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情報セキュリティ読本 : IT時代の危機管理入門
/ 情報処理推進機構編著. -- 5訂版. -- 実教出版, 2018.10.

情報科学 ４階固定一般 007.37||JOH 2674564

コンピュータハイジャッキング
/ 酒井和哉著 = COMPUTER HIJACKING. -- オーム社, 2018.10.

情報科学 ４階固定一般
007.375||SA
K

2674572

プロの検索テクニック : 検索技術者検定2級公式推奨参考書
/ 原田智子編著 ; 小河邦雄 [ほか] 著. -- 樹村房, 2018.8.

情報科学 ３階資格資料架 007.58||HAR 2675765

CGエンジニア検定エキスパート・ベーシック公式問題集
/ CGエンジニア検定問題集編集委員会監修. -- 改訂第三版. -- 画
像情報教育振興協会, 2018.2.

情報科学 ３階資格資料架
007.642||SH
I

2674441

図書館サービス概論 : ひろがる図書館のサービス
/ 小黒浩司編著. -- ミネルヴァ書房, 2018.9. -- (講座・図書館情報
学 / 山本順一監修 ; 5).

図書館奉
仕.図書館
活動

３階固定一般 015||OGU 2675651

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 - 10月号. -- 日刊工業新聞社,
2018.2-.

日本 ＡＶ
071.5||NIK||'
18-10

2675625

大人の道徳
/ 齋藤孝著. -- 育鵬社. -- (扶桑社新書 ; 280).

倫理学.道
徳

３階固定一般 150||SAI 2675196

劣化するオッサン社会の処方箋 : なぜ一流は三流に牛耳られるの
か
/ 山口周著. -- 光文社, 2018.9. -- (光文社新書 ; 967).

人生訓.教
訓

３階固定一般 159.4||YAM 2675201

世界名言大辞典
/ 梶山健編著 = Golden Sayings in the world. -- 明治書院, 2018.10.

人生訓.教
訓

３階固定参考 159.8||KAJ 2674718

麻原彰晃の誕生
/ 高山文彦著. -- 新潮社, 2018.11. -- (新潮文庫 ; 11044, た-67-5).

その他の
宗教.新興
宗教

３階文庫架 169.1||TAK 2674955

海底に眠る蒙古襲来 : 水中考古学の挑戦
/ 池田榮史著. -- 吉川弘文館, 2018.12. -- (歴史文化ライブラリー ;
478).

日本史 ３階固定一般 210.43||IKE 2675145

新着図書のご案内
2018年11月16日～11月30日
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戦国武将三英傑大図鑑 織田信長の戦い
/ 本郷和人監修 ; グラフィオ編. -- 金の星社, 2018.10.

日本史 ３階固定一般
210.47||HO
N

2675757

百姓一揆
/ 若尾政希著. -- 岩波書店, 2018.11. -- (岩波新書 ; 新赤版 1750).

日本史 ３階新書架 210.5||WAK 2675609

はじめての明治史 : 東大駒場連続講義
/ 山口輝臣編. -- 筑摩書房, 2018.11. -- (ちくまプリマー新書 ; 312).

日本史 ３階新書架 210.6||YAM 2675048

「始まりの国」淡路と「陰の王国」大阪 : 古代史謎解き紀行
/ 関裕二著. -- 新潮社, 2018.11. -- (新潮文庫 ; 11021, せ-13-12).

近畿地方 ３階文庫架 216.4||SEK 2674841

松下幸之助 : きみならできる、必ずできる
/ 米倉誠一郎著. -- ミネルヴァ書房, 2018.9. -- (ミネルヴァ日本評
伝選).

個人伝記 ３階固定一般 289.1||YON 2674424

ウクライナを知るための65章
/ 服部倫卓編著 ; 原田義也編著. -- 明石書店, 2018.10. -- (エリア・
スタディーズ ; 169).

政治・経
済・社会・
文化事情

３階固定一般
302.386||HA
T

2675692

朝日キーワード就職
/ 朝日新聞社編 ; 2004 - 2020. -- 朝日新聞社, 2002.9-.

研究法.指
導法.社会
科学教育

３階就職資料架
307.8||ASA||
2020

2675021

アナキズム : 一丸となってバラバラに生きろ
/ 栗原康編. -- 岩波書店, 2018.11. -- (岩波新書 ; 新赤版 1745).

社会思想 ３階新書架 309.7||KUR 2675552

Fire and fury : inside the Trump White House
/ Michael Wolff ; : pbk. -- Little, Brown, 2018.

