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ファクトチェックとは何か
/ 立岩陽一郎, 楊井人文著. -- 岩波書店, 2018.4. -- (岩波ブックレッ
ト ; No.982).

社会学 ３階固定一般 361.16 2655365

図書館員のためのイベント実践講座
/ 北村志麻著. -- 樹村房, 2017.11.

図書館奉
仕.図書館
活動

３階固定一般 015.8||KIT 2654954

最短で目標を達成する!PDCAノート
/ 岡村拓朗著. -- フォレスト出版, 2018.2.

経営管理 ３階固定一般 336||OKA 2655322

近世の巨大地震
/ 矢田俊文著. -- 吉川弘文館, 2018.4. -- (歴史文化ライブラリー ;
463).

社会福祉 ３階固定一般 369.31||YAT 2655209

墓石が語る江戸時代 : 大名・庶民の墓事情
/ 関根達人著. -- 吉川弘文館, 2018.4. -- (歴史文化ライブラリー ;
464).

通過儀礼.
冠婚葬祭

３階固定一般 385.6||SEK 2655217

疑惑の科学者たち : 盗用・捏造・不正の歴史
/ ジル・アルプティアン著 ; 吉田春美訳. -- 原書房, 2018.2.

科学史・事
情

４階固定一般 402||HAR 2655195

狂気の科学 : 真面目な科学者たちの奇態な実験
/ レト U. シュナイダー著 ; 石浦章一, 宮下悦子訳. -- 東京化学同人,
2015.5.

科学史・事
情

４階固定一般 402||SCH 2655187

理系のためのレポート・論文完全ナビ
/ 見延庄士郎著. -- 新版. -- 講談社, 2016.2.

研究法.指
導法.科学
教育

４階固定一般 407||MIN 2655357

世界を救った日本の薬 : 画期的新薬はいかにして生まれたのか?
/ 塚◆UFA11◆朝子著. -- 講談社, 2018.3. -- (ブルーバックス ; B-
2050).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
050

2655225

「おいしさ」の科学 : 素材の秘密・味わいを生み出す技術
/ 佐藤成美著. -- 講談社, 2018.3. -- (ブルーバックス ; B-2051).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
051

2655233

カラー図解Raspberry Piではじめる機械学習 : 基礎からディープ
ラーニングまで
/ 金丸隆志著. -- 講談社, 2018.3. -- (ブルーバックス ; B-2052).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
052

2655241

鳥!驚異の知能 : 道具をつくり、心を読み、確率を理解する
/ ジェニファー・アッカーマン著 ; 鍛原多惠子訳. -- 講談社, 2018.3. -
- (ブルーバックス ; B-2053).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
053

2655268
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学ぶ脳 : ぼんやりにこそ意味がある
/ 虫明元著. -- 岩波書店, 2018.4. -- (岩波科学ライブラリー ; 272).

基礎医学 ４階固定一般
491.371||MU
S

2655373

写真な建築
/ 増田彰久著 ; : 新装版. -- 白揚社, 2008.6.

西洋の建
築.その他
の様式の
建築

４階固定一般 523.1||MAS 2655251

GA HOUSES : 世界の住宅 ; 156, 157.
-- A.D.A.EDITA Tokyo, 2018.

住宅建築 ４階固定大型
527||GAH||(
54)

2655152

電験三種過去問題集
/ オーム社編 ; 2018年版. -- オーム社, 2018.2.

電気工学 ３階資格資料架
540.79||OH
M||2018

2655276

第二種電気工事士筆記試験の徹底マスター. -- 改訂2版.
-- オーム社, 2018.2.

送電.変電.
配電

３階資格資料架
544.07||OH
M

2655292

第一種電気工事士筆記試験完全解答 ; 2018年版.
-- オーム社, 2018.2.

送電.変電.
配電

３階資格資料架
544.07||OH
M||2018

2655284

ブレーン : brain / 宣伝会議[編] ; Vol. 58 No. 1 - Vol. 58 No. 5.
-- 宣伝会議, 2018.1-.

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||BRA||
'18-5

2655161

大人の語彙力敬語トレーニング100
/ 本郷陽二著. -- 日本経済新聞出版社, 2018.3. -- (日経ビジネス
人文庫 ; 849, [ほ5-1]).

文法.語法 ３階文庫架 815.8||HON 2655306

論文の書き方マニュアル : ステップ式リサーチ戦略のすすめ
/ 花井等, 若松篤著. -- 新版. -- 有斐閣, 2014.10. -- (有斐閣アル
マ ; Advanced).

文章.文体.
作文

３階固定一般 816.5||HAN 2655314

大学生のための論文・レポートの論理的な書き方
/ 渡邊淳子著. -- 研究社, 2015.8.

文章.文体.
作文

３階固定一般 816.5||WAT 2655331

大学生と大学院生のためのレポート・論文の書き方
/ 吉田健正著. -- 第2版. -- ナカニシヤ出版, 2004.4.

文章.文体.
作文

３階固定一般 816.5||YOS 2655349

あなたを想う恋のうた : 万葉の里・恋のうた受賞短歌作品集 ; [第1
集] - 第五集.
-- 万葉の里・恋のうた募集実行委員会, 2001.3-.

詩歌 ３階集密郷土 911.1||MAN 2216711
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あなたを想う恋のうた : 万葉の里・恋のうた受賞短歌作品集 ; [第1
集] - 第五集.
-- 万葉の里・恋のうた募集実行委員会, 2001.3-.

詩歌 ３階集密郷土 911.1||MAN 2216728

あなたを想う恋のうた : 万葉の里・恋のうた受賞短歌作品集 ; [第1
集] - 第五集.
-- 万葉の里・恋のうた募集実行委員会, 2001.3-.

詩歌 ３階集密郷土 911.1||MAN 2655136

〆切本
/ 左右社編集部編 ; [1], 2. -- 左右社, 2016.9-.

評論. エッ
セイ. 随筆

３階固定一般 914.68||SAY 2655179


