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学びを結果に変えるアウトプット大全
/ 樺沢紫苑著. -- サンクチュアリ出版, 2018.8. -- (Sanctuary books).

知識.学問.
学術

３階固定一般 002.7||KAB 2670411

これから学会発表する若者のために : ポスターと口頭のプレゼン技
術
/ 酒井聡樹著. -- 第2版. -- 共立出版, 2018.7.

知識.学問.
学術

３階固定一般 002.7||SAK 2670399

創造するということ
/ 宇野重規著 ; 東浩紀著 ; 原研哉著 ; 堀江敏幸著 ; 稲葉振一郎著
; 柴田元幸著 ; 中島義道著 ; 桐光学園編 ; ちくまプリマー新書編集
部編. -- 筑摩書房, 2018.10. -- (ちくまプリマー新書 ; 307).

知識.学問.
学術

３階新書架 002||UNO 2670275

ゲームAIと深層学習 : ニューロ進化と人間性
/ 伊庭斉志著. -- オーム社, 2018.8.

情報科学 ４階固定一般 007.13||IBA 2671727

The four : GAFA (ガーファ) : 四騎士が創り変えた世界
/ スコット・ギャロウェイ著 ; 渡会圭子訳. -- 東洋経済新報社,
2018.8.

情報科学 ４階固定一般 007.35||GAL 2672049

栢木先生のITパスポート試験教室 : イメージ&クレバー方式でよくわ
かる
/ 栢木厚著 ; 平成21年度 - 平成30年度. -- 技術評論社, 2009.1-.

情報科学 ３階資格資料架 007.6||KAY 2670811

サイバーセキュリティ
/ 谷脇康彦著. -- 岩波書店, 2018.10. -- (岩波新書 ; 新赤版 1742).

情報科学 ４階新書架
007.609||TA
N

2671859

プログラミングRust
/ Jim Blandy, Jason Orendorff著 ; 中田秀基訳. -- オライリー・ジャ
パン.

情報科学 ４階固定一般 007.64||BLA 2671735

コンピュータサイエンス探偵の事件簿 : データ構造と探索アルゴリズ
ムが導く真実
/ Jeremy Kubica著 ; 鈴木幸敏訳. -- オライリー・ジャパン.

情報科学 ４階固定一般 007.64||JER 2671191

たのしくまなぶPython(パイソン)プログラミング図鑑
/ キャロル・ヴォーダマン [ほか] 著 ; 山崎正浩訳. -- 創元社,
2018.8.

情報科学 ４階固定一般
007.64||VO
R

2671786

情報システム概論
/ 和泉順子, 櫻井茂明, 中村文隆共著. -- サイエンス社, 2018.10. --
(Information & computing ; 118).

情報科学 ４階固定一般
007||COM||1
18

2670291
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図書館とゲーム : イベントから収集へ
/ 井上奈智, 高倉暁大, 日向良和著. -- 日本図書館協会, 2018.10. -
- (JLA図書館実践シリーズ ; 39).

図書館.図
書館学

３階固定一般
010||JLA||3
9

2670453

世界図書館遺産 : 壮麗なるクラシックライブラリー23選
/ ギヨーム・ド・ロビエ写真 ; ジャック・ボセ著 ; 遠藤ゆかり訳. -- 創
元社, 2018.5.

図書館建
築.図書館
設備

３階固定参考 012||BOS 2671042

本の虫の本
/ 林哲夫[ほか]著 ; 赤井稚佳イラストレーション. -- 創元社, 2018.8.

図書.書誌
学

４階固定一般 020.4||HAY 2672091

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 - 9月号. -- 日刊工業新聞社, 2018.2-.

日本 ＡＶ
071.5||NIK||'
18-9

2671531

ワ・タ・シ・の思想家ずかん
/ ゆも著・イラスト. -- 清水書院, 2018.8.

哲学史 ３階固定一般 102.8||YUM 2670721

あなたを困らせるナルシシストとのつき合い方 : 病的な自己愛者を
身近にもつ人のために
/ ウェンディ・ビヘイリー著 ; 伊藤絵美, 吉村由未監訳. -- 誠信書房,
2018.7.

異常心理
学

３階固定一般 145.73||BEH 2670381

人間関係が楽になるアドラーの教え
/ 岩井俊憲著. -- 大和書房, 2018.6. -- (だいわ文庫 ; 372-1D).

臨床心理
学.精神分
析学

３階文庫架 146.8||IWA 2671239

フツウの私を120分で品格(オーラ)のある女性にして下さい! : 中身を
変えずに“最高に大切に扱われる女"になるスゴイ方法
/ 森下あさみ著. -- WAVE出版, 2018.10.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159.6||MOR 2672235

修養 : 自分を磨く小さな習慣 : 新渡戸稲造の不朽の名著
/ 新渡戸稲造著. -- 三笠書房, 2018.8.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||NIT 2670641

成功を決めるのは才能よりも運 : FORTUNE REVOLUTION
/ 野呂エイシロウ著. -- 大和書房, 2018.7.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||NOR 2671123

人生が劇的に好転するグチ癖リセット術
/ 植西聰著. -- 大和書房, 2018.8.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||UEN 2672065

禅とジブリ
/ 鈴木敏夫著. -- 淡交社, 2018.7.

