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エンジニアのためのマネジメントキャリアパス : テックリードからCTO
までマネジメントスキル向上ガイド
/ Camille Fournier著 ; 武舎広幸訳 ; 武舎るみ訳. -- オライリー・ジャ
パン, 2018.9.

情報科学 ４階固定一般
007.35||CA
M

2672553

Javaで学ぶ自然言語処理と機械学習
/ 杉本徹, 岩下志乃共著. -- オーム社, 2018.9.

情報科学 ４階固定一般
007.636||SU
G

2672545

カント哲学の核心 : 『プロレゴーメナ』から読み解く
/ 御子柴善之著. -- NHK出版, 2018.9. -- (NHKブックス ; 1252).

ドイツ・
オーストリ
ア哲学

４階文庫架 134.2||MIK 2672855

「気にしい」のもやもやが消える方法
/ 根本橘夫著. -- WAVE出版, 2018.10.

臨床心理
学.精神分
析学

３階固定一般 146.8||NEM 2674191

アイルランド史
/ 上野格, 森ありさ, 勝田俊輔編. -- 山川出版社, 2018.6. -- (世界歴
史大系).

イギリス.
英国

３階固定一般 233.9||UEN 2672693

山登りはこんなにも面白い : 静かなる私の名山を求めて
/ 窪田晋二著 ; 檀上俊雄著 ; 草川啓三著 ; 中西さとこ著 ; 横田和雄
著. -- ナカニシヤ出版, 2018.9.

日本 ３階固定一般 291.09||KUB 2672677

竹内政明の「編集手帳」傑作選 : 読売新聞朝刊一面コラム
/ 竹内政明著. -- 中央公論新社, 2018.5. -- (中公新書ラクレ ; 620).

論文集.評
論集.講演
集

４階新書架 304||TAK 2674289

社会科学系論文の書き方
/ 明石芳彦著. -- ミネルヴァ書房, 2018.9.

研究法.指
導法.社会
科学教育

３階固定一般 307||AKA 2672511

ドナルド・トランプの危険な兆候 : 精神科医たちは敢えて告発する
/ バンディ・リー編 ; 村松太郎訳. -- 岩波書店, 2018.10.

政治史・事
情

３階固定一般 312.53||LEE 2674165

公務員をめざす人に贈る行政法教科書
/ 板垣勝彦著. -- 法律文化社, 2018.9.

憲法 ３階固定一般 323.9||ITA 2672472

産業組織とビジネスの経済学
/ 花薗誠著. -- 有斐閣, 2018.9. -- (有斐閣ストゥディア).

企業.経営 ３階固定一般 335.3||HAN 2672642

マス・コミュニケーション単純化の論理 : テレビを視る時は、直観リテ
ラシーで
/ 前田益尚著. -- 晃洋書房, 2018.8.

社会学 ３階固定一般
361.453||MA
E

2672618
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世界の空き家対策 : 公民連携による不動産活用とエリア再生
/ 米山秀隆編著 ; 小林正典 [ほか] 著. -- 学芸出版社, 2018.9.

生活・消費
者問題

３階固定一般 365.3||YON 2672839

大学生白書
/ 溝上慎一著 ; 2018. -- 東信堂, 2018.8.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般 377.95||MIZ 2672821

超高速暗記術 : 資格試験に忙しくても一発合格!
/ 鬼頭政人著. -- 大和書房, 2018.10.

社会教育 ３階固定一般 379.71||KIT 2672626

鋳物
/ 中江秀雄著. -- 法政大学出版局, 2018.11. -- (ものと人間の文化
史 ; 182).

風俗習慣.
民俗学.民
族学

３階固定一般
380||MON||1
82

2674157

我が太鼓持ち人生の裏座敷
/ あらい正三著. -- エクシート, 2018.9.

社会・家庭
生活の習
俗

３階固定一般 384.9||ARA 2674301

風流人の12か月 : 記憶に残したい
/ あらい正三著. -- エクシート, 2018.9.

