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リベラルアーツの学び方
/ 瀬木比呂志 [著]. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2015.5. --
(ディスカヴァー・レボリューションズ).

知識.学問.
学術

３階固定一般 002||SEG 2665913

ロボットは東大に入れるか
/ 新井紀子著. -- 改訂新版. -- 新曜社, 2018.5. -- (よりみちパン!セ
; YP06).

情報科学 ４階固定一般 007.13||ARA 2665867

スパースモデリングって何だ? : データ構造を解き明かす先端技法
/ 日高昇治, 松下亮祐, 楠田哲也共著. -- カットシステム, 2017.11. -
- (テクノロジーを知る ; 7).

情報科学 ４階固定一般 007.13||HID 2666138

ITパスポートパーフェクトラーニング過去問題集
/ 五十嵐聡著 ; 平成22年度秋期 - 平成30年下半期. -- 技術評論
社, 2010.7-.

情報科学 ３階資格資料架
007.6||IGA||
2018

2665841

基本情報技術者合格教本
/ 定平誠, 兼平敦共著 ; 平成16年度 春期 - 平成30年度 春期 秋期.
-- 技術評論社, 2003.12-.

情報科学 ３階資格資料架
007.6||KAD||
2018

2666472

応用情報技術者パーフェクトラーニング過去問題集
/ 加藤昭, 芦屋広太, 矢野龍王著 ; 平成22年度(春期) - 平成30年度
(秋期). -- 技術評論社, 2010-.

情報科学 ３階資格資料架
007.6||KAT||
2018

2666481

栢木先生の基本情報技術者教室 : イメージ&クレバー方式でよくわ
かる
/ 栢木厚著 ; 平成18年度 - 平成30年度. -- 技術評論社, 2006.1-.

情報科学 ３階資格資料架
007.6||KAY||
2018

2665735

キタミ式イラストIT塾基本情報技術者
/ きたみりゅうじ著 ; 平成23年度 - 平成30年度. -- 技術評論社,
2011.3-. -- (情報処理技術者試験).

情報科学 ３階資格資料架
007.6||KIT||2
018

2665824

応用情報技術者徹底合格テキスト : 詳細解説
/ 高橋麻奈著 ; 2018年版. -- SBクリエイティブ, 2018.1.

情報科学 ３階資格資料架
007.6||TAK||
2018

2665883

基本情報技術者パーフェクトラーニング過去問題集
/ 西田明雄著 ; 平成20年度 秋期 - 平成30年度 秋期. -- 技術評論
社, 2008-.

情報科学 ３階資格資料架
007.6||YAM|
|2018

2666499

わかばちゃんと学ぶGit (ギット) 使い方入門
/ 湊川あい著. -- シーアンドアール研究所, 2017.5.

情報科学 ４階固定一般 007.63||MIN 2666111

1時間でわかるエクセルの操作
/ 榊裕次郎著. -- 技術評論社, 2016.9. -- (スピードマスター).

情報科学 ４階固定一般 007.63||SAK 2665727
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ハッキング実験室
/ 黒林檎著 ; 矢崎雅之編. -- データハウス, 2017.4. -- (ハッカーの
学校 / IPUSIRON著 ; MAD編).

情報科学 ４階固定一般 007.64||KUR 2665859

考具
/ 加藤昌治著. -- 阪急コミュニケーションズ, 2003.4.

普通心理
学.心理各
論

３階固定一般 141.5||KAT 2665611

知ってるつもり : 無知の科学
/ スティーブン・スローマン, フィリップ・ファーンバック著 ; 土方奈美
訳. -- 早川書房, 2018.4.

普通心理
学.心理各
論

３階固定一般 141.5||SLO 2665344

頭に来てもアホとは戦うな! : 人間関係を思い通りにし、最高のパ
フォーマンスを実現する方法
/ 田村耕太郎著. -- 朝日新聞出版, 2014.7.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159.4||TAM 2665026

東大式習慣 : 「ゲーム化」でラクラク身につく<最強の効率術>
/ 西岡壱誠著. -- 扶桑社, 2018.7.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||NIS 2665671

スヌーピーこんな生き方探してみよう
/ チャールズ・M・シュルツコミック ; 谷川俊太郎訳 ; ほしのゆうこ著.
-- 朝日新聞社, 2005.4. -- (朝日文庫).

人生訓.教
訓

３階文庫架 159||SCH 2665042

ギリシア神話物語
/ 楠見千鶴子 [著]. -- KADOKAWA, 2018.4. -- (角川文庫 ; 20907).