各宗 ３階固定一般 188.8||SUZ 2671409



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10月16日～10月31日

研究の歩み
/ 金関恕, 佐原眞編集. -- 第2版. -- 雄山閣出版, 1997.8. -- (弥生
文化の研究 / 金関恕, 佐原眞編 ; 第10巻).

日本史 ３階固定一般 210.2||KAN 2670216

大化改新を考える
/ 吉村武彦著. -- 岩波書店, 2018.10. -- (岩波新書 ; 新赤版 1743).

日本史 ４階新書架 210.34||YOS 2671867

中世武士畠山重忠 : 秩父平氏の嫡流
/ 清水亮著. -- 吉川弘文館, 2018.11. -- (歴史文化ライブラリー ;
477).

日本史 ３階固定一般 210.42||SHI 2672014

時間/空間の戦後ドイツ史 : いかに「ひとつの国民」は形成されたの
か
/ 高橋秀寿著. -- ミネルヴァ書房, 2018.7. -- (MINERVA歴史・文化
ライブラリー ; 34).

ドイツ.中欧 ３階固定一般
234.075||TA
K

2671654

歴史がわかる!世界の国旗図鑑
/ 苅安望著. -- 山川出版社, 2018.8.

系譜.家史.
皇室

３階固定一般 288.9||KAR 2672171

今こそ学ぼう地理の基本
/ 長谷川直子編. -- 山川出版社, 2018.8.

地理.地誌.
紀行

３階固定一般 290||HAS 2672154

英語で案内する日本の伝統・大衆文化辞典
/ 森口稔編著 ; William S. Pfeiffer英文校閲. -- 三省堂, 2018.7.

日本 ３階固定参考
291.033||M
OR

2671336

図解でわかる時事重要テーマ100 : 業界・企業研究にも使える ;
2020年度版.
-- 日経HR, 2018.9. -- (日経就職シリーズ).

研究法.指
導法.社会
科学教育

３階就職資料架
307.8||NIK||
2020

2670933

「大卒程度」警察官採用試験問題集 : 公務員試験
/ 資格試験研究会編 ; 2008年度版 - 2020年度版. -- 実務教育出
版, 2006.11-.

行政 ３階就職資料架
317.7||SHI||
2020

2670941

地方版エリアマネジメント
/ 上野美咲著. -- 日本経済評論社, 2018.7.

地方自治.
地方行政

３階固定一般 318.6||UEN 2671557

日米安保体制史
/ 吉次公介著. -- 岩波書店, 2018.10. -- (岩波新書 ; 新赤版 1741).

外交.国際
問題

４階新書架
319.105||YO
S

2671841

民法「財産法」基本判例
/ 新美育文 [ほか] 編著. -- 有斐閣, 2018.7.

民法 ３階固定一般 324.2||NIM 2671549
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「新民法典」の成立 : その新たな解釈論
/ 石崎泰雄著. -- 信山社, 2018.4. -- (信山社ブックス).

民法 ３階固定一般 324.4||ISH 2671182

国境なき助産師が行く : 難民救助の活動から見えてきたこと
/ 小島毬奈著. -- 筑摩書房, 2018.10. -- (ちくまプリマー新書 ; 310).

国際法 ３階新書架 329.36||KOJ 2670283

オルテス国民経済学
/ ジャンマリア・オルテス著 ; 藤井盛夫訳. -- 日本経済評論社,
2018.7.

経済学.経
済思想

３階固定一般 331||OLU 2671281

移民国家アメリカの歴史
/ 貴堂嘉之著. -- 岩波書店, 2018.10. -- (岩波新書 ; 新赤版 1744).

人口.土地.
資源

４階新書架
334.453||KI
D

2671875

モチベーション3.0
/ ダニエル・ピンク著 ; 大前研一訳. -- 講談社, 2015.11. -- (講談社
+α文庫 ; [G263-1]).

経営管理 ３階文庫架 336.4||PIN 2672103

ひと言で伝えろ : できる人は「誰でも」「短く」話している
/ 石田章洋著. -- WAVE出版, 2018.8.

経営管理 ３階固定一般 336.49||ISH 2670771

博報堂で学んだ負けないプレゼン : 3ステップで「刺さる」プレゼンが
できる!
/ 須藤亮著. -- ダイヤモンド社, 2018.7.

経営管理 ３階固定一般 336.49||SUD 2670674

論点で学ぶ原価計算
/ 清水孝著. -- 新世社. -- (ライブラリ論点で学ぶ会計学 / 醍醐聰,
上總康行編 ; 4).

経営管理 ３階固定一般 336.85||SHI 2670781

申し訳ない、御社をつぶしたのは私です。 : コンサルタントはこうして
組織をぐちゃぐちゃにする
/ カレン・フェラン著 ; 神崎朗子訳. -- 大和書房, 2018.6. -- (だいわ
文庫 ; 373-1G).

経営管理 ３階文庫架 336||PHE 2671328

謝る力
/ 城島徹著. -- 清水書院, 2018.8.

社会学 ３階固定一般 361.4||JOJ 2670704

慶応卒の落語家が教える「また会いたい」と思わせる気づかい
/ 立川談慶著. -- WAVE出版, 2018.9.