政治史・事
情

ラーニングコモン
ズ

312.53||WO
L

2675099

Fear : Trump in the White House
/ Bob Woodward ; : hardcover, : hardcover : [u.k.]. -- Simon &
Schuster, 2018.

政治史・事
情

ラーニングコモン
ズ

312.53||WO
O

2675081

カナダ人権史 : 多文化共生社会はこうして築かれた
/ ドミニク・クレマン著 ; 細川道久訳. -- 明石書店, 2018.9. -- (世界
歴史叢書).

国家と個
人・宗教・
民族

３階固定一般 316.1||CLE 2674671

18歳から考える家族と法
/ 二宮周平著. -- 法律文化社, 2018.10. -- (From 18).

民法 ３階固定一般 324.6||NIN 2674611
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紛争地の看護師
/ 白川優子著. -- 小学館, 2018.7.

国際法 ３階固定一般 329.36||SHI 2674696

英語原典で読む経済学史
/ 根井雅弘著. -- 白水社, 2018.10.

経済学.経
済思想

３階固定一般 331.2||NEI 2675731

行動経済学
/ ミシェル・バデリー著 ; 土方奈美訳. -- エッセンシャル版. -- 早川
書房, 2018.9.

経済学.経
済思想

３階固定一般 331||BAD 2675171

世界でいちばん働きがいのある会社
/ マイケル C.ブッシュ, GPTW調査チーム著 ; 笹山裕子訳. -- 日経
BP社.

経営管理 ３階固定一般 336.4||BUS 2675153

未来をひらくビジネスマナー : 就職活動・社会人デビューを控えたみ
なさんに
/ 長江由美子著. -- 第4版. -- 大学教育出版, 2018.9.

経営管理 ３階固定一般
336.47||NA
G

2674599

幸福の増税論 : 財政はだれのために
/ 井手英策著. -- 岩波書店, 2018.11. -- (岩波新書 ; 新赤版 1747).

財政史・事
情

３階新書架 342.1||IDE 2675579

人間関係の社会心理学
/ 松田幸弘編著. -- 晃洋書房, 2018.7.

社会学 ３階固定一般 361.4||MAT 2674726

ヒューマン・グループ : 人間集団についての考察
/ ジョージ・C・ホーマンズ著 ; 橋本茂訳. -- ミネルヴァ書房, 2018.9.
-- (MINERVA社会学叢書 ; 53).

社会学 ３階固定一般
361.61||HO
M

2674416

「概観」社会保障法総論・社会保険法
/ 伊奈川秀和著. -- 信山社, 2018.9.

社会保障 ３階固定一般 364||INA 2675668

必ず知っておきたい「中古住宅+リノベーション」を賢くお得に買う方
法
/ 美馬功之介著. -- 同文舘出版, 2018.10. -- (DO BOOKS).

生活・消費
者問題

３階固定一般 365.3||MIM 2675714

「働き方改革」の嘘 : 誰が得をして、誰が苦しむのか
/ 久原穏著. -- 集英社, 2018.9. -- (集英社新書 ; 0948A).

労働経済.
労働問題

３階固定一般 366.11||KUH 2675161

キャリア心理学ライフデザイン・ワークブック
/ 杉山崇 [ほか] 著. -- ナカニシヤ出版, 2018.10.

労働経済.
労働問題

３階固定一般 366.29||SUG 2674432
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調査報告学校の部活動と働き方改革 : 教師の意識と実態から考え
る
/ 内田良 [ほか]著. -- 岩波書店, 2018.11. -- (岩波ブックレット ;
No.989).

労働経済.
労働問題

３階固定一般
366.32||UC
H

2675056

給食の歴史
/ 藤原辰史著. -- 岩波書店, 2018.11. -- (岩波新書 ; 新赤版 1748).

学校経営・
管理.学校
保健

３階新書架 374.94||FUJ 2675587

楽しく学ぶ!中学数学の統計「データの活用」
/ 青山和裕編著. -- 東京図書, 2018.10.

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

３階固定一般
375.413||AO
Y

2674734

学修成果への挑戦 : 地方大学からの教育改革
/ 濱名篤著. -- 東信堂, 2018.9.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般
377.21||HA
M

2675641

博士号のとり方 : 学生と指導教員のための実践ハンドブック
/ E・M・フィリップス, D・S・ピュー著 ; 角谷快彦訳. -- 名古屋大学出
版会, 2018.10.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般 377.5||PHI 2674777

世界一深い100のQ : いかなる状況でも本質をつかむ思考力養成講
座
/ ロジェ・ゲスネリ, ジャン=ルイ・ボバン[ほか]著 ; 吉田良子訳. -- ダ
イヤモンド社, 2018.8.