神話.神話
学

３階文庫架 164.31||KUS 2665158

ロボット工学と仏教 : AI時代の科学の限界と可能性
/ 森政弘, 上出寛子著. -- 佼成出版社, 2018.6.

仏教 ３階固定一般 180.4||MOR 2666626

エリア別だから流れがつながる世界史
/ かみゆ歴史編集部編 ; 朝日新聞出版編著. -- 朝日新聞出版,
2017.8.

世界史.文
化史

３階固定一般 209||KAM 2665069

戦国大名と分国法
/ 清水克行著. -- 岩波書店, 2018.7. -- (岩波新書 ; 新赤版 1729).

日本史 ４階新書架 210.4||SHI 2664976

江戸日本の転換点 : 水田の激増は何をもたらしたか
/ 武井弘一著. -- NHK出版, 2015.4. -- (NHKブックス ; 1230).

日本史 ４階文庫架 210.5||TAK 2666341

世界の路地裏を歩いて見つけた「憧れのニッポン」
/ 早坂隆著. -- PHP研究所, 2018.7. -- (PHP新書 ; 1149).

地理.地誌.
紀行

３階固定一般 290.9||HAY 2665751

週末島旅 : 旅作家が本気で選ぶ!
/ 小林希 [著]. -- 幻冬舎, 2018.6. -- (幻冬舎文庫 ; こ-36-3).

日本 ３階文庫架
291.09||KO
B

2665506
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公共政策学
/ 石橋章市朗 [ほか] 著. -- ミネルヴァ書房, 2018.6.

理論．方
法論

３階固定一般 301||ISH 2666588

超ビジュアル日本&世界の未来年表
/ 世界博学倶楽部著. -- PHP研究所, 2018.5.

論文集.評
論集.講演
集

３階固定一般 304||SEK 2665786

自己分析 : 適職へ導く書きこみ式ワークシート
/ 岡茂信著 ; [2012年度版] - [2020年度版]. -- 毎日コミュニケー
ションズ, [2010.8]-. -- (内定獲得のメソッド).

研究法.指
導法.社会
科学教育

３階就職資料架
307.8||OKA||
2020

2666405

就活必修!1週間でできる自己分析 : エントリーシート・面接で失敗し
ない方法
/ 坪田まり子著 ; 2014 - 2020. -- さくら舎, 2012.6-.

研究法.指
導法.社会
科学教育

３階就職資料架
307.8||TSU||
2020

2666431

クルマを捨ててこそ地方は甦る
/ 藤井聡著. -- PHP研究所, 2017.10. -- (PHP新書 ; 1114).

地方自治.
地方行政

３階固定一般 318.6||FUJ 2665743

地域創生の戦略と実践
/ 濱田恵三, 伊藤浩平, 神戸一生編著 ; 山本誠一 [ほか] 著. -- 晃
洋書房, 2018.6.

地方自治.
地方行政

３階固定一般 318.6||HAM 2666571

「地域力」で立ち向かう人口減少社会 : 小さな自治体の地域再生策
/ 熊谷文枝著. -- ミネルヴァ書房, 2018.6.

地方自治.
地方行政

３階固定一般 318.6||KUM 2666561

しくみがわかる
/ 池上彰著 ; テレビ東京報道局編. -- 日本経済新聞出版社,
2013.11. -- (日経ビジネス人文庫 ; 710 . 池上彰のやさしい経済学 ;
1).

経済学.経
済思想

３階文庫架 331||IKE||1 2665638

ニュースがわかる
/ 池上彰著 ; テレビ東京報道局編. -- 日本経済新聞出版社,
2013.11. -- (日経ビジネス人文庫 ; 711 . 池上彰のやさしい経済学 ;
2).

経済学.経
済思想

３階文庫架 331||IKE||2 2665646

戦争体験と経営者
/ 立石泰則著. -- 岩波書店, 2018.7. -- (岩波新書 ; 新赤版 1728).

経済史・事
情.経済体
制

４階新書架 332.8||TAT 2664968

小さくても輝く街の業者たち
/ 石川文洋著. -- 新日本出版社, 2018.7.

企業.経営 ３階固定一般 335.35||ISH 2666596

ファシリテーターの道具箱 : 組織の問題解決に使えるパワーツール
49 : 図でわかる!すぐに役立つ!
/ 森時彦, ファシリテーターの道具研究会著. -- ダイヤモンド社,
2008.3.