年中行事.
祭礼

３階固定一般 386.1||ARA 2674319

日本空襲の全容 : 米軍資料 : マリアナ基地B29部隊
/ 小山仁示訳 = SUMMARY OF 〓〓〓 BOMCOM
MISSIONS/RESUME 20TH AIR FORCE MISSIONS. -- 東方出版,
2018.9.

戦争.戦略.
戦術

３階固定一般
391.207||KO
Y

2672847

北欧式眠くならない数学の本
/ クリスティン・ダール著 ; スヴェン・ノードクヴィスト絵 ; 枇谷玲子訳.
-- 三省堂, 2018.6.

数学 ４階固定一般 410||DAH 2672499

オイラーの難問に学ぶ微分方程式
/ 高瀬正仁著. -- 共立出版, 2018.9.

解析学 ４階固定一般 413.6||TAK 2674211

化学概論 : 物質の誕生から未来まで
/ 岩岡道夫 [ほか] 著. -- 共立出版, 2018.9.

化学 ４階固定一般 430||IWA 2674238

全国公開天文台ガイド
/ 日本公開天文台協会監修 ; 恒星社厚生閣編集部編. -- 恒星社厚
生閣, 2018.10.

実地天文
学.天体観
測法

４階固定一般 442.1||NIH 2672464

嗅覚はどう進化してきたか : 生き物たちの匂い世界
/ 新村芳人著. -- 岩波書店, 2018.10. -- (岩波科学ライブラリー ;
278).

基礎医学 ４階固定一般
491.376||NI
M

2673142
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思春期 : 少年・少女の不思議のこころ
/ 深尾憲二朗著. -- ミネルヴァ書房, 2018.8. -- (思春期のこころと身
体Q&A ; 1).

内科学 ４階固定一般
493.937||FU
K

2672537

猫でもわかる第1種衛生管理者合格テキスト+問題集
/ 二見哲史著. -- 弘文社, 2018.9. -- ([国家・資格シリーズ] ; [417]).

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

３階資格資料架
498.079||FU
T

2672651

都市計画学 : 変化に対応するプランニング
/ 中島直人 [ほか] 著. -- 学芸出版社, 2018.9.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||NAK 2672601

「地球温暖化」狂騒曲 : 社会を壊す空騒ぎ
/ 渡辺正著. -- 丸善出版, 2018.6.

公害.環境
工学

４階固定一般 519||WAT 2672596

GA DOCUMENT
/ 二川由夫編集 ; 140 - 149. -- A.D.A.Edita Tokyo, 2017.1-.

建築学 ４階固定大型
520.8||GAD|
|(47)

2672294

事例と図でわかる建物改修・活用のための建築法規 : 適法化・用途
変更・リノベーションの手引き
/ 佐久間悠著. -- 学芸出版社, 2018.9.

建築学 ４階固定一般 520.91||SAK 2672669

真宗本廟(東本願寺)境内建築群総合調査報告書
/ 京都工芸繊維大学編. -- 真宗大谷派(東本願寺), 2018.10.

日本の建
築

４階固定一般
521.818||KY
O

2674297

いい家をつくるために、考えなければならないこと : 《住まい塾》から
の提言
/ 高橋修一著. -- 平凡社, 2018.9.

住宅建築 ４階固定一般 527||TAK 2672588

図解建築設備の知識
/ 建築設備の知識編集委員会編. -- 改訂3版. -- オーム社,
2018.10.

建築設備.
設備工学

４階固定一般 528||KEN 2674181

インテリアコーディネーター1次試験合格教本
/ HIPS合格対策プロジェクト編 ; 上巻, 下巻. -- 第11版. -- ハウジン
グエージェンシー出版局, 2018.1.

建築意匠・
装飾

３階資格資料架
529.079||HI
P||1

2674017

インテリアコーディネーター1次試験合格教本
/ HIPS合格対策プロジェクト編 ; 上巻, 下巻. -- 第11版. -- ハウジン
グエージェンシー出版局, 2018.1.

