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ネットワークセキュリティ
/ 関良明 [ほか] 著. -- 共立出版, 2017.9. -- (未来へつなぐデジタ
ルシリーズ = Connection to the future with digital series ; 36).

情報科学 ４階固定一般 007.6||TAK 2640155

FIT情報科学技術フォーラム講演論文集 ; DVD-ROM版
/ 電子情報通信学会, 情報処理学会[編] ; 2015(第14回), 2016(第
15回), 2017(第16回). -- 電子情報通信学会, 2015.8-.

情報科学 ＡＶ
007.64||JO
H||2017

2639581

退屈なことはPythonにやらせよう : ノンプログラマーにもできる自動
化処理プログラミング
/ Al Sweigart著 ; 相川愛三訳. -- オライリー・ジャパン.

情報科学 ４階固定一般
007.64||SW
E

2639459

人間はだまされる : フェイクニュースを見分けるには
/ 三浦準司著. -- 理論社, 2017.6. -- (世界をカエル : 10代からの羅
針盤).

ジャ－ナリ
ズム.新聞

３階固定一般 070.14||MIU 2639394

いい考えがやってくる!
/ 井上滋樹著. -- 日本経済新聞出版社, 2017.6.

普通心理
学.心理各
論

３階固定一般 141.5||INO 2639521

1分間意思決定 : 決断力が身につくたった1つのルール
/ スペンサー・ジョンソン著 ; 門田美鈴訳. -- 新装版. -- ダイヤモン
ド社, 2015.6.

普通心理
学.心理各
論

３階固定一般 141.8||JOH 2640031

生涯発達心理学 : 認知・対人関係・自己から読み解く
/ 鈴木忠, 飯牟礼悦子, 滝口のぞみ著. -- 有斐閣, 2016.12. -- (有
斐閣アルマ ; Specialized).

発達心理
学

３階固定一般 143||SUZ 2641062

アドラーをじっくり読む
/ 岸見一郎著. -- 中央公論新社, 2017.7. -- (中公新書ラクレ ;
586).

臨床心理
学.精神分
析学

３階固定一般 146.1||KIS 2640351

フロイト : 無意識の世界への探検 / マーガレット・マッケンハウプト
著 ; 林大訳. -- 大月書店, 2008.2. -- (オックスフォード科学の肖像
/ オーウェン・ギンガリッチ編集代表).

臨床心理
学.精神分
析学

３階固定一般
146.13||MU
C

2639343

それでいい。 : 自分を認めてラクになる対人関係入門
/ 細川貂々, 水島広子著. -- 創元社, 2017.6.

臨床心理
学.精神分
析学

３階固定一般 146.8||HOS 2639319

徳は何の役に立つのか?
 / アンゼルム・W・ミュラー著 ; 後藤弘志編訳. -- 晃洋書房, 2017.5.

倫理学.道
徳

３階固定一般 150||MUL 2639181

Life shift (ライフシフト) : 100年時代の人生戦略
/ リンダ・グラットン, アンドリュー・スコット著 ; 池村千秋訳. -- 東洋
経済新報社, 2016.11.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||GRA 2640023

忘れる力
/ 平井正修著. -- 三笠書房, [2017.7].

各宗 ３階固定一般 188.84||HIR 2639548

新もういちど読む山川世界史
/ 「世界の歴史」編集委員会編. -- 山川出版社, 2017.7.

世界史.文
化史

３階固定一般 209||SEK 2639531

新もういちど読む山川日本史
/ 五味文彦, 鳥海靖編. -- 山川出版社, 2017.7.

日本史 ３階固定一般 210.1||GOM 2641161

土木技術の古代史
/ 青木敬著. -- 吉川弘文館, 2017.10. -- (歴史文化ライブラリー ;
453).

日本史 ３階固定一般 210.3||AOK 2640406
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近江を愛した先人たちの言葉 = The words of the predecessors
who loved Omi : 人生の四季と向き合うヒント
/ 渕上清二著. -- サンライズ出版, 2017.6.

日本 ３階固定一般 281.61||FUT 2640228

カリブ海世界を知るための70章
/ 国本伊代編著. -- 明石書店, 2017.6. -- (エリア・スタディーズ ;
157).

政治・経
済・社会・
文化事情

３階固定一般
302.59||KU
N

2639386

いちばんやさしい憲法入門
/ 初宿正典 [ほか] 著. -- 第5版. -- 有斐閣, 2017.4. -- (有斐閣ア
ルマ ; Interest).

憲法 ３階固定一般 323.14||SHI 2641071

爆買いされる日本の領土
/ 宮本雅史 [著]. -- KADOKAWA, 2017.7. -- (角川新書 ; [K-147]).

人口.土地.
資源

３階固定一般 334.6||MIY 2640341

仕事の準備の本 : ミスが減る!信頼される!
/ 鈴木真理子著. -- 大和書房, 2017.4.

経営管理 ３階固定一般 336.2||SUZ 2641178

心をつかめば人は動く : 人を導くチカラをつける27の心理学
/ フジモトマナブ著. -- ナカニシヤ出版, 2017.7.

経営管理 ３階固定一般 336.3||FUJ 2639238

「学習する組織」入門 : 自分・チーム・会社が変わる持続的成長の
技術と実践
/ 小田理一郎著. -- 英治出版, 2017.6.

