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最新コンテンツ業界の動向とカラクリがよくわかる本 : 業界人、就
職、転職に役立つ情報満載
/ 中野明著. -- 第3版. -- 秀和システム, 2017.8. -- (How-nual図解
入門 . 業界研究).

情報科学 ３階就職資料架 007.35||NAK 2668823

日刊工業新聞縮刷版 2018年 ; CD-ROM版
/ 日刊工業新聞社編 ; 1月号 - 8月号. -- 日刊工業新聞社, 2018.2-.

日本 ＡＶ
071.5||NIK||'
18-8

2669129

幸福とは何か : 思考実験で学ぶ倫理学入門
/ 森村進著. -- 筑摩書房, 2018.9. -- (ちくまプリマー新書 ; 308).

倫理各論 ３階新書架 151.6||MOR 2668211

歴史の読みかた
/ 野家啓一 [ほか] 著 ; 桐光学園, ちくまプリマー新書編集部編. --
筑摩書房, 2018.9. -- (ちくまプリマー新書 ; 306 . 続・中学生からの
大学講義 ; 2).

論文集.評
論集.講演
集

３階新書架 204||TOK 2668203

図説世界を変えた100の文書 (ドキュメント) : 易経からウィキリークス
まで
/ スコット・クリスチャンソン著 ; 松田和也訳. -- 創元社, 2018.6.

世界史.文
化史

３階固定一般 209||CRI 2668955

「明治礼賛」の正体
/ 斎藤貴男著. -- 2018.9. -- (岩波ブックレット ; No. 986).

論文集.評
論集.講演
集

３階固定一般 304||SAI 2668254

マッカーサーは慰安婦がお好き
/ 高山正之著. -- 新潮社, 2018.9. -- (新潮文庫 ; 10987, た-93-8 .
変見自在).

論文集.評
論集.講演
集

３階文庫架 304||TAK 2668718

大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ判断推理
/ 資格試験研究会編. -- 改訂版. -- 実務教育出版, 2016.1.

行政 ３階就職資料架 317.4||SHI 2668777

大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ人文科学
/ 資格試験研究会編. -- 改訂版. -- 実務教育出版, 2015.12.

行政 ３階就職資料架 317.4||SHI 2668785

大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ社会科学
/ 資格試験研究会編. -- 改訂版. -- 実務教育出版, 2015.12.

行政 ３階就職資料架 317.4||SHI 2668866

大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ自然科学
/ 資格試験研究会編. -- 改訂版. -- 実務教育出版, 2015.12.

行政 ３階就職資料架 317.4||SHI 2668882

大卒程度警察官・消防官新スーパー過去問ゼミ文章理解・資料解釈
/ 資格試験研究会編. -- 改訂版. -- 実務教育出版, 2016.1.

行政 ３階就職資料架 317.4||SHI 2668947
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一発合格!甲種危険物取扱者試験〈ここが出る〉問題集
/ 赤染元浩監修. -- ナツメ社, 2016.8.

行政 ３階資格資料架
317.734||AK
A

2668181

甲種危険物取扱者問題集 : 試験に出る超特急マスター
/ リニカ研究所著. -- 弘文社, [2017.4].

行政 ３階資格資料架
317.734||RI
N

2668611

自衛戦力と交戦権を肯定せよ
/ 小山常実著. -- 自由社, 2017.10. -- (自由社ブックレット ; 12).

憲法 ３階固定一般
323.142||KO
Y

2669102

最新総合商社の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就職、転
職に役立つ情報満載
/ 丸紅経済研究所編. -- 第3版. -- 秀和システム, 2015.11. --
(How-nual図解入門 . 業界研究).

企業.経営 ３階就職資料架 335.4||MAR 2668841

バーチャルマネーと企業法務 : 電子マネー・ポイント・電子記録債権
/ 北浜法律事務所編. -- 民事法研究会, 2011.9.

金融.銀行.
信託

３階固定一般 338||KIT 2668378

図解あなたの天職がわかる16の性格 : ストレスなく自分の能力が最
大限評価される仕事が見つかる性格診断
/ ポール・D・ティーガー, バーバラ・バロン著 ; 栗木さつき訳. -- 主婦
の友社, 2018.5.

労働経済.
労働問題

３階就職資料架 366.29||TIE 2668939

教員採用試験中高保健体育らくらくマスター
/ 資格試験研究会編 ; 2013年度版 - 2019年度版. -- 実務教育出
版, 2011.12-.