自然科学 ４階固定一般 400||GUE 2674661

科学者の社会的責任
/ 藤垣裕子著. -- 岩波書店, 2018.11. -- (岩波科学ライブラリー ;
279).

研究法.指
導法.科学
教育

４階固定一般 407||FUJ 2675544

独楽の科学 : 回転する物体はなぜ倒れないのか?
/ 山崎詩郎著. -- 講談社, 2018.11. -- (ブルーバックス ; B-2078).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
078

2675064

はじめての解析学 : 微分、積分から量子力学まで
/ 原岡喜重著. -- 講談社, 2018.11. -- (ブルーバックス ; B-2079).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
079

2675072

概説確率統計
/ 前園宜彦著. -- 第3版. -- サイエンス社, 2018.10. -- (数学基礎
コース ; Q5).

確率論.数
理統計学

４階固定一般 417||MAE 2675188

Rで分散分析
/ 渡辺利夫著 = Analysis of Variance with R Language. -- ナカニシ
ヤ出版, 2018.9.

確率論.数
理統計学

４階固定一般 417||WAT 2674581
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すごい物理学講義
/ カルロ・ロヴェッリ著 ; 栗原俊秀訳. -- 河出書房新社, 2017.5.

物理学 ４階固定一般 420||ROV 2674653

力学の誕生 : オイラーと「力」概念の革新
/ 有賀暢迪著. -- 名古屋大学出版会, 2018.10.

力学 ４階固定一般 423.02||ARI 2674815

世界で一番美しい化学反応図鑑
/ セオドア・グレイ著 ; ニック・マン写真 ; 武井摩利訳. -- 創元社,
2018.9.

物理化学.
理論化学

４階固定一般 431.3||GRA 2674467

動物園の社会心理学 : 動物園が果たす役割と地方動物園が抱える
問題
/ 諸井克英, 古性摩里乃著. -- 晃洋書房, 2018.9.

動物学 ４階固定一般
480.76||MO
R

2675706

アルコール依存症に負けずに生きる : 経験者が語る病理の現実と
回復への希望
/ ミック・S著. -- ナカニシヤ出版, 2018.10.

内科学 ４階固定一般
493.156||MI
C

2675722

認知症フレンドリー社会
/ 徳田雄人著. -- 岩波書店, 2018.11. -- (岩波新書 ; 新赤版 1749).

内科学 ４階新書架 493.75||TOK 2675595

大酒飲み・美食家が多いのに長寿大国フランスの医師が教える健
康法
/ ミシェル・シメス著 ; 古谷ゆう子訳. -- 大和書房, 2018.10.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般 498.3||SHI 2675684

長寿の嘘 : 本当は肉食・小太りの人がいちばん長生きだった!
/ 柴田博著. -- ブックマン社, 2018.9.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般 498.38||SHI 2674637

第1種・第2種作業環境測定士試験攻略問題集
/ 三好康彦著 ; 2019年版. -- オーム社, 2018.9.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

３階資格資料架
498.82||MIY|
|2019

2674459

ともに生きる地域コミュニティ : 超スマート社会を目指して
/ 横幹「知の統合」シリーズ編集委員会編 ; 遠藤薫 [ほか] 著. -- 東
京電機大学出版局, 2018.10. -- (横幹「知の統合」シリーズ).

論文集.評
論集.講演
集

４階固定一般 504||OUK 2674701
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この町工場から世界へ : 世界の人々の生活に役立つ日本製品
/ 『この町工場から世界へ』編集室編. -- 理論社, 2018.10. -- (世界
のあちこちでニッポン).

工業.工業
経済

４階固定一般
509.21||KO
N

2675749

大和ハウス工業の60年
/ 広報企画室企画アーカイブグループ編. -- 大和ハウス工業,
2016.2.

建築学 ４階固定一般 520.67||DAI 2675919

2級建築施工管理学科試験 : 4週間でマスター
/ 井岡和雄編著. -- 弘文社, 2018.10. -- ([国家・資格シリーズ] ;
[404]).

建築計画
施工

３階資格資料架 525.07||IOK 2674785

建築家夫婦のつくる居心地のいい暮らし
/ 八島正年著 ; 八島夕子著. -- オーム社, 2018.10.

住宅建築 ４階固定一般 527.04||YAS 2674751

GA HOUSES : 世界の住宅 ; 156 - 161.
-- A.D.A.EDITA Tokyo, 2018.