経営管理 ３階固定一般 336.3||ODA 2640091

初期非行の指導
/ 佐々木大樹著 ; 田中清美編著. -- 愛知教育大学出版会, 2017.3.

社会病理 ３階固定一般 368.7||SAS 2639271

援助関係論入門 : 「人と人との」関係性
/ 稲沢公一著. -- 有斐閣, 2017.6. -- (有斐閣アルマ ; Basic).

社会福祉 ３階固定一般 369.16||INA 2641143

原爆死の真実 : きのこ雲の下で起きていたこと
/ NHKスペシャル取材班 [著]. -- 岩波書店, 2017.7.

社会福祉 ３階固定一般 369.3||NHK 2640317

子ども家庭福祉の世界
/ 山野則子, 武田信子編. -- 有斐閣, 2015.4. -- (有斐閣アルマ ;
Basic).

社会福祉 ３階固定一般 369.4||YAM 2641089

やさしい教育心理学
/ 鎌原雅彦, 竹綱誠一郎著. -- 第4版. -- 有斐閣, 2015.8. -- (有斐
閣アルマ ; Interest).

教育学.教
育思想

３階固定一般 371.4||KAN 2641101

子どものこころ : 児童心理学入門
/ 櫻井茂男, 濱口佳和, 向井隆代著. -- 新版. -- 有斐閣, 2014.12.
-- (有斐閣アルマ ; Specialized).

教育学.教
育思想

３階固定一般
371.45||SA
K

2641054

闘いを記憶する百姓たち : 江戸時代の裁判学習帳
/ 八鍬友広著. -- 吉川弘文館, 2017.10. -- (歴史文化ライブラリー ;
454).

教育史・事
情

３階固定一般
372.105||YA
K

2640414

教職教養の過去問
/ 時事通信出版局編 ; [2013年度版] - [2018年度版]. -- 時事通信
出版局. -- (教員採用試験Pass Line突破シリーズ ; [8]).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||JIJ||
2018

2640163

教職教養試験
/ 教員採用試験対策研究会編著 ; [2016年度版], [2017年度版],
[2018年度版]. -- 一ツ橋書店, [2014.10]-. -- (教員採用どこでも!).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||KYO|
|2018

2639131
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専門教養保健体育科の精選実施問題
/ 協同教育研究会編 ; 2008年度版 - 2018年度版. -- 協同出版,
[2006.12]-. -- (教員採用試験・精選実施問題シリーズ ; 11, 12).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||KYO|
|2018

2640678

理科の精選実施問題 : 全国版
/ 協同教育研究会編 ; 2014年度版 - 2018年度版. -- 協同出版,
2013.5-. -- (教員採用試験・精選実施問題シリーズ ; 8).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||KYO|
|2018

2640694

滋賀県の論作文・面接過去問
/ 協同教育研究会編集 ; 2014年度版 - 2018年度版. -- 協同出版,
2013.4-. -- (教員採用試験「過去問」シリーズ ; 13).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||KYO|
|2018

2640708

富山県の保健体育科過去問
/ 協同教育研究会編 ; 2018年度版. -- 協同出版, 2017.2. -- (教員
採用試験過去問シリーズ ; 10).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||KYO|
|2018

2640716

石川県の教職・一般教養過去問
/ 協同教育研究会編 ; 2018年度版. -- 協同出版, 2016.9. -- (教員
採用試験過去問シリーズ ; 1).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||KYO|
|2018

2640821

福井県の教職・一般教養過去問
/ 協同教育研究会編 ; 2018年度版. -- 協同出版, 2016.11. -- (教
員採用試験過去問シリーズ ; 1).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||KYO|
|2018

2640831

福井県の保健体育科過去問
/ 協同教育研究会編 ; 2018年度版. -- 協同出版, 2017.2. -- (教員
採用試験過去問シリーズ ; 10).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||KYO|
|2018

2641135

滋賀県の一般教養参考書
/ 協同教育研究会編 ; 2019年度版. -- 協同出版, 2017.8. -- (教員
採用試験参考書シリーズ ; 2).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||KYO|
|2019

2640261

富山県の教職教養参考書
/ 協同教育研究会編 ; 2019年度版. -- 協同出版, 2017.8. -- (教員
採用試験参考書シリーズ ; 1).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||KYO|
|2019

2640279

京都府の教職教養参考書
/ 協同教育研究会編 ; 2019年度版. -- 協同出版, 2017.8. -- (教員
採用試験参考書シリーズ ; 1).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||KYO|
|2019

2640287

大阪府・大阪市・堺市・豊能地区の教職・一般教養過去問
/ 協同教育研究会編 ; 2019年度版. -- 協同出版, 2017.9. -- (教員
採用試験過去問シリーズ ; 1).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||KYO|
|2019

2640295

京都府の教職・一般教養過去問
/ 協同教育研究会編 ; 2019年度版. -- 協同出版, 2017.9. -- (教員
採用試験過去問シリーズ ; 1).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||KYO|
|2019

2640791
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滋賀県の教職・一般教養過去問
/ 協同教育研究会編 ; 2019年度版. -- 協同出版, 2017.9. -- (教員
採用試験過去問シリーズ ; 1).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||KYO|
|2019

2640805

東京都の教職教養過去問
/ 協同教育研究会編 ; 2019年度版. -- 協同出版, 2017.9. -- (教員
採用試験過去問シリーズ ; 1).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||KYO|
|2019

2640813

教職教養教員採用試験合格問題集 : 絶対決める!
/ L&L総合研究所編著 ; 2019年度版. -- 新星出版社, 2017.9.