社会学 ３階固定一般
361.454||TA
T

2672057

系譜から学ぶ社会調査 : 20世紀の「社会へのまなざし」とリサーチ・
ヘリテージ
/ 小林多寿子著. -- 嵯峨野書院, 2018.7.

社会学 ３階固定一般 361.9||KOB 2671662
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性の多様性ってなんだろう?
/ 渡辺大輔著. -- 平凡社, 2018.6. -- (中学生の質問箱).

家族問題.
男性・女性
問題.老人
問題

３階固定一般 367.9||WAT 2671344

大都市災害と防災福祉コミュニティ : 東京圏、大阪圏、名古屋圏
/ 川村匡由著. -- 大学教育出版, 2018.9.

社会福祉 ３階固定一般 369.3||KAW 2672031

読んでわかる教育心理学
/ 多鹿秀継 [ほか] 共著. -- サイエンス社, 2018.7. -- (ライブラリ読
んでわかる心理学 ; 5).

教育学.教
育思想

３階固定一般 371.4||TAJ 2670747

不登校の子どもに親ができること : 4つのタイプ別対処法
/ C.A.カーニー著 ; 今井必生訳. -- 創元社, 2018.8.

教育学.教
育思想

３階固定一般 371.42||CAR 2672073

教育の方法と技術
/ 篠原正典, 荒木寿友編著. -- ミネルヴァ書房, 2018.3. -- (新しい教
職教育講座 / 原清治 [ほか] 監修 . 教職教育編 ; 10).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階固定一般
373.7||ATA||
10

2671931

教育実習・学校体験活動
/ 小林隆, 森田真樹編著. -- ミネルヴァ書房, 2018.8. -- (新しい教職
教育講座 / 原清治 [ほか] 監修 ; 教職教育編 ; 13).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階固定一般
373.7||ATA||
13

2671948

教職論
/ 久保富三夫, 砂田信夫編著. -- 初版. -- ミネルヴァ書房, 2018.3. -
- (新しい教職教育講座 / 原清治 [ほか] 監修 . 教職教育編 ; 2).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階固定一般
373.7||ATA||
2

2671891

教育課程・教育評価
/ 細尾萌子, 田中耕治編著. -- ミネルヴァ書房, 2018.3. -- (新しい教
職教育講座 / 原清治 [ほか] 監修 . 教職教育編 ; 6).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階固定一般
373.7||ATA||
6

2671905

総合的な学習の時間
/ 森田真樹, 篠原正典編著. -- 初版. -- ミネルヴァ書房, 2018.3. --
(新しい教職教育講座 / 原清治 [ほか] 監修 . 教職教育編 ; 8).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階固定一般
373.7||ATA||
8

2671913

特別活動
/ 中村豊, 原清治編著. -- ミネルヴァ書房, 2018.3. -- (新しい教職教
育講座 / 原清治 [ほか] 監修 . 教職教育編 ; 9).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階固定一般
373.7||ATA||
9

2671921
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教員の在り方と資質向上
/ 田邊昭雄, 原田恵理子, 森山賢一著. -- 大学教育出版, 2018.8. --
(基礎基本シリーズ ; 4).

学校経営・
管理.学校
保健

３階固定一般 374.3||TAN 2671808

最高の授業 : スパイダー討論が教室を変える
/ アレキシス・ウィギンズ [著] ; 吉田新一郎訳. -- 新評論, 2018.5.

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

３階固定一般 375.1||WIG 2671395

社会科教育と災害・防災学習 : 東日本大震災に社会科はどう向き合
うか
/ 日本社会科教育学会編. -- 明石書店, 2018.8.

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

３階固定一般 375.3||NIH 2671794

保育と心理臨床をつなぐ : 保育者・心理職・保護者の協働をめざして
/ 滝口俊子, 井上宏子, 井口眞美編著. -- ミネルヴァ書房, 2018.7.

幼児・初
等・中等教
育

３階固定一般 376.1||TAK 2671671

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 - 2020 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||
2020

2672219

消えゆくアジアの水上居住文化
/ 畔柳昭雄編著 ; 市川尚紀, 舟岡徳朗共著. -- 鹿島出版会, 2018.8.

衣食住の
習俗

３階固定一般 383.9||KUR 2670755

金属伝説で日本を読む
/ 井上孝夫著. -- 東信堂, 2018.4.

伝説.民話
［昔話］

３階固定一般 388.1||INO 2671247

インフォグラフィックで見るサイエンスの世界 : ビッグバンから人工知
能まで
/ トム・キャボット著 ; 柴田浩一, 千葉啓恵訳. -- 創元社, 2018.8.

自然科学 ４階固定参考 400||CAB 2671816

科学大図鑑
/ アダム・ハート=デイヴィスほか著 ; 田淵健太訳. -- 三省堂,
[2018.9].

科学史・事
情

４階固定参考 402||HAR 2670437

なぜ科学はストーリーを必要としているのか : ハリウッドに学んだ伝
える技術
/ ランディ・オルソン著 ; 坪子理美訳. -- 慶應義塾大学出版会,
2018.7.

研究法.指
導法.科学
教育

４階固定一般 407||TSU 2672111

理工系のための超頑張らないプレゼン入門
/ 安田陽著. -- オーム社, 2018.8.