経営管理 ３階固定一般 336.2||MOR 2665581

アルバイトだけでもまわるチームをつくろう
/ 鈴木亮 [著]. -- 増補改訂版. -- クロスメディア・パブリッシング.

経営管理 ３階固定一般 336.4||SUZ 2665433
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職場が生きる人が育つ「経験学習」入門
/ 松尾睦著. -- ダイヤモンド社, 2011.11.

経営管理 ３階固定一般
336.47||MA
T

2665591

1分で話せ : 世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝え
る技術
/ 伊藤羊一著. -- SBクリエイティブ, 2018.3.

経営管理 ３階固定一般 336.49||ITO 2665891

ストーリー思考 : 「フューチャーマッピング」で隠れた才能が目覚める
/ 神田昌典著. -- ダイヤモンド社, 2014.12.

経営管理 ３階固定一般 336||KAN 2665603

日本で1日に起きていることを調べてみた : 数字が明かす現代日本
/ 宇田川勝司著. -- ベレ出版, 2018.2.

日本 ３階固定一般 351||UDA 2666091

一緒にいると楽しい人、疲れる人
/ 有川真由美著. -- PHP研究所, 2017.4.

社会学 ３階固定一般 361.4||ARI 2665808

コーチングハンドブック : NLPで最高の能力が目覚める : 知識と経験
を最大化するセンスの磨き方
/ 山崎啓支著. -- 日本能率協会マネジメントセンター, 2016.9.

社会学 ３階固定一般
361.454||YA
M

2665981

総介護社会 : 介護保険から問い直す
/ 小竹雅子著. -- 岩波書店, 2018.7. -- (岩波新書 ; 新赤版 1731).

社会保障 ４階新書架 364.4||ODA 2664992

明日に備える : オークラグループ安心・安全への挑戦
/ オークラグループ東日本大震災記録本編集委員会編. -- オークラ
輸送機, 2017.9.

社会福祉 ３階固定一般
369.31||OK
U

2664933

10年後の世界を生き抜く最先端の教育 : 日本語・英語・プログラミン
グをどう学ぶか
/ 茂木健一郎, 竹内薫著. -- 祥伝社, 2017.11.

教育学.教
育思想

３階固定一般 371.5||MOG 2665514

私たちはこう言った!こう書いた!合格実例集&セオリー : 内定勝者 : エ
ントリーシート、履歴書、面接、志望動機、自己PR
/ キャリアデザインプロジェクト編著 ; 2006 - 2019 面接編. -- PHP
研究所, 2005.1-.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階就職資料架
377.9||KYA||
2019

2666359

エントリーシート完全突破塾
/ 岡茂信著 ; [2011年度版] - [2020年度版]. -- 毎日コミュニケー
ションズ, [2009.10]-. -- (内定獲得のメソッド).

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階就職資料架
377.9||OKA||
2020

2666421

面接担当者の質問の意図
/ 才木弓加著 ; ['12] - ['20]. -- 毎日コミュニケーションズ, [2010.7]-.
-- (内定獲得のメソッド).

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階就職資料架
377.9||SAI||
2020

2666413
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内定者はこう選んだ!業界選び・仕事選び・自己分析・自己PR : 完全
版
/ 坂本直文著 ; '07年度版 - [2020年度版]. -- 高橋書店, [2006.1]-.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階就職資料架
377.9||SAK||
2020

2666383

内定者はこう書いた!エントリーシート・履歴書・志望動機・自己PR :
完全版
/ 坂本直文著 ; ['05年度版] - [2020年度版]. -- 高橋書店, 2004.3-.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階就職資料架
377.9||SAK||
2020

2666391

エントリーシート・履歴書
/ 杉村太郎, 坂本章紀著 ; 2011 - 2019. -- ダイヤモンド社, 2009.9-.
-- (絶対内定 / 杉村太郎著).

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階就職資料架
377.9||SUG||
2019

2666456

自己分析とキャリアデザインの描き方
/ 杉村太郎著 ; 2006 - 2019. -- ダイヤモンド社, 2004.10-. -- (絶対
内定 / 杉村太郎著).

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階就職資料架
377.9||SUG||
2019

2666464

エントリーシート対策
/ 高田貴久著 ; 日経HR編集部編 ; 2017年度版 - 2020年度版. --
日経HR, 2015.12-. -- (日経就職シリーズ . ロジカル・プレゼンテー
ション就活).