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架 373.7||LIC 2640252

これだけ覚える教員採用試験教職教養
/ LEC東京リーガルマインド著 ; '19年版. -- 成美堂出版, 2017.10.

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階資格資料架
373.7||TOK|
|2019

2640686

新しい時代の教職入門
/ 秋田喜代美, 佐藤学編著. -- 改訂版. -- 有斐閣, 2015.8. -- (有
斐閣アルマ ; Interest).

学校経営・
管理.学校
保健

３階固定一般 374.3||AKI 2641119

あの学校が生まれ変わった驚きの授業 : T中学校652日物語 :
well-being of youth in social happiness
/ 木原雅子著. -- ミネルヴァ書房, 2017.7.

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

３階固定一般 375.1||KIH 2640041

新しい時代の生活指導
/ 山本敏郎 [ほか] 著. -- 有斐閣, 2014.11. -- (有斐閣アルマ ;
Interest).

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

３階固定一般 375.2||YAM 2641097

音の教育がめざすものは何か : サウンド・エデュケーションの目標と
評価に関する研究
/ 神林哲平著. -- 大学教育出版, 2017.7.

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

３階固定一般 375||KAN 2639327

イラストで学ぶスタディスキル図鑑 : 自ら学習する力をつける
/ キャロル・ヴォーダマンほか著 ; 山崎正浩訳. -- 創元社, 2017.7.

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

３階固定一般 375||VOR 2639297

ぼくらがつくった学校 : 大槌の子どもたちが夢見た復興のシンボル
/ ささきあり文. -- 佼成出版社, 2017.7. -- (感動ノンフィクションシ
リーズ).

幼児・初
等・中等教
育

３階固定一般
376.38||SA
S

2640104

幸せを求める力が育つ大学教育
/ 後藤文彦著. -- ナカニシヤ出版, 2017.6.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階改革架 377.15||FUJ 2639157

ドイツで暮らそう
/ 細川裕史編著. -- 晃洋書房, 2017.5.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般 377.6||HOS 2639211
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就活と受験の違い
/ 日本経済新聞出版社制作・著作. -- 日本経済新聞出版社 (制
作), c2013. -- (日経VIDEO . 就職活動の基本 ; 第1巻). v.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

ＡＶ
377.9||NIH||
1

2641003

採用担当者はココを見ている
/ 日本経済新聞出版社制作・著作. -- 日本経済新聞出版社 (制
作), c2013. -- (日経VIDEO . 就職活動の基本 ; 第2巻). v.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

ＡＶ
377.9||NIH||
2

2641011

自分のことを伝えよう
/ 日本経済新聞出版社制作・著作. -- 日本経済新聞出版社 (制
作), c2013. -- (日経VIDEO . 就職活動の基本 ; 第3巻). v.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

ＡＶ
377.9||NIH||
3

2641021

就活の身だしなみ
/ 日本経済新聞出版社制作・著作. -- 日本経済新聞出版社 (制
作), c2013. -- (日経VIDEO . 就職活動の基本 ; 第4巻). v.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

ＡＶ
377.9||NIH||
4

2641038

就活で困った時の対応法
/ 日本経済新聞出版社制作・著作. -- 日本経済新聞出版社 (制
作), c2013. -- (日経VIDEO . 就職活動の基本 ; 第5巻). v.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

ＡＶ
377.9||NIH||
5

2641046

はじめての特別支援教育 : 教職を目指す大学生のために
/ 柘植雅義 [ほか] 編. -- 改訂版. -- 有斐閣, 2014.12. -- (有斐閣
アルマ ; Interest).

障害児教
育

３階固定一般 378||TSU 2641151

ボディ・スタディーズ : 性、人種、階級、エイジング、健康
/病の身体学への招待 / マーゴ・デメッロ著 ; 兼子歩 [ほか] 訳. --
晃洋書房, 2017.5.

民族学.文
化人類学

３階固定一般 389||DEM 2639191

生命を支えるATPエネルギー : メカニズムから医療への応用まで
/ 二井將光著. -- 講談社, 2017.9. -- (ブルーバックス ; B-2029).

叢書.全集.
選集

４階新書架
408||BLU||2
029

2640376

時間とはなんだろう : 最新物理学で探る「時」の正体
/ 松浦壮著. -- 講談社, 2017.9. -- (ブルーバックス ; B-2031).

叢書.全集.
選集

４階新書架
408||BLU||2
031

2640384

佐藤文隆先生の量子論 : 干渉実験・量子もつれ・解釈問題
/ 佐藤文隆著. -- 講談社, 2017.9. -- (ブルーバックス ; B-2032).

叢書.全集.
選集

４階新書架
408||BLU||2
032

2640392

物理の基礎的13の法則
/ 細谷暁夫著. -- 丸善出版, 2017.7.

物理学 ４階固定一般 420||HOS 2639203

磁気工学超入門 : ようこそ,まぐねの国へ
/ 日本磁気学会編 ; 佐藤勝昭著. -- 共立出版, 2014.6. -- (マグネ
ティクス・イントロダクション ; 1).