研究法.指
導法.科学
教育

４階固定一般 407||YAS 2670763
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「こころ」はいかにして生まれるのか : 最新脳科学で解き明かす「情
動」
/ 櫻井武著. -- 講談社, 2018.10. -- (ブルーバックス ; B-2073).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
073

2671981

地球46億年気候大変動 : 炭素循環で読み解く、地球気候の過去・現
在・未来
/ 横山祐典著. -- 講談社, 2018.10. -- (ブルーバックス ; B-2074).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
074

2671999

日本列島の下では何が起きているのか : 列島誕生から地震・火山
噴火のメカニズムまで
/ 中島淳一著. -- 講談社, 2018.10. -- (ブルーバックス ; B-2075).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
075

2672006

アンケート分析入門 : Excelによる集計・評価・分析
/ 菅民郎著. -- オーム社, 2018.6.

確率論.数
理統計学

４階固定一般 417||KAN 2671141

シンプルな物理学 : 身近な疑問を数理的に考える23講
/ ポール・J.ナーイン著 ; 河辺哲次訳. -- 共立出版, 2018.7.

物理学 ４階固定一般 420||NAH 2670372

ゲージヒッグス統合理論 : 素粒子標準理論のその先へ
/ 細谷裕著. -- サイエンス社, 2018.10. -- (臨時別冊・数理科学 .
SGCライブラリ ; 143).

理論物理
学

４階固定一般 421.3||HOS 2670691

川原の石図鑑
/ 柴山元彦編著. -- 東方出版, 2018.8. -- (関西地学の旅 ; 12).

岩石学 ４階固定一般
458.216||SH
I

2670666

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-.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

３階資格資料架
498.14||TSU
||2018

2670593

一生太らない食事術
/ 中野ジェームズ修一著. -- 大和書房, 2018.6. -- (だいわ文庫 ;
228-6A).

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

３階文庫架
498.583||NA
K

2671221

AutoCAD LT標準教科書 : AutoCAD LT2019対応 : 初心者から実務
者まですぐに役立つ!
/ 中森隆道著. -- 鳥影社, 2018.6.

工業基礎
学

４階固定一般 501.8||NAK 2671361

作る!超リアルなジオラマ : 材料探しから作品発信まで完全マスター
/ 情景師アラーキー著. -- 誠文堂新光社, 2016.8.

研究法.指
導法.技術
教育

４階固定一般 507.9||JOK 2670445

プラモデルの教科書 : はじめての組み立てと筆塗り
/ 河野嘉之著. -- 新紀元社, 2015.9.

研究法.指
導法.技術
教育

４階固定一般 507.9||KAW 2672201
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MOZU超絶精密ジオラマワーク
/ MOZU著. -- 玄光社, 2017.10.

研究法.指
導法.技術
教育

４階固定一般 507.9||MOZ 2672197

図説近代日本土木史.
-- 土木学会土木史研究委員会.

建設工学.
土木工学

４階固定一般
510.21||DO
B

2671093

技術士第二次試験建設部門合格指南
/ 堀与志男, 伊藤功, 大脇好男, 西脇正倫, 松谷孝広著 ; 日経コンス
トラクション編 ; 2018年版. -- 日経BP社.

建設工学.
土木工学

３階資格資料架
510.7||NIK||
2018

2670951

土木計画学 : 公共選択の社会科学
/ 藤井聡著. -- 改訂版. -- 学芸出版社, 2018.8.

土木設計・
施工法

４階固定一般 513.1||FUJ 2671761

公共R不動産のプロジェクトスタディ : 公民連携のしくみとデザイン
/ 公共R不動産編 ; 馬場正尊 [ほか] 著. -- 学芸出版社, 2018.6.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||BAB 2671379

「暮らしやすさ」の都市戦略 : ポートランドと世田谷をつなぐ
/ 保坂展人著. -- 岩波書店, 2018.8.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||HOS 2671824

「モータウン」のデザイン
/ 堀田典裕著. -- 名古屋大学出版会, 2018.6.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||HOT 2671204

まちの価値を高めるエリアマネジメント
/ 小林重敬, 森記念財団編著. -- 学芸出版社, 2018.6.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||KOB 2671255

コミュニティによる地区経営 : コンパクトシティを超えて
/ 大野秀敏 [ほか] 著. -- 鹿島出版会, 2018.9.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||ONO 2671751

マーケットでまちを変える : 人が集まる公共空間のつくり方
/ 鈴木美央著. -- 学芸出版社, 2018.6.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||SUZ 2671387

欧米の建築家 日本の建築士.
-- 井上書院.

建築学 ４階固定一般 520.7||TOT 2671352

ラクラク突破の2級建築士スピード学習帳 : 頻出項目の要点解説+問
題集 ; 2014 - 2018.
-- エクスナレッジ, 2013.11-. -- (エクスナレッジムック . 建築知識).

建築学 ３階資格資料架
520.79||EKU
||2018

2672227

Besides, history : Go Hasegawa Kersten Geers David Van Severen
/ edited by Giovanna Borasi ; with contributions from Bas Princen
and Stefano Graziani ; translated by Tomoko Sakamoto. -- 鹿島出
版会, 2018.6.

建築学 ４階固定一般 520.87||HAS 2671077
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明治神宮の建築 : 日本近代を象徴する空間
/ 藤岡洋保著. -- 鹿島出版会, 2018.8.