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階就職資料架
377.9||TAK||
2020

2666448

ポアンカレ予想
/ 結城浩著. -- SBクリエイティブ, 2018.4. -- (数学ガール / 結城浩
著).

数学 ４階固定一般 410.4||YUK 2665875

ロジックとリーディングに強くなる英語で算数 : Joy of Math
/ 中村かず子著. -- 朝日出版社, 2009.11.

数学
ラーニングコモン
ズ

410.7||NAK 2666189

中学校3年分の数学が教えられるほどよくわかる : なぜ?を解決!
/ 小杉拓也著. -- ベレ出版, 2018.1.

数学 ４階固定一般 410||KOS 2666081

中学・高校6年分の数学が10日間で身につく本
/ 間地秀三著. -- 明日香出版社, 2016.11.

数学 ４階固定一般 410||MAJ 2665689

図解眠れなくなるほど面白い微分積分
/ 大上丈彦監修. -- 日本文芸社, 2018.4.

解析学 ４階固定一般 413.3||OGA 2665654

微分積分で読み解く高校物理 : 教科書よりもわかりやすくおもしろい
/ 中野喜允著. -- KADOKAWA, 2015.9.

物理学 ４階固定一般 420||NAK 2665166

単一光子と量子もつれ光子 : 量子光学と量子光技術の基礎
/ 枝松圭一著. -- 共立出版, 2018.6. -- (基本法則から読み解く物理
学最前線 ; 19).

光学 ４階固定一般 425.1||EDA 2666618
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地球46億年の秘密がわかる本 : 決定版 = Book for understanding
secret of 4.6 billion years of earth's history
/ 地球科学研究倶楽部編. -- 学研プラス, 2017.10.

地球科学.
地学

４階固定一般 450||CHI 2665212

温泉の科学
/ 西川有司著. -- 日刊工業新聞社, 2017.7. -- (B&Tブックス . おもし
ろサイエンス).

地震学 ４階固定一般 453.9||NIS 2665621

ティラノサウルスはすごい
/ 土屋健著. -- 文藝春秋, 2015.6. -- (文春新書 ; 1032).

古生物学.
化石

４階固定一般 457.87||TSU 2665395

最新進化論キーワード図鑑
/ 池田清彦監修. -- 宝島社, 2018.6. -- (宝島社新書 ; 495).

遺伝学 ４階固定一般 467.5||IKE 2665948

海について、あるいは巨大サメを追った一年 : ニシオンデンザメに魅
せられて
/ モルテン・ストロークスネス著 ; 岩崎晋也訳. -- 化学同人, 2018.7.

脊椎動物 ４階固定一般 487.54||STR 2665697

山中伸弥先生に、人生とiPS細胞について聞いてみた
/ 山中伸弥 [著] ; 緑慎也聞き手. -- 講談社, 2016.5. -- (講談社+α
文庫).

基礎医学 ３階文庫架
491.11||YA
M

2665255

不調をなくしたければ腎臓と肝臓のツボを押しなさい
/ 青坂一寛著. -- 宝島社, 2017.7.

臨床医学.
診断・治療

４階固定一般
492.75||AO
S

2665921

肝臓病 : ウイルス性肝炎・肝臓がん・脂肪肝・肝硬変
/ 泉並木著. -- 主婦の友社, 2018.7. -- (よくわかる最新医学).

内科学 ４階固定一般 493.47||IZU 2665301

肝臓病によい食べもの : 正しい食生活が、いちばんの良薬.
-- 土屋書店, [2011.9]. -- (Tsuchiya healthy books . 名医の診察室).

内科学 ４階固定一般 493.47||TAK 2666154

肝炎・肝硬変・肝がん
/ 土本寛二監修. -- 高橋書店, 2018.1. -- (患者のための最新医学).

内科学 ４階固定一般 493.47||TSU 2665549

自分で治す!副腎疲労
/ 本間良子, 本間龍介著. -- 洋泉社, 2015.10.

内科学 ４階固定一般
493.49||HO
N

2665956

ひと目でわかるカロリー事典 : 無理なくやせる!.
-- 成美堂出版, [2009.1].

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般
498.55||MU
N

2665522

日本一の長寿県と世界一の長寿村の腸にいい食事
/ 松生恒夫著. -- PHP研究所, 2018.4. -- (PHP新書 ; 1139).