電磁気学 ４階固定一般 427.8||SAT 2639963

基本から学ぶ電子物性
/ 松本智 [著]. -- 電気学会.

物性物理
学

４階固定一般 428.4||MAT 2639602

表面科学の基礎
/ 日本表面科学会編. -- 共立出版, 2013.6. -- (現代表面科学シ
リーズ / 日本表面科学会編 ; 2).

物性物理
学

４階固定一般 428.4||NIH 2640007

表面科学こと始め : 開拓者たちのひらめきに学ぶ
/ 日本表面科学会編. -- 共立出版, 2012.6. -- (現代表面科学シ
リーズ / 日本表面科学会編 ; 1).

物性物理
学

４階固定一般 428.4||NIH 2640015
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固体物性と電気伝導
/ 鈴木実著. -- 森北出版, 2014.5.

物性物理
学

４階固定一般 428.4||SUZ 2639815

わかりやすい電子物性 : はじめて学ぶ電子工学
/ 上野智雄著. -- コロナ社, 2013.4.

物性物理
学

４階固定一般 428.4||UEN 2639874

トポロジカル絶縁体入門
/ 安藤陽一著. -- 講談社, 2014.7.

物性物理
学

４階固定一般 428.8||AND 2639971

固体の磁性 : はじめて学ぶ磁性物理
/ Stephen Blundell著 ; 中村裕之訳. -- 内田老鶴圃, 2015.7.

物性物理
学

４階固定一般 428.9||BLU 2639912

原子・分子の量子論
/ 山内淳著. -- 新訂版. -- サイエンス社, 2017.7. -- (新・物質科学
ライブラリ ; 2 . 基礎物理化学 ; 1).

物理化学.
理論化学

４階固定一般 431.1||YAM 2640309

元素の名前辞典
/ 江頭和宏著. -- 九州大学出版会, 2017.8.

物理化学.
理論化学

４階固定一般
431.11||EG
A

2639122

金属クラスターの化学 : 新しい機能単位としての基礎と応用
/ 佃達哉著. -- サイエンス社, 2017.7. -- (ライブラリ大学基礎化学 ;
D4).

物理化学.
理論化学

４階固定一般
431.13||TS
U

2640236

物質のエネルギー論
/ 山内淳著. -- 新訂版. -- サイエンス社, 2017.7. -- (新・物質科学
ライブラリ ; 3 . 基礎物理化学 ; 2).

物理化学.
理論化学

４階固定一般 431||YAM 2640244

失敗から安全を学ぶ化学実験の心得
/ 西脇永敏著. -- 化学同人, 2013.2.

実験化学
［化学実験
法］

４階固定一般 432.1||NIS 2640996

研究のためのセーフティサイエンスガイド : これだけは知っておこう
/ 東京理科大学安全教育企画委員会編集. -- 朝倉書店, 2012.3.

実験化学
［化学実験
法］

４階固定一般 432.1||TOK 2639751

理工系基礎化学実験
/ 岩岡道夫 [ほか] 著. -- 共立出版, 2014.9.

実験化学
［化学実験
法］

４階固定一般 432||IWA 2639726

化学実験の事故事例・事故防止ハンドブック
/ 鈴木仁美著. -- 丸善出版, 2014.1.

実験化学
［化学実験
法］

４階固定参考 432||SUZ 2639785

有機合成化学
/ 檜山為次郎, 大嶌幸一郎編著 ; 丸岡啓二 [ほか] 著. -- 東京化
学同人, 2012.3.

合成化学
［化学合
成］

４階固定一般 434||HIY 2639701

最新グリーンケミストリー : 持続的社会のための化学
/ 御園生誠, 村橋俊一編. -- 講談社, 2011.3.

合成化学
［化学合
成］

４階固定一般 434||MIS 2639807

ライフ・ウィズ・ウォーター : 水とともに生きる; DVD版
/ ジェニファー・バイチウォル, エドワード・バーティンスキー監督]. --
トランスワールドアソシエイツ (発売), c2013.

地球科学.
地学

ＡＶ 450||BAI 2640457

活断層が分かる本
/ 地盤工学会, 日本応用地質学会, 日本地震工学会編. -- 技報堂
出版, 2016.9.

地震学 ４階固定一般 453.4||JIB 2639637
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美しいアンティーク生物画の本
/ 山田英春編 ; クラゲ・ウニ・ヒトデ篇. -- 創元社, 2017.6.

生物科学.
一般生物
学

４階固定一般
460.87||YA
M

2639378

Essential細胞生物学
/ Bruce Alberts [ほか] 著 ; 青山聖子 [ほか] 訳. -- 南江堂,
2016.3.

細胞学 ４階固定一般 463||ALB 2640521

食品科学のための基礎微生物学実験
/ 中里厚実, 村清司編著 ; 門倉利守 [ほか] 共著. -- 建帛社,
2010.3.

微生物学 ４階固定一般
465.07||NA
K

2639611

カビ図鑑 : 野外で探す微生物の不思議
/ 細矢剛, 出川洋介, 勝本謙著 ; 伊沢正名写真. -- 全国農村教育
協会, 2010.7.

微生物学 ４階固定一般 465.8||HOS 2639696

菌・カビを知る・防ぐ60の知恵 : プロ直伝!防菌・防カビの新常識
/ 日本防菌防黴学会編. -- 化学同人, 2015.6.