日本の建
築

４階固定一般
521.817||FU
J

2670828

日本建築の形
/ 齋藤裕著・写真 ; 1, 2. -- TOTO出版, 2016.9-.

日本の建
築

城郭研究所 521||SAI||1 2670321

日本建築の形
/ 齋藤裕著・写真 ; 1, 2. -- TOTO出版, 2016.9-.

日本の建
築

城郭研究所 521||SAI||2 2670331

ゴシックの匠 : ウィトルウィウス建築書とルネサンス
/ アンドレアス・グローテ著 ; 柳井浩, 岩谷秋美訳. -- 鹿島出版会,
2018.6.

西洋の建
築.その他
の様式の
建築

４階固定一般
523.04||GR
O

2671034

図説建築材料
/ 武田雄二, 西脇進, 鷲見勇平著. -- 学芸出版社, 2018.8.

建築構造 ４階固定一般 524.2||TAK 2671697

住宅デザインの実際 : 進化する間取り/外断熱住宅
/ 黒澤和隆編著. -- 共立出版, 2018.5.

住宅建築 ４階固定一般 527.1||KUR 2671174

ディズニー、NASAが認めた遊ぶ鉄工所
/ 山本昌作著. -- ダイヤモンド社, 2018.7.

機械工作.
工作機械

４階固定一般
532.067||YA
M

2670267

自動車工学の基礎
/ 近森順編. -- 名古屋大学出版会, 2018.6.

自動車工
学

４階固定一般 537||CHI 2671263

エックス線作業主任者試験攻略問題集
/ 三好康彦著 ; 2018年版. -- オーム社, 2018.1.

原子力工
学

３階資格資料架
539.68||MIY|
|2018

2670798

電験三種徹底解説テキスト理論
/ 電験三種教育研究会編 ; 2006 - [平成31年度試験版]. -- 実教出
版, 2005.10-.

電気工学 ３階資格資料架 540.79||DEN 2671689

電験三種ステップアップ問題集 : 合格への総仕上げ!
/ 電験三種教育研究会編 ; 平成24年度試験版 - 平成30年度試験
版. -- 実教出版, [2011.9]-.

電気工学 ３階資格資料架
540.79||DEN
||2018

2670607

電験3種過去問題集 ; 平成28年版, 平成29年版, 平成30年版.
-- 電気書院, 2015.12-.

電気工学 ３階資格資料架
540.79||DEN
||2018

2670615

電験2種模範解答集 ; 平成30年版.
-- 電気書院, 2017.12.

電気工学 ３階資格資料架
540.79||DEN
||2018

2670623
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電験2種一次試験過去問マスタ理論の15年間 : テーマ別でがっつり
学べる ; 平成30年版.
-- 電気書院, 2018.2.

電気工学 ３階資格資料架
540.79||DEN
||2018

2670631

電験三種徹底解説テキスト法規
/ 電験三種教育研究会編 ; 2006 - [平成31年度試験版]. -- 実教出
版, 2005.10-.

電気工学 ３階資格資料架
540.79||DEN
||2019

2670968

電験三種徹底解説テキスト機械
/ 電験三種教育研究会編 ; 2006 - [平成31年度試験版]. -- 実教出
版, 2005.10-.

電気工学 ３階資格資料架
540.79||DEN
||2019

2670976

電験三種徹底解説テキスト電力
/ 電験三種教育研究会編 ; 2006 - [平成31年度試験版]. -- 実教出
版, 2005.10-.

電気工学 ３階資格資料架
540.79||DEN
||2019

2670984

電験二種徹底マスター機械
/ 飯田芳一共著 ; 早苗勝重共著 ; 半田進共著. -- 改訂2版. -- オー
ム社, 2018.8.

電気工学 ３階資格資料架 540.79||IDA 2671719

第二種電気工事士技能試験公表問題の合格解答
/ オーム社編 ; 2009年版 - 2018年版. -- オーム社, 2009.3-. --
(License books).

送電.変電.
配電

３階資格資料架
544.07||OH
M||2018

2670992

日建学院1級電気工事施工管理技士学科過去問解説集
/ 1級電気工事施工管理技士教材研究会編著 ; 2018年版. -- 建築
資料研究社, 2017.10.

送電.変電.
配電

３階資格資料架
544.079||IK
K||2018

2671001

やさしく学ぶ第一級陸上特殊無線技士試験
/ 吉村和昭著. -- 改訂2版. -- オーム社, 2018.8.

通信工学.
電気通信

３階資格資料架
547.507||YO
S

2670801

コンピュータ工学の基礎
/ 浅川毅著. -- 東京電機大学出版局, 2018.9.

情報工学 ４階固定一般 548.2||ASA 2671701

Raspberry Piでスーパーコンピュータをつくろう!
/ Carlos R.Morrison著 ; 齊藤哲哉訳. -- 共立出版, 2018.8.

情報工学 ４階固定一般
548.291||M
OR

2671743

毎朝、迷わない!ユニクロ&ツープライススーツの上手な使い方
/ 森井良行著. -- WAVE出版, 2018.9.

その他の
雑工業

４階固定一般
589.214||M
OR

2672081

夜9時からの飲めるちょいメシ
/ サルボ恭子著. -- 家の光協会, 2018.8.