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般
498.58||MA
T

2665778



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
2018年8月1日～8月15日

図解食べても食べても太らない法
/ 菊池真由子著. -- 三笠書房, 2017.6.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般
498.583||KI
K

2666006

やさしい建築構造力学演習問題集 : 解法手順を身につける書き込
み式ワークブック
/ 浅野清昭著. -- 学芸出版社, 2018.8.

建築構造 ４階固定一般 524.1||ASA 2666601

世界の美しい色の町、愛らしい家.
-- エクスナレッジ, 2015.5.

住宅建築 ４階固定一般 527||SAW 2665701

原発ゼロ社会への道2017 : 脱原子力政策の実現のために.
-- 第2版. -- 原子力市民委員会, 2018.3.

発電 ４階固定一般 543.5||GEN 2664941

第二種電気工事士筆記試験標準解答集
/ オーム社編 ; 2007年版 - 2018年版. -- オーム社, 2006.10-.

送電.変電.
配電

３階資格資料架
544.07||OH
M||2018

2666502

詳解第一種電気工事士筆記試験過去問題集
/ コンデックス情報研究所編著 ; '18年版. -- 成美堂出版, 2018.1.

送電.変電.
配電

３階資格資料架
544.079||KO
N||2018

2666332

ソースコードで体感するネットワークの仕組み : 手を動かしながら基
礎からTCP/IPの実装までがわかる
/ 小俣光之著. -- 技術評論社, 2018.5.

通信工学.
電気通信

４階固定一般
547.48||KO
M

2665832

マスタリングTCP/IP
/ 竹下隆史, 荒井透, 苅田幸雄共著 ; 入門編 - 情報セキュリティ編.
-- オーム社, 1994.6-.

通信工学.
電気通信

４階固定一般
547.482||MI
L

2665425

マスタリングTCP/IP
/ 竹下隆史 [ほか] 共著 ; 入門編. -- 第5版. -- オーム社, 2012.2.

通信工学.
電気通信

４階固定一般
547.482||TA
K

2665417

全196ヵ国おうちで作れる世界のレシピ
/ 本山尚義著. -- ライツ社, 2017.12.

食品.料理 ４階固定一般 596.2||MOT 2666146

一流パティシエのケーキと焼き菓子
/ 河田勝彦 [ほか] 著. -- 世界文化社, 2017.3.

食品.料理 ４階固定一般
596.65||KA
W

2665531

フライパンで作れるまあるいクッキーとタルトとケーキ
/ 若山曜子著. -- ワニブックス, 2017.12.

食品.料理 ４階固定一般
596.65||WA
K

2666065
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首都圏白書
/ 国土庁編 ; 平成2年版 - 平成30年版. -- 大蔵省印刷局, 1990.7-.

産業政策・
行政.総合
開発

４階固定参考
601.13||SHU
||2018

2666545

猫はこうして地球を征服した : 人の脳からインターネット、生態系ま
で
/ アビゲイル・タッカー著 ; 西田美緒子訳. -- インターシフト.

家畜・畜産
動物各論

４階固定一般 645.6||TUC 2665719

Amazon : アマゾンがわかる
/ GAFAリサーチ・ジャパン編著. -- ソシム, 2018.5.

商業経営.
商店

４階固定一般 673.36||GAF 2665964

ブレーン : brain
/ 宣伝会議[編] ; Vol. 58 No. 1 - Vol. 58 No. 9. -- 宣伝会議,
2018.1-.

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||BRA||
'18-9

2666162

"日本一貧乏な観光列車"が走るまで : 「ながまれ海峡号」の奇跡
/ 佐藤優子著. -- ぴあ, 2018.3.

鉄道 ４階固定一般
686.211||SA
T

2665999

私、B級観光地プロデューサーです! : 日本を真の観光立国にする、
とっておきの方法を教えます。
/ 大泉敏郎著. -- ワニ・プラス.

観光事業 ４階固定一般 689.4||OIZ 2666073

美貌のひと : 歴史に名を刻んだ顔
/ 中野京子著. -- PHP研究所, 2018.6. -- (PHP新書 ; 1145).

洋画 ３階固定一般 723||NAK 2665816

風景を極める
/ ブレンダ・サープ著 ; 関利枝子, 倉田真木, 武田正紀訳. -- 日経ナ
ショナルジオグラフィック社. -- (ナショナルジオグラフィック . プロの
撮り方).

撮影技術 ３階固定一般 743.5||THA 2666103

K-POP : 新感覚のメディア
/ 金成◆U739F◆著. -- 岩波書店, 2018.7. -- (岩波新書 ; 新赤版
1730).