微生物学 ４階固定一般 465.8||NIH 2639688

微生物が地球をつくった : 生命40億年史の主人公
/ ポール・G・フォーコウスキー著 ; 松浦俊輔訳. -- 青土社, 2015.10.

微生物学 ４階固定一般 465||FAL 2639564

環境微生物学 : 地球環境を守る微生物の役割と応用
/ 久保幹 [ほか] 著. -- 化学同人, 2012.1.

微生物学 ４階固定一般 465||KUB 2639718

微生物の生態学
/ 日本生態学会編. -- 共立出版, 2011.3. -- (シリーズ現代の生態
学 / 日本生態学会編 ; 11).

微生物学 ４階固定一般 465||NIH 2639866

遺伝子工学 : 基礎から応用まで
/ 野島博著. -- 東京化学同人, 2013.6.

遺伝学 ４階固定一般
467.25||NO
J

2639858

基礎から学ぶ遺伝子工学
/ 田村隆明著. -- 羊土社, 2012.10.

遺伝学 ４階固定一般
467.25||TA
M

2639742

生命、エネルギー、進化
/ ニック・レーン [著] ; 斉藤隆央訳. -- みすず書房, 2016.9.

遺伝学 ４階固定一般 467.5||LAN 2639629

基礎からはじめる職場のメンタルヘルス : 事例で学ぶ考え方と実践
ポイント
/ 川上憲人著. -- 大修館書店, 2017.7.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般 498.8||KAW 2639408

ヒューマンロボティクス : 神経メカニクスと運動制御
/ [by] Etienne Burdet, David W. Franklin, and Theodore E. Milner. -
- 丸善出版, 2017.8.

工業基礎
学

４階固定一般 501.8||WAT 2639165

世の中を元気にする技術士を目指せ : あなたも明日から技術士の
仲間入り : 業務にもどの部門にも役立つ技術士二次試験必勝法
/ 本田潔編著. -- 弘文社, [2017.7]. -- (国家・資格シリーズ ; 310).

研究法.指
導法.技術
教育

３階資格資料架 507.3||HON 2639513

土木学会年次学術講演会講演概要集 ; DVD-ROM版
/ 土木学会 [編] ; 第68回(平成25年度) - 第72回(平成29年度). --
[DVD-ROM版]. -- 土木学会, 2010.9-.

建設工学.
土木工学

ＡＶ
510.4||DOB|
|2017

2640971

1級土木施工管理実地試験合格ゼミ : ぜ◆UFF5E◆んぶまとめて
集中学習!
/ 吉田勇人著. -- オーム社, 2017.7.

土木設計・
施工法

３階資格資料架
513.07||YO
S

2640635
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高速道路なぜ料金を払うのか : 高速道路問題を正しく理解する
 / 宮川公男著. -- 東洋経済新報社, 2011.8.

道路工学 ４階固定一般 514.9||MIY 2639653

ポスト2020の都市づくり
/ 井口典夫 [ほか] 著 ; 国際文化都市整備機構編. -- 学芸出版社,
2017.7.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||IGU 2639483

都市縮小時代の土地利用計画 : 多様な都市空間創出へ向けた課
題と対応策
/ 日本建築学会編. -- 学芸出版社, 2017.8.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||NIH 2640619

残余空間に発見する建築
/ 日本建築学会編. -- 技報堂出版, 2016.11. -- (日本建築学会設
計競技優秀作品集 ; 2016年度).

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||NIH 2640902

場のデザインを仕事にする : 建築×不動産×テクノロジーでつくる
未来 / 中村真広, 村上浩輝, ツクルバ著. -- 学芸出版社, 2017.7.

建築学 ４階固定一般
520.67||NA
K

2639491

一級建築士設計製図試験ステップで攻略するエスキース
/ 山口達也+製図試験.com著. -- 学芸出版社, 2017.7.

建築学 ４階固定一般
520.79||YA
M

2640147

イスラーム建築の世界史
/ 深見奈緒子著. -- 岩波書店, 2013.7. -- (岩波セミナーブックス ;
S11).

東洋の建
築.アジア
の建築

４階固定一般 522.7||FUK 2639645

トルコ・イスラム建築紀行
/ 飯島英夫写真・文. -- 彩流社, 2013.10.

東洋の建
築.アジア
の建築

４階固定一般 522.7||IJI 2639831

なぜ新耐震住宅は倒れたか : 変わる家づくりの常識
/ 日経ホームビルダー編. -- 日経BP社.

建築構造 ４階固定一般 524.91||NIK 2639981

1級建築施工管理学科試験 : 4週間でマスター
/ 井岡和雄編著. -- 弘文社, 2017.6. -- ([国家・資格シリーズ] ;
[402]).

建築計画
施工

３階資格資料架 525.07||IOK 2639505

木造建築の製図法
/ 製図教育研究会著. -- 学芸出版社, 1984.7.

建築計画
施工

４階固定一般 525.1||SEI 2516926

保育施設
/ 山田あすか, 藤田大輔著 ; 建築設計テキスト編集委員会編. --
彰国社, 2017.4. -- (建築設計テキスト / 建築設計テキスト編集委
員会編).