食品.料理 ４階固定一般 596||SAR 2672162
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から揚げは、「余熱で火を通す」が正解! : いつもの料理が劇的にお
いしくなる「火入れ」ワザ
/ 上田淳子著. -- 家の光協会, 2018.6.

食品.料理 ４階固定一般 596||UED 2671311

30分で3品!毎日のふたりごはん
/ 若山曜子著. -- 家の光協会, 2018.6.

食品.料理 ４階固定一般 596||WAK 2671107

かけるだけ、あえるだけ◆U91AC◆の本 : 手作りがおいしい16種
/ ワタナベマキ著. -- 家の光協会, 2018.8.

食品.料理 ４階固定一般 596||WAT 2672189

定年ごはん
/ 山田玲子著. -- 大和書房, 2018.7.

食品.料理 ４階固定一般 596||YAM 2671298

現代の食料・農業・農村を考える
/ 藤田武弘 [ほか] 編著. -- ミネルヴァ書房, 2018.5. -- (Minerva
text library ; 68).

農業史・事
情

４階固定一般 612.1||FUJ 2671271

好印象を与える仕事の英文レター・Eメールの書き方
/ 鈴木日向子, 古澤弘美著. -- ジャパンタイムズ, 2016.1.

商業
ラーニングコモン
ズ

670.93||SUZ 2671591

不動産リノベーションの企画術 : 価値を高めるプロジェクトのつくり方
/ 中谷ノボル著 ; アートアンドクラフト著. -- 学芸出版社, 2018.9.

商業経営.
商店

４階固定一般 673.99||NAK 2671778

47都道府県・国宝/重要文化財百科
/ 森本和男著. -- 丸善出版, 2018.5.

芸術政策.
文化財

３階固定一般 709.1||MOR 2671212

情報デザイン
/ 田中克己, 黒橋禎夫編. -- 共立出版, 2018.5. -- (京都大学デザイ
ンスクールテキストシリーズ = Kyoto University design school text
series ; 4).

グラフィッ
クデザイ
ン.図案

３階固定一般 727||TAN 2671158

SMILE : 美しすぎる人類図鑑
/ 近藤大真著. -- 大和書房, 2018.7.

写真集 ３階固定一般 748||KON 2671166

歌を作ろう! : 宇宙でいちばんやさしい作詞作曲ガイドブック
/ ミマス著. -- 音楽之友社, 2018.8.

声楽 ３階固定一般 767.8||MIM 2670658

シン・ゴジラ ; DVD版
/ 庵野秀明脚本・編集・総監督 ; : レンタル専用. -- 東宝 (発売・販
売), 2017.3, c2016. -- (Toho visual entertainment). v.

映画 ＡＶ 778.2||ANN 2671433
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ラ・ラ・ランド = La la land ; DVD版
/ デイミアン・チャゼル監督・脚本 ; ライアン・ゴズリング, エマ・ストー
ン[出演]. -- ギャガ (発売). v.

映画 ＡＶ 778.2||CHA 2671484

コスタリカの奇跡 : 積極的平和国家のつくり方 ; DVD版
/ マシュー・エディー, マイケル・ドレリング監督/プロデューサー ; ソ
ウル・フォース・メディア制作 ; : 教育機関向けDVD. -- United
People, [2018]. v.

映画 ＡＶ 778.2||EDD 2671476

銀魂 = GINTAMA ; DVD版
/ 空知英秋原作 ; 福田雄一脚本・監督. -- ワーナー・ブラザース
ホームエンターテイメント, c2017. v.

映画 ＡＶ 778.2||FUK 2671522

僕のワンダフル・ライフ ; DVD版
/ ラッセ・ハルストレム監督 ; W・ブルース・キャメロン脚本. -- NBCユ
ニバーサル・エンターテイメント (発売), 2016. v.

映画 ＡＶ 778.2||HAL 2671492

ナミヤ雑貨店の奇蹟 ; DVD版
/ 廣木隆一監督 ; 斉藤ひろし脚本. -- KADOKAWA/ハピネット(発
売), 2017. v.

映画 ＡＶ 778.2||HIR 2671514

この世界の片隅に ; DVD版
/ 片渕須直監督・脚本 ; こうの史代原作 ; : [著作権処理済]. -- バン
ダイビジュアル (発売・販売), [2017]. v.

映画 ＡＶ 778.2||KAT 2671451

ジャスティス・リーグ : Justice League ; DVD版
/ ジョス・ウェドン脚本 ; ザック・スナイダー監督 ; ベン・アフレック [ほ
か出演]. -- ワーナー・ブラザースホームエンターテイメント, 2017. v.

映画 ＡＶ 778.2||SNY 2671468

A street cat named Bob = ボブという名の猫 : 幸せのハイタッチ ;
DVD版
/ ロジャー・スポティスウッド監督 ; ジェームズ・ボーエン原作. -- コ
ムストック・グループ (発売). v.

映画 ＡＶ 778.2||SPO 2671441

ギフテッド ; DVD版
/ マーク・ウェブ監督 ; トム・フリン脚本. -- 20世紀フォックス ホーム
エンターテイメント ジャパン(発売), 2017. v.