建築意匠・
装飾

３階資格資料架
529.079||HI
P||2

2674025

インテリアコーディネーター1次試験過去問題徹底研究
/ HIPS合格対策プロジェクト編 ; 2010年版 販売編 - 2018 下巻. --
ハウジングエージェンシー出版局, 2010.1-. -- (徹底研究シリーズ).

建築意匠・
装飾

３階資格資料架
529.079||HI
P||2018-1

2673991
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インテリアコーディネーター1次試験過去問題徹底研究
/ HIPS合格対策プロジェクト編 ; 2010年版 販売編 - 2018 下巻. --
ハウジングエージェンシー出版局, 2010.1-. -- (徹底研究シリーズ).

建築意匠・
装飾

３階資格資料架
529.079||HI
P||2018-2

2674009

AutoCAD LT2019機械製図
/ 間瀬喜夫, 土肥美波子共著. -- オーム社, 2018.10.

機械力学・
材料・設計

４階固定一般
531.98||MA
S

2674173

ラクラクわかる!一級ボイラー技士試験集中ゼミ
/ 小谷松信一共著 ; 酒井幸夫共著. -- 改訂2版. -- オーム社,
2018.9.

熱機関.熱
工学

３階資格資料架 533.33||KOY 2672561

基礎自動車整備作業
/ 日本自動車整備振興会連+43:49合会教科書編集委員会編. -- 日
本自動車整備振興会連合会, 2018.3. -- (自動車整備士養成課程教
科書).

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2672308

基礎自動車工学
/ 日本自動車整備振興会連合会教科書編集委員会編. -- 日本自
動車整備振興会連合会, 2018.3. -- (自動車整備士養成課程教科
書).

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2672316

三級自動車ガソリン・エンジン
/ 日本自動車整備振興会連合会教科書編集委員会編. -- 第2版. -
- 日本自動車整備振興会連合会, 2017.1. -- (自動車整備士養成課
程教科書).

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2672324

三級自動車ジーゼル・エンジン
/ 日本自動車整備振興会連合会教科書編集委員会編集. -- 日本
自動車整備振興会連合会, 2016.12. -- (自動車整備技術)(自動車整
備士養成課程教科書).

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2672332

真宗本廟(東本願寺)境内建築群総合調査報告書
/ 京都工芸繊維大学編. -- 真宗大谷派(東本願寺), 2018.10.

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2672341

三級二輪自動車
/ 日本自動車整備振興会連合会二輪教科書編集委員会編. -- 第9
版. -- 日本自動車整備振興会連合会, 2017.1. -- (自動車整備士養
成課程教科書).

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2672359

二級ガソリン自動車
/ 日本自動車整備振興会連合会教科書編集委員会編 ; エンジン編.
-- 第2版. -- 日本自動車整備振興会連合会, 2017.1. -- (自動車整
備士養成課程教科書).

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2672367
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二級ジーゼル自動車
/ 日本自動車整備振興会連合会教科書編集委員会編 ; エンジン編.
-- 第8版. -- 日本自動車整備振興会連合会, 2017.3. -- (自動車整
備士養成課程教科書).

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2672375

二級自動車シャシ
/ 日本自動車整備振興会連合会教科書編集委員会編. -- 日本自
動車整備振興会連合会, 2017.3. -- (自動車整備士養成課程教科
書).

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2672383

二級二輪自動車
/ 日本自動車整備振興会連合会二輪教科書編集委員会編. -- 第
19版. -- 日本自動車整備振興会連合会, 2017.1. -- (自動車整備士
養成課程教科書).

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2672391

二級講習用 製図編
/ 日本自動車整備振興会連合会教科書編集委員会編. -- 第2版. -
- 日本自動車整備振興会連合会, 2018.2. -- (自動車整備士養成課
程教科書).

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2672405

一級自動車整備士 : エンジン電子制御装置
/ 日本自動車整備振興会連合会教科書編集委員会編. -- 第5版. -
- 日本自動車整備振興会連合会, 2017.1. -- (自動車整備士養成課
程教科書).