各種の建
築

４階固定一般
526.36||YA
M

2640911

図解住まいの寸法 : 暮らしから考える設計のポイント
/ 堀野和人, 黒田吏香著. -- 学芸出版社, 2017.7.

住宅建築 ４階固定一般 527.1||NIH 2640112

モクチンメソッド : 都市を変える木賃アパート改修戦略
/ 連勇太朗, 川瀬英嗣著. -- 学芸出版社, 2017.7.

住宅建築 ４階固定一般 527.8||MOK 2640589

GA HOUSES : 世界の住宅 ; 151 - 154.
 -- A.D.A.EDITA Tokyo, 2017.

住宅建築 ４階固定一般
527||GAH||5
1

2640211

日本の家 : 1945年以降の建築と暮らし = The Japanese house :
architecture and life after 1945
/ 新建築社, 東京国立近代美術館編集. -- 東京, 2017.7. -- (新建
築・住宅特集 ; 2017年8月別冊).

住宅建築 ４階固定一般 527||SHI 2640929
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よくわかる!1級管工事施工管理技術検定試験学科
/ 種子永修一編著. -- 弘文社, 2017.7. -- ([国家・資格シリーズ] ;
[408]).

建築設備.
設備工学

３階資格資料架
528.18||TA
N

2639441

これだけマスター1級管工事施工実地試験
/ 打矢◆U7005◆二, 山田信亮, 加藤諭共著. -- 改訂2版. -- オー
ム社, 2017.7.

建築設備.
設備工学

３階資格資料架 528.18||UTI 2640571

わかりやすい機構学
/ 伊藤智博, 新谷篤彦, 中川智皓著. -- 共立出版, 2016.10.

機械力学・
材料・設計

４階固定一般 531.3||ITO 2639671

基礎から学べる機械力学
/ 伊藤勝悦著. -- 森北出版, 2015.9.

機械力学・
材料・設計

４階固定一般 531.3||ITO 2639921

機構学
/ 岩本太郎著. -- 森北出版, 2012.3.

機械力学・
材料・設計

４階固定一般 531.3||IWA 2639947

機械力学の基礎 : 力学への入門
/ 宮野尚哉, 徳田功共著. -- 数理工学社. -- (機械工学テキストラ
イブラリ ; USM-2).

機械力学・
材料・設計

４階固定一般 531.3||MIY 2640597

実例で学ぶ機械力学・振動学 : ロボットから身近な乗り物まで
/ 山本郁夫, 伊藤高廣著. -- コロナ社, 2014.6.

機械力学・
材料・設計

４階固定一般 531.3||YAM 2639882

実例で学ぶ機械力学・振動学 : ロボットから身近な乗り物まで
/ 山本郁夫, 伊藤高廣著. -- コロナ社, 2014.6.

機械力学・
材料・設計

４階固定一般 531.3||YAM 2639882

マイクロ・ナノ領域の超精密技術
/ 日本学術振興会将来加工技術第136委員会編. -- オーム社,
2011.3.

機械工作.
工作機械

４階固定一般 532||NIH 2639556

トコトンやさしい3Dプリンタの本
/ 佐野義幸 [ほか] 著. -- 日刊工業新聞社, 2014.5. -- (B&Tブック
ス . 今日からモノ知りシリーズ).

機械工作.
工作機械

４階固定一般 532||SAN 2639823

生物から学ぶ流体力学
/ 望月修, 市川誠司共著. -- 養賢堂, 2010.10.

流体機械.
流体工学

４階固定一般 534.1||MOT 2639904

世界自動車統計年報 ; 第1集(2002年) - 第16集(2017年).
-- 日本自動車工業会, 2002.5-.

自動車工
学

４階集密参考
537.059||NI
H||2017

2640546

世界自動車統計年報 ; 第1集(2002年) - 第16集(2017年).
-- 日本自動車工業会, 2002.5-.

自動車工
学

４階集密参考
537.059||NI
H||2017

2640554

放射線を科学的に理解する : 基礎からわかる東大教養の講義
/ 鳥居寛之, 小豆川勝見, 渡辺雄一郎著. -- 丸善出版, 2012.10.

原子力工
学

４階固定一般 539.6||TOR 2639769

やっかいな放射線と向き合って暮らしていくための基礎知識
/ 田崎晴明著. -- 朝日出版社, 2012.10.

原子力工
学

４階固定一般 539.68||TAZ 2639734

知っておきたい原子力発電
/ 竹田敏一著. -- ナツメ社, 2011.8. -- (図解雑学 : 絵と文章でわか
りやすい!).

原子力工
学

４階固定一般 539||TAK 2639599

完全マスター電験三種受験テキスト電気数学
/ 大谷嘉能, 幅敏明共著. -- 改訂2版. -- オーム社, 2017.7.

電気工学 ３階資格資料架
540.79||OT
A

2640601
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一種電工技能試験 ; 2017年公表問題版.
-- オーム社, 2017.7.

送電.変電.
配電

３階資格資料架
544.079||O
HM

2640627

Real World HTTP : 歴史とコードに学ぶインターネットとウェブ技術
/ 渋川よしき著. -- オライリー・ジャパン.

通信工学.
電気通信

４階固定一般
547.482||SH
I

2640121

画像と視覚情報科学
/ 映像情報メディア学会編 ; 三橋哲雄, 畑田豊彦, 矢野澄男共著. -
- コロナ社, 2009.2. -- (映像情報メディア基幹技術シリーズ / 映像
情報メディア学会編 ; 8).