住宅建築 ４階固定大型
527||GAH||(
58)

2675943

JIS機械製図の基礎と演習
/ 熊谷信男 [ほか] 著. -- 第5版. -- 共立出版, 2018.9.

機械力学・
材料・設計

４階固定一般
531.98||KU
M

2674823

電気の基礎知識 : 電気の安全に必要な基礎知識 : ハイブリッド車の
概要
/ 日本自動車整備振興会連合会[編], 2017.7.

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2675293

自動車整備技術講習用図集
/ 日本自動車整備振興会連合会編 ; 三級二輪自動車, 二級二輪自
動車. -- 日本自動車整備振興会連合会, 2011.3-.

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2675307

自動車整備技術講習用図集
/ 日本自動車整備振興会連合会編 ; 三級二輪自動車, 二級二輪自
動車. -- 日本自動車整備振興会連合会, 2011.3-.

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2675315

自動車整備士養成課程教科書講習用図集
/ 日本自動車整備振興会連合会編 ; 基礎自動車工学 - 二級ガソリ
ン自動車エンジン編. -- 日本自動車整備振興会連合会, 2014.3-.

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2675323

自動車整備士養成課程教科書講習用図集
/ 日本自動車整備振興会連合会編 ; 基礎自動車工学 - 二級ガソリ
ン自動車エンジン編. -- 日本自動車整備振興会連合会, 2014.3-.

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2675331
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自動車整備士養成課程教科書講習用図集
/ 日本自動車整備振興会連合会編 ; 基礎自動車工学 - 二級ガソリ
ン自動車エンジン編. -- 日本自動車整備振興会連合会, 2014.3-.

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2675341

自動車整備士養成課程教科書講習用図集
/ 日本自動車整備振興会連合会編 ; 基礎自動車工学 - 二級ガソリ
ン自動車エンジン編. -- 日本自動車整備振興会連合会, 2014.3-.

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2675358

自動車整備士養成課程教科書講習用図集
/ 日本自動車整備振興会連合会編 ; 基礎自動車工学 - 二級ガソリ
ン自動車エンジン編. -- 日本自動車整備振興会連合会, 2014.3-.

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2675366

自動車整備士養成課程教科書講習用図集
/ 日本自動車整備振興会連合会編 ; 基礎自動車工学 - 二級ガソリ
ン自動車エンジン編. -- 日本自動車整備振興会連合会, 2014.3-.

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2675374

自動車整備士養成課程教科書講習用図集
/ 日本自動車整備振興会連合会編 ; 基礎自動車工学 - 二級ガソリ
ン自動車エンジン編. -- 日本自動車整備振興会連合会, 2014.3-.

自動車工
学

３階資格資料架 537.7||NIH 2675382

図で見る自動車整備白書
/ 日本自動車整備振興会連合会編 ; 平成29年版. -- 日本自動車整
備振興会連合会, 2018.9.

自動車工
学

３階資格資料架
537.7||NIH||
2017

2675277

自動車整備白書
/ 日本自動車整備振興会連合会編 ; 平成12年版 - 平成29年度版.
-- 日本自動車整備振興会連合会, 2000.10-.

自動車工
学

３階資格資料架
537.7||NIH||
2017

2675285

自動車整備新技術 : 実習研修用
/ 日本自動車整備振興会連合会整備主任者研修資料 (技術編) 編
集委員会編. -- 日本自動車整備振興会連合会, 2018.7. -- (整備主
任者研修資料 / 国土交通省自動車局 監修 ; 平成30年度版 技術
編).

自動車工
学

３階資格資料架
537.7||NIH||
2018

2675226

自動車整備新技術 : 学科研修用
/ 日本自動車整備振興会連合会整備主任者研修資料 (技術編) 編
集委員会編. -- 日本自動車整備振興会連合会, 2018.6. -- (整備主
任者研修資料 / 国土交通省自動車局 監修 ; 平成30年度版 技術
編).

自動車工
学

３階資格資料架
537.7||NIH||
2018

2675234

最近改正された法令・通達集 : 整備事業編
/ 国土交通省自動車局監修 ; 平成30年度版. -- 日本自動車整備振
興会連合会, 2018.9.

自動車工
学

３階資格資料架
537.7||NIH||
2018

2675242

自動車整備関係法令と解説 : 整備事業者必携
/ 日本自動車整備振興会連合会編 ; 平成30年版. -- 日本自動車整
備振興会連合会, 2018.3.

自動車工
学

３階資格資料架
537.7||NIH||
2018

2675251
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法令教材
/ 日本自動車整備振興会連合会編 ; 平成30年度版. -- 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||
2018

2675269

1級電気工事施工管理実地試験 : 4週間でマスター
/ 若月輝彦編著. -- 弘文社, 2018.10. -- ([国家・資格シリーズ] ;
[414]).