映画 ＡＶ 778.2||WEB 2671506

心理言語学を語る : ことばへの科学的アプローチ
/ トレヴァー・ハーレイ著 ; 川崎惠里子監訳. -- 誠信書房, 2018.6.

言語学 ３階固定一般 801.04||TRE 2671051

AI時代の翻訳に役立つGoogle活用テクニック
/ 安藤進著. -- 丸善出版, 2018.6.

言語学 ３階固定一般 801.7||AND 2671085
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『日本国語大辞典』をよむ
/ 今野真二著. -- 三省堂, 2018.9.

辞典 ３階固定一般 813.1||KON 2670429

レポート・論文の書き方入門
/ 河野哲也著. -- 第4版. -- 慶應義塾大学出版会, 2018.7.

文章.文体.
作文

３階固定一般 816.5||KON 2672146

600字で書く文章表現法 : 小論文・論作文に要求される文章を書くた
めの必携書
/ 平川敬介著 ; '19年度版. -- 大阪教育図書, 2018.5.

文章.文体.
作文

３階固定一般 816||HIR 2671131

英語にまつわるエトセトラ : 51 stories about English
/ 八木克正著. -- 研究社, 2018.7.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.4||YAG 2670739

最速攻略TOEIC L&Rテスト英単語 : 600～730点目標
/ 番場直之著. -- 成美堂出版, 2018.4.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||BAN 2671646

毎日1分TOEIC TEST英単語600点クリア
/ 原田健作著. -- 改訂版. -- KADOKAWA, 2017.1.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||HAR 2670402

毎日1分TOEIC TEST英単語860点クリア
/ 原田健作著. -- 改訂版. -- KADOKAWA, 2017.1.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||HAR 2671611

毎日1分TOEIC TEST英単語730点クリア
/ 原田健作著. -- 改訂版. -- KADOKAWA, 2017.1.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||HAR 2671638

TOEIC L&Rテスト必ず☆でる問題学習スタートブック : 7日間ででき
る3ステップドリル
/ エッセンスイングリッシュスクール執筆. -- Jリサーチ出版, 2018.3.
-- (J MOOK ; 21).

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||JRI 2670852

TOEIC TESTリスニング問題集 : 新形式問題完全対応
/ 松本恵美子, マイケル・ダンバー著. -- NEW EDITION. -- Jリサー
チ出版, 2018.5.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||MA
T

2670861

TOEIC TEST短期集中リスニング TARGET 900 : 「聞く力」を極めて
全問正解厳選問題211問
/ 森田鉄也著. -- New edition. -- Jリサーチ出版, 2017.9.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||MO
R

2670895

TOEIC TEST短期集中リスニング TARGET 600 : 最短で「聞く力」を
伸ばす厳選問題175問
/ 森田鉄也著. -- New edition. -- Jリサーチ出版, 2017.9.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||MO
R

2670909

TOEIC L&R TEST英単語スピードマスター
/ 成重寿著. -- 第3版. -- Jリサーチ出版, 2018.2.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||NAR 2670925
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TOEICテストリスニングをひとつひとつわかりやすく。
/ 関戸冬彦著. -- [学研プラス], [2017.11].

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||SEK 2670844

TOEIC L&Rテスト英文法ゼロからスコアが稼げるドリル
/ 高橋恭子著 ; TEX加藤監修. -- アルク, 2017.11.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||TAK 2670887

TOEIC L&R test出る単特急銀のフレーズ : 新形式対応
/ TEX加藤著. -- 朝日新聞出版, 2018.2.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||TEX 2671621

書き写すだけTOEIC L&Rテストドリル : 1日15分1カ月で730点突破!!
/ AERA English編集部編集 ; 塚田幸光監修. -- 朝日新聞出版,
2018.4.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||TSU 2670836

速読英熟語WORKBOOK : 速読英熟語に対応した問題集.
-- Z会, 2018.3.

語彙
ラーニングコモン
ズ

834.4||ZKA 2670917

英単語イラストブック : パッと見てわかる!
/ 石原真弓監修 ; Igloo*dining* 絵. -- ナツメ社, 2014.6.

語彙
ラーニングコモン
ズ

834||ISH 2671603

ヤバいくらい覚えられる上級必修英単語1500 : リック式「右脳」メソッ
ド
/ リック西尾著. -- ロングセラーズ, 2018.5. -- (ロング新書).

語彙
ラーニングコモン
ズ

834||RIK 2670879

数の英語表現辞典
/ 小学館辞書編集部編. -- 改訂新版. -- 小学館, 2018.9.

語彙
ラーニングコモン
ズ

834||SYO 2672022

イメージ感覚で捉える英語の前置詞 : 39の前置詞を集中マスター
/ 上田明子著. -- 開拓社, 2018.5. -- (一歩進める英語学習・研究
ブックス).

文法.語法 ３階固定一般 835.64||UED 2671301

Chat diary
/ アルク出版編集部. -- アルク, 2017.9. -- (英語で3行日記).

文章.文体.
作文

ラーニングコモン
ズ

836.6||ARU 2671573

やさしい日本語とやさしい英語でおもてなし
/ 藤田玲子, 加藤好崇著. -- 研究社, 2018.7.

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||FUJ 2670712

中学英語でかんたん英会話 : 目で見て、誰でもすぐにわかる!
/ 井口紀子著. -- 永岡書店, [2014.4].

