架 520.7||YON 2633418

坂茂の建築 : 材料・構造・空間へ
/ 坂茂著. -- TOTO出版, 2017.4.

建築学 ４階固定一般
520.87||BA
N

2634422

中村好文集いの建築、円いの空間
/ 中村好文著 ; 雨宮秀也写真. -- TOTO出版, 2017.5.

建築学 ４階固定一般
520.87||NA
K

2631466

建築物の省エネ設計技術 : 省エネ適判に備える
/ 「建築物の省エネ設計技術」編集委員会著 ; 大阪府建築士会編
集. -- 学芸出版社, 2017.5.

建築学 ４階固定一般 520||KEN 2634414

暮らしに活かす雨の建築術
/ 日本建築学会編. -- 技報堂出版, 2010.9.

建築学 ４階固定一般 520||NIH 2634333

北欧の建築 : エレメント&ディテール
/ 小泉隆文・写真. -- 学芸出版社, 2017.5.

西洋の建
築.その他
の様式の
建築

４階固定一般
523.389||KO
I

2633795
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ライト式建築 : Frank Lloyd Wright style architecture
/ 井上祐一, 小野吉彦著. -- 柏書房, 2017.7.

西洋の建
築.その他
の様式の
建築

４階固定一般 523.53||INO 2634627

建築設計学講義
/ 岡河貢著. -- 鹿島出版会, 2017.5.

建築計画
施工

４階固定一般 525.1||OKA 2633779

マイクロシェルター : 自分で作れる快適な小屋、ツリーハウス、ト
レーラーハウス
/ Derek Diedricksen著 ; 金井哲夫訳. -- オライリー・ジャパン. --
(Make: Japan books).

住宅建築 ４階固定一般 527||DIE 2634481

GA HOUSES : 世界の住宅 ; 151, 152, 153.
-- A.D.A.EDITA Tokyo, 2017.

住宅建築 ４階固定大型
527||GAH||(
50)

2634491

吾家の設備 / W・M・ヴォーリズ著 = How shall I furnish my home?
/ WM・Merrell・Vories. -- 創元社, 2017.4. -- (ヴォーリズ著作集 ;
2).

住宅建築 ４階固定一般 527||VOR 2631512

吾家の設計
/ W・M・ヴォーリズ著 = How shall I plan my home? / WM・Merrell・
Vories. -- 創元社, 2017.4. -- (ヴォーリズ著作集 ; 1).

住宅建築 ４階固定一般 527||VOR 2631521

史上最強図解これならわかる!機械工学
/ 大高敏男著. -- ナツメ社, 2014.1.

機械工学 ４階固定一般 530||OTA 2634651

初心者のための機械製図
/ 植松育三, 高谷芳明共著. -- 第4版. -- 森北出版, 2015.11.

機械力学・
材料・設計

４階固定一般
531.98||UE
M

2632918

内燃機関
/ 田坂英紀著. -- 第3版. -- 森北出版, 2015.11.

熱機関.熱
工学

４階固定一般 533.4||TAS 2632861

地熱工学入門
/ 江原幸雄, 野田徹郎著. -- 東京大学出版会, 2014.8.

熱機関.熱
工学

４階固定一般 533.6||EHA 2632829

冷凍技術の科学
/ 冷凍技術と生活研究会編著. -- 日刊工業新聞社, 2012.7. --
(B&Tブックス . おもしろサイエンス).

熱機関.熱
工学

４階固定一般 533.8||REI 2634431

絵ときでわかる熱工学
/ 安達勝之, 佐野洋一郎共著. -- 第2版. -- オーム社, 2014.8.

熱機関.熱
工学

４階固定一般 533||ADA 2632871

トコトンやさしい熱利用の本
/ 福田遵著. -- 日刊工業新聞社, 2015.7. -- (B&Tブックス . 今日か
らモノ知りシリーズ).

熱機関.熱
工学

４階固定一般 533||FUK 2631768

エネルギー変換論入門
/ 小澤守 [ほか] 共著. -- コロナ社, 2013.5.