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2672413

一級自動車整備士 : シャシ電子制御装置
/ 日本自動車整備振興会連合会教科書編集委員会編. -- 第5版. -
- 日本自動車整備振興会連合会, 2017.1. -- (自動車整備士養成課
程教科書).

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2672421

一級自動車整備士 : 総合診断・環境保全・安全管理
/ 日本自動車整備振興会連合会教科書編集委員会編. -- 第6版. -
- 日本自動車整備振興会連合会, 2017.1. -- (自動車整備士養成課
程教科書).

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2672431

一級自動車整備士 : 自動車新技術
/ 日本自動車整備振興会連合会教科書編集委員会編. -- 第8版. -
- 日本自動車整備振興会連合会, 2018.2. -- (自動車整備士養成課
程教科書).

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2672448

電験三種論説トレーニング : ポケット版要点整理
/ 不動弘幸著. -- オーム社, 2018.9.

電気工学 ３階資格資料架 540.79||FUD 2672571

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 - 2019年版.
-- オーム社, 2015.12-.

電気工学 ３階資格資料架
540.79||OH
M||2019

2672936
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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 - 2019年版.
-- オーム社, 2015.12-.

電気工学 ３階資格資料架
540.79||OH
M||2019

2674131

最速!清潔感 : 忙しいビジネスマンでも絶対に「見た目」でソンしない
/ 加藤智一著. -- 大和書房, 2018.9.

理容.美容 ４階固定一般 595||KAT 2672634

チーズ好きのパティシエが教える濃厚チーズケーキ : ベイクド・スフ
レ・レア : 基本とアレンジ45
/ 長谷川哲夫著. -- 家の光協会, 2018.9.

食品.料理 ４階固定一般 596.65||HAS 2674221

はじめてでもおいしく作れるフライパン煮物
/ 河野雅子著. -- 家の光協会, 2018.9.

食品.料理 ４階固定一般 596||KON 2674203

ザ☆単位のマンガ : メートルくんたちが教える単位の話
/ うえたに夫婦著. -- 大和書房, 2018.8.

度量衡.計
量法

４階固定一般 609||UET 2672456

ブレーン : brain
/ 宣伝会議[編] ; Vol. 58 No. 1 - Vol. 58 No. 12. -- 宣伝会議,
2018.1-12.

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||BRA||
'18-12

2672715

スペイン美術史入門 : 積層する美と歴史の物語
/ 大高保二郎監修・著 ; 久米順子 [ほか] 著. -- NHK出版, 2018.8. -
- (NHKブックス ; 1251).

芸術史. 美
術史

４階文庫架 702.36||OTA 2672863

Flashpoint
/ Geoff Johns, writer ; Andy Kubert, penciller ; Sandra Hope, Jesse
Delperdang, inkers ; Alex Sinclair, colorist ; Nick J. Napolitano,
letterer. -- DC Comics, c2011.

漫画.挿絵.
童画

ラーニングコモン
ズ

726.1||JOH 2673002

Deadpool
/ writer, Daniel Way ; pencils, inks, colors, letters, Carlo Barberi ...
[et al.] ; cased, cased, pbk.. -- Marvel Publishing, 2010.

漫画.挿絵.
童画

ラーニングコモン
ズ

726.1||WAY 2673011

オリエント急行殺人事件 : Murder on the Orient Express ; DVD版
/ directed by Kenneth Branagh ; : [図書館用]. -- 20th Century Fox
Home Entertainment Japan [distributor], c2018. v.

映画 ＡＶ 778.2||BRA 2672782

ジオストーム : Geostorm ; DVD版
/ ディーン・デブリン監督・脚本 ; ジェラルド・バトラー [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, [2018.5]. v.

映画 ＡＶ 778.2||DEV 2672812

斉木楠雄のΨ (サイ) 難 ; DVD版
/ 福田雄一監督・脚本. -- ソニー・ピクチャーズ エンタテイメント (発
売), 2018. v.

映画 ＡＶ 778.2||FUK 2672758
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グレイテスト・ショーマン ; DVD版
/ マイケル・グレイシー監督 ; : レンタル専用, : セル専用. -- 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), c2018. v.