通信工学.
電気通信

４階固定一般 547.8||EIZ 2641208

画像電子学会誌 : 2017年 ; CD-ROM版
/ 画像電子学会[編] ; Vol.46 (2017)No.1, Vol.46 (2017)No.2, Vol.46
(2017)No.3. -- 画像電子学会, 2017.

通信工学.
電気通信

ＡＶ
547.89||GA
Z||46-3

2640538

実践Arduino! : 電子工作でアイデアを形にしよう
/ 平原真著. -- オーム社, 2017.8.

情報工学 ４階固定一般 548.2||HIR 2640139

元素と金属の科学
/ 坂本卓著. -- 日刊工業新聞社, 2014.2. -- (B&Tブックス . おもし
ろサイエンス).

冶金.合金 ４階固定一般 563.6||SAK 2641216

64の事例からわかる金属腐食の対策
/ 藤井哲雄著. -- 森北出版, 2016.7.

冶金.合金 ４階固定一般 563.7||FUJ 2641224

よくわかる最新さびの基本と仕組み : さびの特徴と腐食、防食の基
本を学ぶ : 金属腐食の常識
/ 長野博夫, 松村昌信著. -- 第2版. -- 秀和システム, 2016.7. --
(How-nual図解入門).

冶金.合金 ４階固定一般 563.7||NAG 2641186

材料とプロセス : CAMP-ISIJ : 講演大会論文集 ; CD-ROM版
/ 日本鉄鋼協会 [編集] ; Vol.21(2008)No.1 - Vol.30(2017)No.2. --
日本鉄鋼協会, 2008-.

鉄鋼 ＡＶ
564.05||NIH|
|30-1

2640988

知っておきたい化学物質の常識84 : なんとなく恐れている事故や公
害から、"意外と正体を知らない"家庭用品まで
/ 左巻健男, 一色健司編著. -- SBクリエイティブ, 2016.11. -- (サイ
エンス・アイ新書 ; SIS-368).

化学薬品 ４階固定一般 574||SAM 2639793

食品とオゾンの科学 : 微生物的原因とその制御
/ 内藤茂三著. -- 建帛社, 2017.7.

食品工業 ４階固定一般 588.09||NAI 2639173

はかりきれない世界の単位
/ 米澤敬著 ; 日下明イラスト. -- 創元社, 2017.6.

度量衡.計
量法

４階固定一般 609||YON 2639301

日本園芸界のパイオニアたち : 花と緑と、20の情熱
/ 椎野昌宏著. -- 淡交社, 2017.7.

園芸史・事
情

４階固定一般 622.1||SHI 2639416

47都道府県・公園/庭園百科
/ 西田正憲編著 ; 飛田範夫, 黒田乃生, 井原縁著. -- 丸善出版,
2017.8.

造園 ４階固定一般 629.3||NIS 2639149

塩の世界史 : 歴史を動かした小さな粒
/ マーク・カーランスキー著 ; 山本光伸訳 ; 上, 下. -- 中央公論新
社, 2014.5. -- (中公文庫 ; [カ6-1],[カ6-2]).

製塩.塩業 ３階文庫架
669.02||KU
R||1

2641232

塩の世界史 : 歴史を動かした小さな粒
/ マーク・カーランスキー著 ; 山本光伸訳 ; 上, 下. -- 中央公論新
社, 2014.5. -- (中公文庫 ; [カ6-1],[カ6-2]).

製塩.塩業 ３階文庫架
669.02||KU
R||2

2641241
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京都昼の100選 : 決定版.
-- クリエテ関西, 2017.7. -- (あまから手帖).

商業経営.
商店

４階固定一般
673.97||KU
R

2639361

ブレーン : brain
/ 宣伝会議[編] ; Vol. 57 No. 1 - Vol. 57 No. 11. -- 宣伝会議,
2017.1-.

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||BRA|
|'17-11

2640198

実践!ブランディングデザインの成功法.
-- 誠文堂新光社, 2017.10. -- (Seibundo mook . デザインノート : 最
新デザインの表現と思考のプロセスを追う ; no. 75).

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||DEZ||
(59)

2640201

消費の美学 : 消費者の感性とは何か
/ 牧野圭子著. -- 勁草書房, 2015.1.

マーケティ
ング

４階固定一般 675.2||MAK 2639777

なぜ、日本人はモノを買わないのか? : 1万人の時系列データでわ
かる日本の消費者
/ 野村総合研究所 [ほか] 著. -- 東洋経済新報社, 2013.8.

マーケティ
ング

４階固定一般 675.2||NOM 2639939

1からのマーケティング分析
/ 恩藏直人, 冨田健司編著. -- 碩学舎.

マーケティ
ング

４階固定一般 675.2||ONZ 2639998

ネットワークと消費者行動
/ 斉藤嘉一著. -- 千倉書房, 2015.1.

マーケティ
ング

４階固定一般 675.2||SAI 2639841

課題解決!マーケティング・リサーチ入門 : プロに学ぶ「市場の事実」
「消費者の心理」「商品の可能性」の調べ方
/ 田中洋編著 ; リサーチ・ナレッジ研究会著. -- ダイヤモンド社,
2010.8.