熱機関.熱
工学

４階固定一般 533||OZA 2634325



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7月16日～7月31日

エコカー技術の最前線 : どこまでも進化する燃費改善と排出ガスの
クリーン化に迫る
/ 高根英幸著. -- SBクリエイティブ, 2017.1. -- (サイエンス・アイ新
書 ; SIS-371).

自動車工
学

４階固定一般 537||TAK 2632845

電験三種過去問題集 ; 2017年度版.
-- オーム社, 2017.4.

電気工学 ３階資格資料架
540.79||OH
M||2017

2632373

スマートグリッド・エコノミクス : フィールド実験・行動経済学・ビッグ
データが拓くエビデンス政策
/ 依田高典, 田中誠, 伊藤公一朗著. -- 有斐閣, 2017.5.

発電 ４階固定一般 543.1||IDA 2633311

なぞって覚える第二種電気工事士技能試験複線図練習帳.
-- オーム社, 2017.4.

送電.変電.
配電

３階資格資料架
544.079||O
HM

2632357

二種電工技能試験 : 全13問の最初から最後まで施工映像を丸ごと
収録!! ; 2017年公表問題版.
-- オーム社, 2017.4.

送電.変電.
配電

３階資格資料架
544.079||O
HM||2017

2632365

磁界共鳴によるワイヤレス電力伝送
/ 居村岳広著. -- 森北出版, 2017.2.

送電.変電.
配電

４階固定一般 544.2||IMU 2631458

絵ときでわかるロボット工学
/ 川嶋健嗣, 只野耕太郎共著. -- 第2版. -- オーム社, 2014.7.

情報工学 ３階固定一般 548.3||KAW 2634732

ロボット解体新書 : ゼロからわかるAI時代のロボットのしくみと活用
/ 神崎洋治編著. -- SBクリエイティブ, 2017.2. -- (サイエンス・アイ
新書 ; SIS-374).

情報工学 ４階固定一般 548.3||KOZ 2632837

よくわかる最新熱処理技術の基本と仕組み : 金属の資質を引き出
す技術を学ぶ! : 赤めて冷やす技術
/ 山方三郎著. -- 第3版. -- 秀和システム, 2016.5. -- (How-nual図
解入門).

金属加工.
製造冶金

４階固定一般 566.3||YAM 2632896

食品偽装を科学で見抜く : 賢い消費者になるための知恵袋
/ リチャード・エバーシェッド, ニコラ・テンプル著 ; 守信人訳. -- 日経
BP社.

食品工業 ４階固定一般 588.09||EVE 2634023

発酵文化人類学 : 微生物から見た社会のカタチ
/ 小倉ヒラク著・イラスト. -- 木楽舎, 2017.5.

食品工業 ４階固定一般
588.51||OG
U

2634015

皆川明100日WORKSHOP = AKIRA MINAGAWA 100 DAYS
WORKSHOP : ワタリウム美術館の新しいワークショップ
/ ワタリウム美術館企画・監修. -- スペースシャワーネットワーク,
2017.2.

その他の雑
工業

４階固定一般 589.2||WAT 2634155

世界の美しいボタン
/ エリック・エベール監修・コレクション・執筆. -- パイインターナショ
ナル, 2015.1.

その他の雑
工業

４階固定一般
589.28||HE
B

2633906
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「凛とした魅力」がすべてを変える
/ ジェニファー・L・スコット著 ; 神崎朗子訳. -- 大和書房, 2017.5. --
(フランス人は10着しか服を持たない / ジェニファー・L・スコット著 ;
神崎朗子訳 ; ファイナル・レッスン).

家政学.生
活科学

４階固定一般 590.4||SCO 2633183

迷わないおしゃれ
/ 高橋愛著. -- WAVE出版, 2017.3.