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階就職資料架
373.7||SHI||
2019

2668769

インターンシップ
/ 熊谷智宏著 ; 2018, 2019, 2020. -- ダイヤモンド社, 2016.6-. -- (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||KUM|
|2020

2668751

内定率の高いかくれた大手・中堅優良企業の見つけ方
/ 中川三樹著. -- 秀和システム, 2017.3.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階就職資料架 377.9||NAK 2668858

就職活動がまるごと分かる本 : いつ?どこで?なにをする?
/ 岡茂信著 ; [2016年度版] - [2020年度版]. -- マイナビ, [2014.8]-.
-- (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

2668793

インターンシップ : 仕事のホントを知る!見る!考える!
/ 岡茂信, 才木弓加, 美土路雅子著 ; ['19], ['20]. -- マイナビ出版,
[2017.4]-. -- (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

2668891
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業界&職種研究ガイド : 自分に合った仕事は何だろう?
/ マイナビ編集部編著 ; [2014年度版] - [2020年度版]. -- マイナビ,
[2012.6]-. -- (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

2668904

和紙植物
/ 有岡利幸著. -- 法政大学出版局, 2018.9. -- (ものと人間の文化
史 ; 181).

風俗習慣.
民俗学.民
族学

３階固定一般
380||MON||1
81

2668271

日本の防衛
/ 防衛庁編 ; [昭和45年] - 平成30年版. -- 防衛庁, [19--]-.

国防史・事
情.軍事
史・事情

３階固定参考
392.1||BOU|
|2018

2668246

「宇宙のすべてを支配する数式」をパパに習ってみた : 天才物理学
者・浪速阪教授の70分講義
/ 橋本幸士著. -- 講談社, 2018.3.

原子物理
学

４階固定一般 429.6||HAS 2668671

超ひも理論をパパに習ってみた : 天才物理学者・浪速阪教授の70
分講義
/ 橋本幸士著. -- 講談社, 2015.2.

原子物理
学

４階固定一般 429.6||HAS 2668688

元素118の新知識 : 引いて重宝、読んでおもしろい
/ 桜井弘編. -- 講談社, 2017.8. -- (ブルーバックス ; B-2028).

物理化学.
理論化学

４階固定一般 431.11||SAK 2669099

植物は「未来」を知っている : 9つの能力から芽生えるテクノロジー革
命
/ ステファノ・マンクーゾ著 ; 久保耕司訳. -- NHK出版, 2018.3.

一般植物
学

４階固定一般 471.3||MAN 2668637

植物は「知性」をもっている : 20の感覚で思考する生命システム
/ ステファノ・マンクーゾ, アレッサンドラ・ヴィオラ著 ; 久保耕司訳. --
NHK出版, 2015.11.

一般植物
学

４階固定一般 471.3||MAN 2668653

鳥の卵 : 小さなカプセルに秘められた大きな謎
/ ティム・バークヘッド著 ; 黒沢令子訳. -- 白揚社, 2018.7.

鳥類 ４階固定一般 488.1||BIR 2668645

ヒトの動き百話 : スポーツの視点からリハビリテーションの視点まで
/ 小田伸午, 市橋則明編. -- 市村出版, 2011.2.

基礎医学 ４階固定一般
491.367||OD
A

2668394

偽りの薬 : 降圧剤ディオバン臨床試験疑惑を追う
/ 河内敏康, 八田浩輔著. -- 新潮社, 2018.9. -- (新潮文庫 ; 10986,
か-85-1).

内科学 ３階文庫架
493.25||KA
W

2669013
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最新健康ビジネスの動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就
職、転職に役立つ情報満載
/ 川上清市著. -- 第2版. -- 秀和システム, 2017.6. -- (How-nual図
解入門 ; 業界研究).

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

３階就職資料架 498||KAW 2668831

下水道関係調査研究年次報告書集 ; CD-ROM版
/ 国土技術政策総合研究所 [編] ; 平成18年度 - 平成28年度. --
国土技術政策総合研究所, 2007.6-.

衛生工学.
都市工学

ＡＶ
518.2||KOK||
2016

2669111

最新環境ビジネスの動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就
職、転職に役立つ情報満載
/ 山守麻衣著. -- 秀和システム, 2016.2. -- (How-nual図解入門 . 業
界研究).

公害.環境
工学

３階就職資料架
519.19||YA
M

2668874

第1種放射線取扱主任者試験完全対策問題集 : 精選問題・出題年
別
/ 三好康彦著 ; 2015年版 - 2018年版. -- オーム社, 2014.11-.

原子力工
学

３階資格資料架
539.6||MIY||
2018

2668076

放射線取扱主任者試験問題集 ; 昭和54年版 第1種 - 2018年版 :
第2種.
 -- 通商産業研究社, 1979-.

原子力工
学

３階資格資料架
539.6||TSU||
2018

2668629

エネルギー管理士〈電気分野〉過去問題集 : 最近12年間の問題と解
答を完全収録 ; 2016年版, 2017年版, 2018年版.
-- オーム社, 2015.12-.