声楽 ４階新書架 767.8||KIM 2664984

体力の正体は筋肉
/ 樋口満著. -- 集英社, 2018.4. -- (集英社新書 ; 0930I).

スポーツ.
体育

３階固定一般 780.7||HIG 2665311

チア☆ダン : 「女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの
話」の真実
/ 円山夢久 [著]. -- KADOKAWA, 2018.6. -- (角川文庫 ; ま46-1).

体操. 遊戯 ３階文庫架 781.8||MAR 2665182

システマ戦闘学 : コンバット・システマ-テクニックを超えた自然な動
きと知恵
/ 三谷愛武著. -- BABジャパン, 2017.9.

武術 ３階固定一般 789||MIT 2665972

入門 : 割稽古・客の心得. -- 淡交社,
2010.10. -- (裏千家茶道点前教則 / 千宗室著 ; 1).

茶道 ３階固定一般
791.7||SEN||
1

2665557
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薄茶点前 : 風炉・炉.
-- 淡交社, 2010.12. -- (裏千家茶道点前教則 / 千宗室著 ; 2).

茶道 ３階固定一般
791.7||SEN||
2

2665565

茶の湯をはじめる本. -- 新版. -- 淡交社,
2013.7. -- (茶道文化検定公式テキスト / 茶道文化振興財団監修 ;
4級).

茶道 ３階固定一般 791||KON 2665573

永世七冠羽生善治
/ 羽生善治著. -- 宝島社, 2018.3.

将棋 ３階固定一般
796.021||HA
B

2665931

変幻自在!現代右玉のすべて
/ 青嶋未来著. -- マイナビ出版, 2018.5. -- (マイナビ将棋BOOKS).

将棋 ３階固定一般 796||AOS 2666057

史上最速の攻撃戦法極限早繰り銀
/ 佐藤慎一著. -- マイナビ出版, 2018.1. -- (マイナビ将棋BOOKS).

将棋 ３階固定一般 796||SAT 2666031

戦慄の7七金!奇襲・きんとうん戦法
/ 島本亮著. -- マイナビ出版, 2018.4. -- (マイナビ将棋BOOKS).

将棋 ３階固定一般 796||SHI 2666049

角換わり初段の常識
/ 塚田泰明著. -- 日本将棋連盟.

将棋 ３階固定一般 796||TSU 2666014

サクサク解ける詰将棋練習帳風の巻
/ 詰将棋パラダイス編. -- マイナビ出版, 2017.6. -- (マイナビ将棋文
庫).

将棋 ３階文庫架 796||TSU 2666022

東大院生が開発!頭のいい説明は型で決まる
/ 犬塚壮志著. -- PHP研究所, 2018.5.

言語生活 ３階固定一般 809.2||INU 2665794

人生は「声」で決まる
/ 竹内一郎著. -- 朝日新聞出版, 2018.7. -- (朝日新書 ; 677).

言語生活 ３階固定一般 809.2||TAK 2665051

ことば選び実用辞典
/ 学研辞典編集部編. -- 学習研究社, 2003.11.

辞典 ３階固定参考 813.5||GAK 2665204

文豪の凄い語彙力
/ 山口謠司著. -- さくら舎, 2018.4.

語彙 ３階固定一般 814||YAM 2666121

いい文章には型がある
/ 吉岡友治著. -- PHP研究所, 2013.3. -- (PHP新書 ; 851).

文章.文体.
作文

３階固定一般 816||YOS 2665761
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英語のこころ
/ マーク・ピーターセン著. -- 集英社インターナショナル. -- (インター
ナショナル新書 ; 024).

英語 ３階固定一般 830.4||PET 2665905

英語上達完全マップ : 初級からTOEIC900点レベルまでの効果的勉
強法
/ 森沢洋介著. -- ベレ出版, 2005.10. -- (Beret books).