衣服.裁縫 ４階固定一般
593.36||TA
K

2632111

高くても売れる!ハンドメイド作家ブランド作りの教科書
/ マツドアケミ著. -- 同文舘出版, 2017.6. -- (DO BOOKS).

手芸 ４階固定一般 594||MAT 2633019

ネコちゃんのスパルタおそうじ塾 : マンガでわかる片づけ
/ 卵山玉子著. -- WAVE出版, 2017.3.

住居.家具
調度

４階固定一般 597.5||TAM 2632047

首都圏白書
/ 国土庁編.

産業政策・
行政.総合
開発

４階固定参考
601.13||SH
U||2017

2633711

世界の土・日本の土は今 : 地球環境・異常気象・食料問題を土から
みると
/ 日本土壌肥料学会編. -- 農山漁村文化協会, 2015.5.

農業基礎
学

４階固定一般 613.5||NIH 2631857

土の百科事典
/ 土の百科事典編集委員会編. -- 丸善出版, 2014.1.

農業基礎
学

４階固定参考 613.5||TSU 2631873

図説日本の土壌
/ 岡崎正規 [ほか] 著. -- [改訂新版]. -- 朝倉書店, 2010.4.

農業基礎
学

４階固定一般
613.591||OK
A

2631865

ITと熟練農家の技で稼ぐAI農業
/ 神成淳司著. -- 日経BP社.

農業工学 ４階固定一般 614.8||SHI 2634767

ゲノム編集を問う : 作物からヒトまで
/ 石井哲也著. -- 岩波書店, 2017.7. -- (岩波新書 ; 新赤版 1669).

作物栽培.
作物学

４階新書架 615.21||ISH 2633698

47都道府県・くだもの百科
/ 井上繁著. -- 丸善出版, 2017.5.

果樹園芸 ４階固定一般 625||INO 2632144

英語と日本語で学ぶビジネスの第一歩
/ 明治大学商学部編. -- 同文舘出版, 2017.3. -- (明治大学商学部
グローバル人材育成シリーズ ; 1).

商業 ラーニングコモンズ 670.1||MEI 2633639

接客用語辞典 : どんな場面・どんなお客様でもきちんと話せる : お
店に1冊!販売員に1冊!
/ 尾形圭子著. -- すばる舎, 2017.3.

商業経営.
商店

４階固定一般 673.3||OGA 2631997

Airbnb story : 大胆なアイデアを生み、困難を乗り越え、超人気サー
ビスをつくる方法
/ リー・ギャラガー著 ; 関美和訳. -- 日経BP社.

商業経営.
商店

４階固定一般
673.99||GA
L

2633931
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最速宅建士権利関係
/ 岩本周二著 ; 平成29年版. -- 住宅新報社, 2016.10.

商業経営.
商店

３階資格資料架 673.99||IWA 2634661

最速宅建士法令上の制限・その他
/ 岩本周二著 ; 平成29年版. -- 住宅新報社, 2016.10.

商業経営.
商店

３階資格資料架
673.99||IWA
||2017

2634694

佐藤可士和の仕事術。.
-- 誠文堂新光社, 2017.8. -- (Seibundo mook . デザインノート ;
No.74).

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||DEZ||
(58)

2634571

エコツーリズム : こころ躍る里山の旅 : 飯能エコツアーに学ぶ
/ 犬井正著. -- 丸善出版, 2017.4.

観光事業 ４階固定一般
689.213||IN
U

2632055

美と藝術の扉 : 古代ギリシア、カント、そしてベルクソン
/ 田之頭一知著. -- 萌書房, 2017.3.

芸術理論.
美学

３階固定一般 701.1||TAN 2633345

子どものための美術史 : 世界の偉大な絵画と彫刻
/ アレグザンダー文 ; ハミルトン絵 ; 野沢佳織訳. -- 西村書店,
2017.5.

芸術史. 美
術史

３階固定一般 702||ALE 2634562

アルスエレクトロニカの挑戦 : なぜオーストリアの地方都市で行わ
れるアートフェスティバルに、世界中から人々が集まるのか
/ 鷲尾和彦著. -- 学芸出版社, 2017.5.