映画 ＡＶ 778.2||GRA 2672774

トリガール ; DVD版
/ 英勉監督 ; 高橋泉脚本. -- KADOKAWA (発売・販売), 2018.1. v.

映画 ＡＶ 778.2||HAN 2672766

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
; DVD版
/ 河合勇人監督 ; 林民夫脚本. -- 東宝, 2017.9.

映画 ＡＶ 778.2||KAW 2672741

君の名は。 = your name. ; DVD版
/ 新海誠原作・脚本・監督 ; : 施設使用承認証(施設外利用)[付]. --
東宝 (発売・販売), 2017.7. v.

映画 ＡＶ 778.2||SHI 2672723

四月は君の嘘 ; DVD版
/ 新城毅彦監督 ; 新川直司原作. -- フジテレビジョン (発売), 2017.4.
v.

映画 ＡＶ 778.2||SHI 2672731

キングスマン : ゴールデン・サークル : Kingsman : the golden circle ;
DVD版
/ directed by Matthew Vaughn ; : レンタル専用. -- 20th Century
Fox Home Entertainment Japan [distributor], c2018. v.

映画 ＡＶ 778.2||VAU 2672804

ブレードランナー2049 = Blade Runner 2049 ; DVD版
/ ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督 ; リドリー・スコット製作総指揮 ; ライアン・
ゴズリング [ほか] 出演 ; : レンタル専用. -- Alcon Entertainment (製
作). v.

映画 ＡＶ 778.2||VIL 2672791

サバイバルボディー : 人類の失われた身体能力を取り戻す
/ スコット・カーニー著 ; 小林由香利訳. -- 白水社, 2018.9.

スポーツ.
体育

３階固定一般 780.7||CAR 2672502

「キャラ」概念の広がりと深まりに向けて
/ 定延利之編. -- 三省堂, 2018.7.

日本語 ３階固定一般 810.4||SAD 2672529

源氏物語注釈
/ 山崎良幸, 和田明美共著 ; 1 - 総検索CD. -- 風間書房, 1999.7-
2018.5.

小説.物語 ３階固定一般
913.364||UM
E

2672685

愛なき世界
/ 三浦しをん著. -- 中央公論新社, 2018.9.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||MIU 2674122

古英語叙事詩『ベーオウルフ』 : クレーバー第4版対訳
/ 吉見昭徳訳. -- 春風社, 2018.6.

詩 ３階固定一般 931.4||YOS 2672481
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The alchemist
/ Paulo Coelho ; translated by Alan R. Clarke ; pbk.. -- 25th
anniversary edition. -- HarperOne, [2014]. -- (Perennial classics).

小説.物語
ラーニングコモン
ズ

933.7||COE 2672979

The fellowship of the ring : being the first part of The lord of the
rings
 / by J.R.R. Tolkien ; : pbk. -- Film tie-in ed. -- HarperCollins, 2012.
-- (The Hobbit and The Lord of the Rings
/ by J.R.R. Tolkien ; 1).

小説.物語
ラーニングコモン
ズ

933.7||TOL 2672944

The two towers : being the second part of The lord of the rings / by
J.R.R. Tolkien ; : pbk. -- HarperCollins, 2007. -- (The lord of the
rings
/ by J.R.R. Tolkien ; pt. 2).

小説.物語
ラーニングコモン
ズ

933.7||TOL 2672952

The silmarillion
/ J.R.R. Tolkien ; edited by Christopher Tolkien ; : pbk. --
HarperCollins, 1999.

小説.物語
ラーニングコモン
ズ

933.7||TOL 2672961

Empire's end
/ Chuck Wendig ; pbk.. -- Arrow Books, 2017. -- (Star Wars.
Aftermath).

小説.物語
ラーニングコモン
ズ

933.7||WEN 2672995

Thrawn
/ Timothy Zahn. -- Del Rey, 2018.

小説.物語
ラーニングコモン
ズ

933.7||ZAH 2672987