英語
ラーニングコモン
ズ

830.7||MOR 2666219

1駅1題TOEIC L&R test読解特急 : 新形式対応
/ 神崎正哉, TEX加藤, Daniel Warriner著 ; [1], 2 スピード強化編, 5
ダブルパッセージ編. -- 朝日新聞出版, 2017.5-.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||KAN 2666227

TOEIC L&R TEST初心者特急
/ 神崎正哉, Daniel Warriner著 ; パート1・2, パート3, パート4. -- 朝
日新聞出版, 2017.12-.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||KAN 2666235

TOEIC L&R TEST初心者特急
/ 神崎正哉, Daniel Warriner著 ; パート1・2, パート3, パート4. -- 朝
日新聞出版, 2017.12-.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||KAN 2666243

1駅1題TOEIC L&R test読解特急 : 新形式対応
/ 神崎正哉, TEX加藤, Daniel Warriner著 ; [1], 2 スピード強化編, 5
ダブルパッセージ編. -- 朝日新聞出版, 2017.5-.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||KAN 2666251

TOEIC L&Rテスト基本単語帳
/ 加藤草平 [ほか] 著. -- 研究社, 2018.6.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||KAT 2666553

TOEIC L&R TEST全パート対策 : ぐんぐんスコアがあがる!
/ 松本恵美子, 鈴木瑛子著 ; 超入門編. -- Jリサーチ出版, 2018.4.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||MA
T

2666316

TOEIC test長文読解target600 : 速く読める・速く解ける厳選問題71
問
/ 森田鉄也著. -- New edition. -- Jリサーチ出版, 2017.5.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||MO
R

2666324

TOEIC L&Rテストパート5,6攻略 : 中村澄子のリーディング新・解答
のテクニック
/ 中村澄子著. -- ダイヤモンド社, 2017.10.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||NAK 2666171

素早く読める一生モノのリーディング力が身につく! / 西澤ロイ著. --
実務教育出版, 2018.3.
-- (イングリッシュ・ドクターのTOEIC L&Rテスト最強の根本対策 /
西澤ロイ著 ; Part5).

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||NIS 2666197

TOEIC L&R TEST Part 5のアプローチ
/ Z会編集部, Ross Tulloch, Adam Ezard著. -- Z会CA.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||TUL 2666201

絵で見る英語
/ I.A. リチャーズ, クリスティン・ギブソン [著] ; BOOK1 - BOOK3 CD.
-- 改訂新版. -- アイビーシーパブリッシング. -- (スルーピクチャー
ズシリーズ).

英語
ラーニングコモン
ズ

830||RIC||1 2666286
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絵で見る英語
/ I.A. リチャーズ, クリスティン・ギブソン [著] ; BOOK1 - BOOK3 CD.
-- 改訂新版. -- アイビーシーパブリッシング. -- (スルーピクチャー
ズシリーズ).

英語
ラーニングコモン
ズ

830||RIC||2 2666294

絵で見る英語
/ I.A. リチャーズ, クリスティン・ギブソン [著] ; BOOK1 - BOOK3 CD.
-- 改訂新版. -- アイビーシーパブリッシング. -- (スルーピクチャー
ズシリーズ).

英語
ラーニングコモン
ズ

830||RIC||3 2666308

「さすが!」は英語でなんと言う?
/ ルーク・タニクリフ著. -- 大和書房, 2017.11. -- (だいわ文庫 ;
[334-2E]).

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||TUN 2666278

原民喜 : 死と愛と孤独の肖像
/ 梯久美子著. -- 岩波書店, 2018.7. -- (岩波新書 ; 新赤版 1727).

日本文学 ４階新書架
910.268||KA
K

2664951

英語で読む百人一首
/ ピーター・J.マクミラン著. -- 文藝春秋, 2017.4. -- (文春文庫 ; 編-
4-5).

詩歌
ラーニングコモン
ズ

911.147||MC
M

2666261

この素晴らしい世界に祝福を! : あぁ、駄女神さま
/ 暁なつめ著. -- 角川書店. -- (角川スニーカー文庫 ; あ-6-1-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||AKA 2665077

東京湾海中高校
/ 青柳碧人 [著]. -- 講談社, 2014.5. -- (講談社文庫 ; [あ-118-8]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||AOY 2665247

虚数じかけの夏みかん
/ 青柳碧人 [著]. -- 講談社, 2017.10.
-- (講談社文庫 ; [あ118-12] . 浜村渚の計算ノート / 青柳碧人[著] ;
8さつめ).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||AOY 2665271

つるかめ家の一族
/ 青柳碧人著. -- 講談社, 2018.7. -- (講談社文庫 ; あ118-13).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||AOY 2665298

ダリの繭
/ 有栖川有栖 [著]. -- 角川書店, 1993.12. -- (角川文庫 ; 9219).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||ARI 2665131

フリーター、家を買う。
/ 有川浩 [著]. -- 幻冬舎, 2012.8. -- (幻冬舎文庫 ; あ-34-2).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||ARI 2665492