芸術政策.
文化財

３階固定一般
709.346||W
AS

2633973

息をのむ写実絵画の世界 : 美しき女性像
/ 近衛ロンド編. -- 日東書院本社, 2017.7.

洋画 ３階固定一般 723.1||KON 2634635

親友が語る手塚治虫の少年時代
/ 田浦紀子, 高坂史章編著. -- 和泉書院, 2017.4.

漫画.挿絵.
童画

３階固定一般
726.101||TA
U

2633167

マンガ・アニメで論文・レポートを書く : 「好き」を学問にする方法
/ 山田奨治編著. -- ミネルヴァ書房, 2017.4.

漫画.挿絵.
童画

３階固定一般
726.101||YA
M

2632161

唐船法帖の研究
/ 馬成芬著. -- 清文堂出版, 2017.4.

書.書道 ３階固定一般 728.8||MA 2633329

オリンパスOM-D E-M1 Mark2 WORLD : 速さだけじゃない、進化し
たフラッグシップ.
-- 日本カメラ社, 2017.5. -- (日本カメラMOOK).

写真器械・
材料

３階固定一般 742.52||NIH 2633469

凡景を美景にかえる撮影術 : ありふれた光景の中に被写体を見つ
ける凡景撮影のすすめ
/ 逸見仁 [著]. -- 日本カメラ社, 2017.5. -- ([日本カメラMOOK]).

撮影技術 ３階固定一般 743.5||NIH 2634139

「工芸」と「美術」のあいだ : 明治中期の京都の産業美術
/ 平光睦子著. -- 晃洋書房, 2017.3.

 工芸 ３階固定一般 750||HIR 2634392
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色の科学
/ 五感教育研究所編著. -- 日刊工業新聞社, 2012.4. -- (B&Tブッ
クス . おもしろサイエンス).

デザイン.装
飾美術

４階固定一般 757.3||GOK 2631891

愛されすぎたぬいぐるみたち
/ マーク・ニクソン写真・文 : 金井真弓訳. -- オークラ出版, 2017.7.

人形.玩具 ３階固定一般
759.087||NI
X

2634121

ちゃんとした音楽理論書を読む前に読んでおく本
/ 侘美秀俊著. -- リットーミュージック, 2014.12.

音楽の一
般理論.音
楽学

３階固定一般 761||TAK 2634759

大学生のための動画制作入門 : 言いたいことを映像で表現する技
術
/ 黒岩亜純, 宮徹著. -- 慶應義塾大学出版会, 2017.4.

映画 ３階固定一般 778.4||KUR 2632608

よくわかるスポーツ倫理学
/ 友添秀則編著. -- 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 780.1||TOM 2632616

スポーツの行政学
/ 中村祐司著. -- 成文堂, 2006.1.

スポーツ.体
育

３階固定一般
780.13||NA
K

2631431

市民マラソンがスポーツ文化を変えた
/ 亀井克之 [ほか] 著. -- 関西大学出版部, 2017.3. -- (研究双書 ;
第163冊).

陸上競技 ３階固定一般 782.3||KAM 2633833

走ろう!京都 : 歴史と風・水を感じる厳選14コース
/ 京都光華ランニングクラブ監修. -- 淡交社, 2017.5. -- (京都を愉
しむ).

陸上競技 ３階固定一般 782||KYO 2633825

茶の湯 : 時代とともに生きた美.
-- 平凡社, 2017.6. -- (別冊太陽 . 日本のこころ ; 251).

茶道 ３階固定大型 791||HEI 2631581

「言葉にできる人」の話し方 : 15秒で伝えきる知的会話術
/ 齋藤孝著. -- 小学館, 2017.6. -- (小学館新書 ; [299]).

言語生活 ３階固定一般 809.2||SAI 2633876

アメリカの大学生が学んでいる「伝え方」の教科書
/ スティーブン E. ルーカス著. -- SBクリエイティブ, 2016.12.