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||IGU 2671565
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ネイティブなら子どものときに身につける英会話なるほどフレーズ
100 : 誰もここまで教えてくれなかった使える裏技
/ スティーブ・ソレイシィ, ロビン・ソレイシィ共著. -- アルク, 2000.4.

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||SOR 2671581

武蔵野をよむ
/ 赤坂憲雄著. -- 岩波書店, 2018.10. -- (岩波新書 ; 新赤版 1740).

日本文学 ４階新書架 910.26||AKA 2671832

私の漱石 : 『漱石全集』月報精選
/ 岩波書店編集部編. -- 岩波書店, 2018.8.

日本文学 ３階固定一般
910.268||IW
A

2672121

半席
/ 青山文平著. -- 新潮社, 2018.10. -- (新潮文庫 ; 10998, あ-84-3).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||AOY 2671972

眩 (くらら)
/ 朝井まかて著. -- 新潮社, 2018.10. -- (新潮文庫 ; 10997, あ-95-
1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||ASA 2670577

恋の櫛
/ 藤原緋沙子著. -- 新潮社, 2018.10. -- (新潮文庫 ; 11001, ふ-46-
4 . 人情江戸彩時記).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||FUJ 2670526

鬼神の如く : 黒田叛臣伝
/ 葉室麟著. -- 新潮社, 2018.10. -- (新潮文庫 ; 11000, は-57-3).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HAM 2671964

レプリカたちの夜
/ 一條次郎著. -- 新潮社, 2018.10. -- (新潮文庫 ; 11005, い-133-
1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||ICH 2670534

ヤタガラス
/ 池井戸潤著. -- 小学館, 2018.10. -- (下町ロケット / 池井戸潤著 ;
[4]).

小説.物語 ３階固定一般 913.6||IKE 2670178

杏奈は春待岬に
/ 梶尾真治著. -- 新潮社, 2018.10. -- (新潮文庫 ; 11003, か-18-
12).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KAJ 2670501

レシピ買います : 祇園白川小堀商店
/ 柏井壽著. -- 新潮社, 2018.10. -- (新潮文庫 ; 11004, か-86-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KAS 2670551

やぶれかぶれ青春記・大阪万博奮闘記
/ 小松左京著. -- 新潮社, 2018.10. -- (新潮文庫 ; 11022, こ-8-12).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KOM 2670496
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長流の畔
/ 宮本輝著. -- 新潮社, 2018.10. -- (新潮文庫 ; 11002, み-12-57 .
流転の海 ; 第8部).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||MIY 2670542

闇の峠
/ 諸田玲子著. -- 新潮社, 2018.10. -- (新潮文庫 ; 10999, も-25-
21).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||MOR 2671956

猫と狸と恋する歌舞伎町
/ 額賀澪著. -- 新潮社, 2018.10. -- (新潮文庫 ; 11023, ぬ-3-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||NUK 2670569

夢をかなえたピアノ講師ゼロからの180日 : 物語で学ぶ指導者として
どう生きるか
/ 藤拓弘著. -- 音楽之友社, 2018.9.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||TOH 2672138

首無館の殺人
/ 月原渉著. -- 新潮社, 2018.10. -- (新潮文庫 ; 11008, つ-37-2).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||TSU 2670585

黄色毒矢事件 : 少年探偵春田龍介
/ 山本周五郎著 ; 末國善己編. -- 新潮社, 2018.10. -- (新潮文庫 ;
11011, や-3-91 . 周五郎少年文庫).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||YAM 2670518

樅ノ木は残った
/ 山本周五郎著 ; 上, 中, 下. -- 23刷改版. -- 新潮社, 2018.9. --
(新潮文庫 ; 7111-7113, や-3-1, や-3-2, や-3-3).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||YAM|
|1

2670461

樅ノ木は残った
/ 山本周五郎著 ; 上, 中, 下. -- 23刷改版. -- 新潮社, 2018.9. --
(新潮文庫 ; 7111-7113, や-3-1, や-3-2, や-3-3).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||YAM|
|2

2670471

樅ノ木は残った
/ 山本周五郎著 ; 上, 中, 下. -- 23刷改版. -- 新潮社, 2018.9. --
(新潮文庫 ; 7111-7113, や-3-1, や-3-2, や-3-3).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||YAM|
|3

2670488

綾蝶(あやはびら)の記
/ 石牟礼道子著. -- 平凡社, 2018.6.

評論. エッ
セイ. 随筆

３階固定一般 914.6||ISH 2671425

名探偵ホームズ踊る人形 : コナン・ドイル ショートセレクション
/ アーサー・コナン・ドイル作 ; 千葉茂樹訳 ; ヨシタケシンスケ絵. --
理論社, 2018.6. -- (世界ショートセレクション ; 8).

小説.物語 ３階固定一般 933.6||DOY 2671069

モラルの話
/ J・M・クッツェー著 ; くぼたのぞみ訳. -- 人文書院, 2018.5.

小説.物語 ３階固定一般 933.7||COE 2671115
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ぼくの兄の場合
/ ウーヴェ・ティム著 ; 松永美穂訳. -- 白水社, 2018.7. -- (ExLibris).

記録.手記.
ルポル
タージュ

３階固定一般 946||THI 2671417