電気工学 ３階資格資料架
540.79||OH
M||2018

2668068

最新電力・ガス業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就
職、転職に役立つ情報満載
/ 本橋恵一著. -- 第4版. -- 秀和システム, 2017.10. -- (How-nual図
解入門 . 業界研究).

電気工学 ３階就職資料架
540.921||M
OT

2668921

最新半導体業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就職、
転職に役立つ情報満載
/ センス・アンド・フォース著. -- 第2版. -- 秀和システム, 2016.2. --
(How-nual図解入門 . 業界研究).

電子工学 ３階就職資料架 549.8||SEN 2668815

生物模倣 : 自然界に学ぶイノベーションの現場から
/ アミーナ・カーン著 ; 松浦俊輔訳. -- 作品社, 2018.5.

その他の
化学工業

４階固定一般 579.9||KHA 2668661

完本しなやかな日本列島のつくりかた : 藻谷浩介対話集
/ 藻谷浩介著. -- 新潮社, 2018.9. -- (新潮文庫 ; 10900, も-44-1).

産業政策・
行政.総合
開発

３階文庫架 601.1||MOT 2669005
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みんなが知らない超優良企業 : 新しいニッポンの業界地図
/ 田宮寛之 [著]. -- 講談社, 2016.5. -- (講談社+α新書 ; 728-1C).

産業史・事
情.物産誌

３階就職資料架 602.1||TAM 2668742

ポイント制度の会計と税務 : カスタマー・ロイヤルティ・プログラムの
すべて
/ 新日本有限責任監査法人編. -- 税務経理協会, 2011.3.

商業経営.
商店

４階固定一般 673.3||SHI 2668361

ニッポンを元気にするロゴ&マーク. -- 誠文堂新光社, 2018.10.
-- (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. 81).

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||DEZ||
(65)

2669081

最新鉄道業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就職、転
職に役立つ情報満載
/ 佐藤信之著. -- 第3版. -- 秀和システム, 2016.3. -- (How-nual図
解入門 . 業界研究).

鉄道 ３階就職資料架 686.21||SAT 2668807

最新通信業界の動向とカラクリがよくわかる本 : 業界人、就職、転職
に役立つ情報満載
/ 中野明著. -- 第4版. -- 秀和システム, 2017.7. -- (How-nual図解
入門 . 業界研究).

電気通信
事業

３階就職資料架 694.21||NAK 2668912

スポーツと寿命
/ 大澤清二著. -- 朝倉書店, 1998.12. -- (現代の体育・スポーツ科
学).

スポーツ.
体育

３階固定一般
780.19||OS
A

2668335

筋肉はエンジンである : イラストでみるスポーツ科学
/ 宮下充正, 勝井三雄編 ; 渡辺富士雄イラスト ; 田中晋デザイン ;
東京大学教育学部体育学研究室 [シナリオ] ; 大道等 [ほか] 執筆.
-- 大修館書店, 1988.7.

スポーツ.
体育

３階固定一般
780.193||MI
Y

2668408

コーチング : 人を育てる心理学
/ 武田建著. -- 誠信書房, 1985.9.

スポーツ.
体育

３階固定一般 780.7||TAK 2668386

スポーツを10倍楽しむ統計学 : データで一変するスポーツ観戦
/ 鳥越規央著. -- 化学同人, 2015.5. -- (DOJIN選書 ; 65).

スポーツ.
体育

３階固定一般 780||TOR 2668327

英会話イメージリンク習得法 : 英会話教室に行く前に身につけてお
きたいネイティブ発想
/ 遠藤雅義著. -- 英会話エクスプレス出版, 2013.10.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.7||END 2668173

中学英語を5日間でやり直す本 : これで「読む」「書く」「話す」が自由
自在!
/ 小池直己, 佐藤誠司著 ; パワーアップ編. -- PHP研究所, 2005.3. -
- (PHP文庫).

英語
ラーニングコモン
ズ

830||KOI 2668572
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高校英語を5日間でやり直す本 : 楽しみながら、らくらくマスター!
/ 小池直己,佐藤誠司著. -- PHP研究所, 2006.9. -- (PHP文庫).

英語
ラーニングコモン
ズ

830||KOI 2668581

英会話・ぜったい・音読
/ 国弘正雄編 ; 千田潤一トレーニング指導 ; 標準編, 入門編, 挑戦
編. -- 講談社インターナショナル, 2006.10-2009.4. -- (CDブック).

英語
ラーニングコモン
ズ

830||KUN 2668114

英会話・ぜったい・音読
/ 国弘正雄編 ; 千田潤一トレーニング指導 ; 標準編, 入門編, 挑戦
編. -- 講談社インターナショナル, 2006.10-2009.4. -- (CDブック).

英語
ラーニングコモン
ズ

830||KUN 2668131

「英語のしくみ」を5日間で完全マスターする本
/ 佐藤誠司, 小池直己著. -- PHP研究所, 2016.5. -- (PHP文庫 ; [さ
53-2]).