言語生活 ３階固定一般 809.4||LUC 2632764

日本語を分析するレッスン : アクティブ・ラーニング対応
/ 野田尚史, 野田春美著. -- 大修館書店, 2017.4.

日本語 ３階日本語学習 810.1||NOD 2633681

600字で書く文章表現法
/ 平川敬介著 ; [2008年度版] - ['18年度版]. -- 大阪教育図書,
[2007.7]-.

文章.文体.
作文

３階固定一般 816||HIR 2633401

伝わる言葉に"文章力"はいらない : ベテランコピーライターの誰も
教えてくれなかった文章術
/ 宮澤節夫著. -- SBクリエイティブ, 2017.3.

文章.文体.
作文

３階固定一般 816||MIY 2632799



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7月16日～7月31日

Sherlock Holmesの英語
/ 秋元実治著. -- 開拓社, 2017.3. -- (開拓社言語・文化選書 ; 65).

英語 ラーニングコモンズ 830.25||AKI 2633612

英語教育徹底リフレッシュ : グローバル化と21世紀型の教育
/ 今尾康裕 [ほか] 編. -- 開拓社, 2017.4.

英語 ３階固定一般 830.7||OKA 2634201

Can-Doで示す英語文法指導 : 文法能力の習得実態調査を中心に
/ 佐藤恭子著. -- 溪水社, 2017.3.

英語 ラーニングコモンズ 830.7||SAT 2633647

TOEIC writingテスト問題集
/ ロバート・ヒルキ, 英語便著. -- 研究社, 2017.5.

英語 ラーニングコモンズ 830.79||HIL 2632276

TOEIC speakingテスト問題集
/ ロバート・ヒルキ, デイビッド・セイン著. -- 研究社, 2017.5.

英語 ラーニングコモンズ 830.79||HIL 2632306

TOEIC L&R test出る単特急金のフレーズ
/ TEX加藤著. -- 朝日新聞出版, 2017.1.

英語 ラーニングコモンズ 830.79||TEX 2632748

ビッグ・ファット・キャットの世界一簡単な英語の大百科事典
/ 向山貴彦文 ; たかしまてつを絵 ; スタジオ・エトセトラ編. -- 幻冬
舎, 2017.3.

英語 ラーニングコモンズ 830||MUK 2632756

無敵リスニング : 英語力を伸ばすディクトグロスタスク30 = Ultimate
listening : 30 Dictogloss activities to improve your English skills
/ Adrian Leis, Simon Cooke著 ; 上級, 中級. -- 開拓社, 2017.3.

音声.音韻.
文字

ラーニングコモンズ
831.1||ADR|
|1

2633663

無敵リスニング : 英語力を伸ばすディクトグロスタスク30 = Ultimate
listening : 30 Dictogloss activities to improve your English skills
/ Adrian Leis, Simon Cooke著 ; 上級, 中級. -- 開拓社, 2017.3.

音声.音韻.
文字

ラーニングコモンズ
831.1||ADR|
|2

2633671

フォニックス「発音」トレーニングBOOK : はじめての大人向けLIVE
フォニックス!
/ ジュミック今井著. -- 明日香出版社, 2005.2. -- (Asuka business
& language books . CD book).

音声.音韻.
文字

３階固定一般 831.1||JUM 2634678

ビーコン英和辞典 = The beacon English-Japanese dictionary
/ 三省堂編修所編. -- 第3版. -- 三省堂, 2017.5.

辞典 ラーニングコモンズ 833.3||MIY 2632331

キッズクラウン英和辞典 = KIDS CROWN SANSEIDO'S ENGLISH-
JAPANESE DICTIONARY
/ 下薫, 三省堂編修所編. -- 新装版. -- 三省堂, 2017.5.

辞典 ラーニングコモンズ 833.3||SHI 2632292

日英ことわざ文化事典
/ 山田雅重著. -- 丸善出版, 2017.6.