不在
/ 彩瀬まる著. -- KADOKAWA, 2018.6.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||AYA 2665085

真夜中乙女戦争
/ F著. -- KADOKAWA, 2018.4.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||EFU 2665191
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ラプラスの魔女
/ 東野圭吾 [著]. -- KADOKAWA, 2018.2. -- (角川文庫 ; 20772, [ひ
16-10]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HIG 2665107

密室の鍵貸します : 長編推理小説
/ 東川篤哉著. -- 光文社, 2006.2. -- (光文社文庫).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HIG 2665468

密室に向かって撃て! : 長編推理小説
/ 東川篤哉著. -- 光文社, 2007.6. -- (光文社文庫).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HIG 2665476

学ばない探偵たちの学園 : 長編推理小説
/ 東川篤哉著. -- 光文社, 2009.5. -- (光文社文庫).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HIG 2665484

未来のミライ
/ 細田守 [著]. -- KADOKAWA, 2018.6. -- (角川文庫 ; 20991, [ほ
17-3]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HOS 2665123

ドラゴン・ティアーズ : 龍涙
/ 石田衣良著. -- 文藝春秋, 2011.9. -- (文春文庫 ; [い-47-17] . 池
袋ウエストゲートパーク / 石田衣良著 ; 9).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||ISH 2665409

ブラックペアン1988
/ 海堂尊 [著] ; : 新装版. -- 講談社, 2012.4. -- (講談社文庫 ; [か-
115-4]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KAI 2665221

ブレイズメス1990
/ 海堂尊 [著]. -- 講談社, 2012.5. -- (講談社文庫 ; [か-115-5]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KAI 2665239

スリジエセンター1991
/ 海堂尊 著. -- 講談社, 2018.3. -- (講談社文庫 ; か115-6).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KAI 2665281

くわえ煙草とカレーライス = cigarettes and curry
/ 片岡義男著. -- 河出書房新社, 2018.6.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||KAT 2665441

天地に燦たり
/ 川越宗一著. -- 文藝春秋, 2018.7.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||KAW 2665387

アインクラッド
/ 川原礫 [著] ; [1], [2]. -- アスキー・メディアワークス. -- (電撃文庫
; 1746, 1804 . ソードアート・オンライン / 川原礫 [著] ; 1-2).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||KAW|
|1

2665174

路上のX
/ 桐野夏生著. -- 朝日新聞出版, 2018.2.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||KIR 2665034



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
2018年8月1日～8月15日

別れ際にじゃあのなんて、悲しいこと言うなや
/ 黒瀬陽著. -- 早川書房, 2018.6.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||KUR 2665352

鵜頭川村事件
/ 櫛木理宇著. -- 文藝春秋, 2018.6.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||KUS 2665379

しき
/ 町屋良平著. -- 河出書房新社, 2018.7.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||MAT 2665451

あやかし草紙 : 三島屋変調百物語伍之続
/ 宮部みゆき著. -- KADOKAWA, 2018.4.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||MIY 2665115

ケーキ王子の名推理 (スペシャリテ)
/ 七月隆文著 ; [1], 2, 3. -- 新潮社, 2015.11-. -- (新潮文庫 ; 10406,
10707, 10957, な-93-1, な-93-2, な-93-3).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||NAN||
3

2666511

霊感検定
/ 織守きょうや [著]. -- 講談社, 2016.8. -- (講談社文庫 ; [お124-
1]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||ORI 2665263

ナラタージュ
/ 島本理生[著]. -- 角川書店. -- (角川文庫 ; 15030).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SHI 2665141

青くて痛くて脆い
/ 住野よる著. -- KADOKAWA, 2018.3.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||SUM 2665093

青空と逃げる
/ 辻村深月著. -- 中央公論新社, 2018.3.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||TSU 2665328

風と共にゆとりぬ = Yutori with the wind
/ 朝井リョウ著. -- 文藝春秋, 2017.6.

評論. エッ
セイ. 随筆

３階固定一般 914.6||ASA 2665361

とりあえずウミガメのスープを仕込もう。
/ 宮下奈都著. -- 扶桑社, 2018.6.

評論. エッ
セイ. 随筆

３階固定一般 914.6||MIY 2665662

アーロン収容所 : 西欧ヒューマニズムの限界
/ 会田雄次著. -- 改版. -- 中央公論新社, 2018.1. -- (中公新書 ;
3).

記録.手記.
ルポル
タージュ

４階新書架 916||AID 2665336