文法.語法
ラーニングコモン
ズ

835||SAT 2668556

初めて話す人、通じるか不安な人の海外旅行ひとこと英会話CD-
BOOK
/ 藤田英時著. -- 主婦の友インフォス情報社.

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||FUJ 2668149

1分間英語で京都を案内する
/ 広瀬直子著. -- KADOKAWA, 2014.3. -- (中経の文庫 ; ひ-8-2).

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||HIR 2668092

その英語では相手に失礼!30分で身に付くハートが伝わる英語力
/ 斎藤裕紀恵著. -- 秀和システム, 2017.8.

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||SAI 2668157

中学英単語でいきなり英会話 : 動詞・前置詞・助動詞…
/ 田畑あや子著. -- 永岡書店, 2017.4.

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||TAB 2668599

たったの3語で英会話!
/ ディビッド・セイン, 窪嶋優子著. -- 明日香出版社, 2018.6. -- (CD
BOOK)(Asuka business & language books).

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||THA 2668165

会話がとぎれない英語の雑談18のルール
/ デイビッド・セイン著. -- アスコム, 2016.3. -- (アスコムmini bookシ
リーズ).

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||THA 2668564

話すための英語力
/ 鳥飼玖美子著. -- 講談社, 2017.2. -- (講談社現代新書 ; 2411).

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||TOR 2668106

小説は君のためにある : よくわかる文学案内
/ 藤谷治著. -- 筑摩書房, 2018.9. -- (ちくまプリマー新書 ; 309).

文学理論・
作法

３階新書架 901.3||FUJ 2668221
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山崎豊子読本
/ 新潮文庫編集部編. -- 新潮社, 2018.9. -- (新潮文庫 ; 10985, や-
5-71).

日本文学 ３階文庫架
910.268||SH
I

2668998

ところで死神は何処から来たのでしょう?
/ 榎田ユウリ著. -- 新潮社, 2018.9. -- (新潮文庫 ; 10992, え-25-3).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||EDA 2669056

軽薄
/ 金原ひとみ著. -- 新潮社, 2018.9. -- (新潮文庫 ; 10982, か-54-
4).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KAN 2668971

もしも高校四年生があったら、英語を話せるようになるか
/ 金沢優著. -- 幻冬舎メディアコンサルティング.

小説.物語
ラーニングコモン
ズ

913.6||KAN 2668602

抱く女
/ 桐野夏生著. -- 新潮社, 2018.9. -- (新潮文庫 ; 10978, き-21-8).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KIR 2669048

東京カジノパラダイス
/ 楡周平著. -- 新潮社, 2018.9. -- (新潮文庫 ; 10981, に-20-7).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||NIR 2668696

十津川警部「吉備古代の呪い」
/ 西村京太郎著. -- 新潮社, 2018.9. -- (新潮文庫 ; 10980, に-5-
36).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||NIS 2668981

永遠とは違う一日
/ 押切もえ著. -- 新潮社, 2018.9. -- (新潮文庫 ; 10983, お-103-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||OSH 2668734

工場
/ 小山田浩子著. -- 新潮社, 2018.9. -- (新潮文庫 ; 10995, お-95-
2).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||OYA 2668701

不連続殺人事件
/ 坂口安吾著. -- 新潮社, 2018.9. -- (新潮文庫 ; 10988, さ-2-3).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SAK 2668963

雪山の檻 : ノアの方舟調査隊の殺人
/ 周木律著. -- 新潮社, 2018.9. -- (新潮文庫 ; 10984, し-84-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SYU 2668726

食べる女 : 決定版
/ 筒井ともみ著. -- 新潮社, 2018.9. -- (新潮文庫 ; 10974, つ-22-3).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||TSU 2668191
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鍵のかかった部屋 : 5つの密室
/ 似鳥鶏 [ほか] 著. -- 新潮社, 2018.9. -- (新潮文庫 ; 10994, し-
21-104).

小説.物語 ３階文庫架 913.68||NIT 2669064

誰でも笑える英語落語 = Rakugo in English
/ 立川志の春著. -- 新潮社, 2013.12.

小説.物語
ラーニングコモン
ズ

913.7||TAT 2668122

嘘ばっかり
/ ジェフリー・アーチャー [著] ; 戸田裕之訳. -- 新潮社, 2018.9. --
(新潮文庫 ; 10989, ア-5-47).

小説.物語 ３階文庫架 933.7||ARC 2669031

北氷洋
/ イアン・マグワイア[著] ; 高見浩訳. -- 新潮社, 2018.9. -- (新潮文
庫 ; 10990, マ-32-1).

小説.物語 ３階文庫架 933.7||MAG 2669021