辞典 ラーニングコモンズ 833.4||YAM 2633621

ボイス・オブ・アメリカ (VOA) ニュースで学ぶ英語
/ 杉田米行監修 ; 佐藤晶子, 山西敏博, 竹林修一, 奈須健著 ; レベ
ル2. -- 大学教育出版, 2017.4. -- (語学シリーズ ; 第4巻).

文法.語法 ラーニングコモンズ 835||SUG 2632268



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7月16日～7月31日

英文解釈教室
/ 伊藤和夫著 ; : 新装版. -- 改訂版. -- 研究社, 2017.3.

読本.解釈.
会話

ラーニングコモンズ 837.5||ITO 2632322

特派員直伝とらべる英会話
/ 読売新聞国際部&The Japan News著. -- 研究社, 2017.3.

読本.解釈.
会話

ラーニングコモンズ 837.8||YOM 2632314

アレゴリー : ある象徴的モードの理論
/ アンガス・フレッチャー著 ; 伊藤誓訳. -- 白水社, 2017.4. -- (高山
宏セレクション「異貌の人文学」).

文学理論・
作法

３階固定一般 901.1||FLE 2633191

文化現象としての恋愛とイデオロギー
/ 成蹊大学文学部学会編 ; 田中一嘉責任編集. -- 風間書房,
2017.3. -- (成蹊大学人文叢書 ; 14).

文学史.文
学思想史

３階固定一般 902.09||SEI 2632454

文学効能事典 : あなたの悩みに効く小説
/ エラ・バーサド, スーザン・エルダキン著 ; 金原瑞人, 石田文子訳.
-- フィルムアート社, 2017.6.

文学史.文
学思想史

３階固定一般 902.3||BER 2634058

柿本人麻呂
/ 多田一臣著. -- 吉川弘文館, 2017.6. -- (人物叢書 / 日本歴史学
会編集 ; [288]).

詩歌 ３階固定一般
911.122||TA
D

2632462

宇治の結び : 源氏物語
/ [紫式部著] : 荻原規子訳 ; 上, 下. -- 理論社, 2017.4.

小説.物語 ３階固定一般
913.36||MU
R||1

2633175

忘れられた部屋 : 花島真樹子小説集
/ 花島真樹子著. -- 鳥影社, 2017.3.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||HAN 2631962

ブラックガネーシャの教え
/ 水野敬也 [著]. -- 飛鳥新社, 2014.12. -- (夢をかなえるゾウ / 水
野敬也 [著] ; 3).

小説.物語 ３階固定一般 913.6||MIZ 2633582

戦争をよむ : 70冊の小説案内
/ 中川成美著. -- 岩波書店, 2017.7. -- (岩波新書 ; 新赤版 1670).

小説.物語 ４階新書架 913.6||NAK 2633701

鬼を纏う魔女
/ 吉田恭教著. -- 南雲堂, 2017.6.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||YOS 2633094

花葬
/ 悠木シュン著. -- 小学館, 2017.4.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||YUK 2631946

マウンドの神様
/ あさのあつこ, 朝倉宏景, 荻原浩, 早見和真, 東川篤哉, 宮下奈都,
額賀澪, 須賀しのぶ著. -- 実業之日本社, 2017.6. -- (実業之日本
社文庫 ; ん6-1).

小説.物語 ３階文庫架
913.68||AS
A

2633752

若者たちと農とデモ暮らし : 少しヤバイ遺言
/ 秋山豊寛著. -- 岩波書店, 2017.5.

評論. エッ
セイ. 随筆

３階固定一般 914.6||AKI 2632217

まぬけなこよみ
/ 津村記久子著. -- 平凡社, 2017.4.

評論. エッ
セイ. 随筆

３階固定一般 914.6||TSU 2633086

ママがほんとうにしたかったこと
/ エリザベス・イーガン著 ; 阿尾正子訳. -- 小学館, 2017.5.

小説.物語 ３階固定一般 933.7||EGA 2633221