マーケティ
ング

４階固定一般 675.2||TAN 2640511

こだわりと日本人 : 若者の新生活感 : 選択基準と購買行動
/ 辻幸恵著. -- 白桃書房, 2013.1.

マーケティ
ング

４階固定一般 675.2||TSU 2639572

マーケティングリサーチの論理と技法
/ 上田拓治著. -- 第4版. -- 日本評論社, 2010.3.

マーケティ
ング

４階固定一般 675.2||UED 2639891

突破するデザイン : あふれるビジョンから最高のヒットをつくる
/ ロベルト・ベルガンティ著 ; 立命館大学経営学部DML訳 ; 安西洋
之解説. -- 日経BP社.

マーケティ
ング

４階固定一般 675.3||VER 2640325

1からの消費者行動
/ 松井剛, 西川英彦編著. -- 碩学舎.

マーケティ
ング

４階固定一般 675||MAT 2639955

よくわかる現代マーケティング
/ 陶山計介, 鈴木雄也, 後藤こず恵編著. -- ミネルヴァ書房, 2017.6.
-- (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ).

マーケティ
ング

４階固定一般 675||TOU 2639475

リニア新幹線が不可能な7つの理由
/ 樫田秀樹著. -- 岩波書店, 2017.10. -- (岩波ブックレット ;
No.975).

鉄道 ４階固定一般
686.21||KA
S

2641127

はじめてさんの水彩色鉛筆Lesson
/ 杉原美由樹著 ; 超初心者編. -- マール社, 2008.6.

素描.描画 ３階固定一般 725.5||SUG 2640732

だじゃれ世界一周
/ 長谷川義史作. -- 理論社, 2017.6.

漫画.挿絵.
童画

３階固定一般 726.6||HAS 2639289

デザイン歴史百科図鑑
/ エリザベス・ウィルハイド編 ; ジョナサン・グランシーまえがき ; 角
敦子訳. -- 原書房, 2017.10.

デザイン.
装飾美術

３階集密参考 757.02||WIL 2640422
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図説英国インテリアの歴史 : 魅惑のヴィクトリアン・ハウス
/ 小野まり著. -- 河出書房新社, 2013.11. -- (ふくろうの本).

デザイン.
装飾美術

３階固定一般 757.8||ONO 2639661

キセキ : あの日のソビト ; DVD版
/ 兼重淳監督, 斉藤ひろし脚本. -- ハピネット, 2017.

映画 ＡＶ 778.2||KAN 2640465

スター・トレック BEYOND;DVD版
 / directed by Justin Lin. -- NBCユニバーサル・エンターテイメント
(発売), [2016].

映画 ＡＶ 778.2||LIN 2640431

聖の青春 ; DVD版
/ 森義隆監督 ; 大崎善生原作 ; 向井康介脚本. -- KADOKAWA,
2016. v.

映画 ＡＶ 778.2||MOR 2640491

モアナと伝説の海 ; DVD版
/ ジョン・マスカー, ロン・クレメンツ監督]. -- ウォルト・ディズニー・
ジャパン (発売), c2016.

映画 ＡＶ 778.2||MUS 2640449

セトウツミ
/ 大森立嗣監督 ; 此元和津也原作. -- ブロードメディア・スタジオ
(発売・販売). v.

映画 ＡＶ 778.2||OMO 2640481

Death note : Light up the NEW world ; DVD版
/ 佐藤信介監督 ; 大場つぐみ, 小畑健原作 ; 真野勝成脚本 ; やま
だ豊音楽. -- バップ, 2016. v.

映画 ＡＶ 778.2||SAT 2640473

聲の形 ; DVD版
/ 山田尚子監督 ; 原作 ; 吉田玲子脚本. -- ポニーキャニオン(販
売), 2017. v.

映画 ＡＶ 778.2||YAM 2640503

最新ソフトバレー・ハンドブック
/ 日本ソフトバレーボール連盟編 ; 豊田博, 橋爪静夫, 橋爪裕著. --
3訂版. -- 大修館書店, 2017.7.

球技 ３階固定一般 783.2||NIH 2639467

漢字は日本でどう生きてきたか
/ 湯沢質幸著. -- 開拓社, 2017.6. -- (開拓社言語・文化選書 ; 68).

音声.音韻.
文字

３階固定一般 811.2||YUZ 2640058

三省堂こどもことわざじてん
/ 三省堂編修所編. -- 小型版. -- 三省堂, 2017.8.

辞典 ３階固定一般 813.4||SAN 2639221

『源氏物語』放談 : どのようにして書かれていったのか
/ 島津忠夫著. -- 和泉書院, 2017.4. -- (島津忠夫著作集 / 島津忠
夫著 ; 別巻3).

日本文学 ３階固定一般 910.8||SHI 2641194

星に願いを、そして手を。
/ 青羽悠著. -- 集英社, 2017.2.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||AOB 2639351

スウィングしなけりゃ意味がない
/ 佐藤亜紀著. -- KADOKAWA, 2017.3.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||SAT 2639335

君を一人にしないための歌
/ 佐藤青南著. -- 大和書房, 2017.8. -- (だいわ文庫 ; 356-1I).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SAT 2639424

無銭優雅
/ 山田詠美[著]. -- 幻冬舎, 2009.8. -- (幻冬舎文庫 ; や-1-12).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||YAM 2639432