送電.変電.
配電

３階資格資料架
544.079||WA
K

2674769

照明学会100年史 : 照明技術の発達とともに
/ 照明学会編. -- 照明学会, 2016.8.

電灯.照明.
電熱

４階固定一般 545.06||SYO 2675927

法規
/ オーム社編. -- 改訂3版. -- オーム社, 2018.10. -- (電気通信主
任技術者試験 : これなら受かる).

通信工学.
電気通信

３階資格資料架
547.46||OH
M

2674793

東京湾岸地域づくり学 : 日本橋、月島、豊洲、湾岸地域の解読とデ
ザイン
/ 志村秀明著. -- 鹿島出版会, 2018.10.

産業政策・
行政.総合
開発

４階固定一般
601.136||SH
I

2674807

これ1冊で!短いのに伝わる「お仕事メール」便利帖
/ ベスト・ライフ・ネットワーク著. -- 大和書房, 2018.10. -- (だいわ文
庫 ; 145-6E).

商業 ３階文庫架 670.91||BES 2675676

漫画・アニメ・ゲームのデザイン.
-- 誠文堂新光社, 2018.12.-- (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||
(66)

2675536

フェルメール光の王国
/ 福岡伸一著. -- 木楽舎, 2011.8. -- (翼の王国books).

洋画 ３階固定一般
723.359||FU
K

2674742

武器になる知的教養西洋美術鑑賞
/ 秋元雄史著. -- 大和書房, 2018.10.

洋画 ３階固定一般 723||AKI 2675633

Batman, Volume 1, The court of owls
/ Scott Snyder, Greg Capullo, Jonathan Glapion. -- DC Comics,
c2012.

漫画.挿絵.
童画

ラーニングコモン
ズ

726.1||SNY 2675111

Infinity gauntlet
/ [writer Jim Starlin] ; [pencilers George P◆U00E9◆rez & Ron
Lim]. -- Marvel, c2011.

漫画.挿絵.
童画

ラーニングコモン
ズ

726.1||STA 2675102

おばあちゃんのおくりもの
/ キャリー・ガラッシュ文 ; サラ・アクトン絵 ; 菊田まりこ訳. -- WAVE
出版, 2018.10.

漫画.挿絵.
童画

３階固定一般 726.6||GAL 2675013
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マダガスカル : 富山愛子写真集
/ 富山愛子著 = MADAGASCAR. -- 東方出版, 2018.9.

写真集 ３階固定一般 748||TOM 2675218

音が変わる!演奏がラクになる!ピアノ骨体操
/ 矢野龍彦, 須関裕子共著. -- 音楽之友社, 2018.10.

楽器.器楽 ３階固定一般 763.2||YAN 2675773

大分国際車いすマラソン大会 : 世界最高峰の車いすマラソン大会
/ 北林珠美作画 ; スポーツ庁企画・監修. -- [スポーツ庁], 2017. --
(まんがスポーツで地域活性化 / スポーツ庁企画・監修 ; Vol.12).

スポーツ.
体育

３階固定一般
780.7||MAN|
|12

2675897

ラグビー合宿の聖地へ : 北のスポーツ基地網走
/ なつき凛作画 ; スポーツ庁企画・監修. -- [スポーツ庁], 2017. --
(まんがスポーツで地域活性化 / スポーツ庁企画・監修 ; Vol.1).

スポーツ.
体育

３階固定一般
780.8||MAN|
|1

2675781

Japan Open 飯塚国際車いすテニス大会 : アジア最高峰の国際車い
すテニス大会の始まり
/ 小林円美作画 ; スポーツ庁企画・監修. -- [スポーツ庁], 2017. --
(まんがスポーツで地域活性化 / スポーツ庁企画・監修 ; Vol.10).

スポーツ.
体育

３階固定一般
780.8||MAN|
|10

2675871

スポーツコミッションで合宿誘致
/ 松井美由紀作画 ; スポーツ庁企画・監修. -- [スポーツ庁], 2017. -
- (まんがスポーツで地域活性化 / スポーツ庁企画・監修 ; Vol.11).

スポーツ.
体育

３階固定一般
780.8||MAN|
|11

2675889

日本初のバレーボール専用体育館・オガールベース : スポーツを通
じて次世代のリーダーを育てる
/ 小野花奈作画 ; スポーツ庁企画・監修. -- [スポーツ庁], 2017. --
(まんがスポーツで地域活性化 / スポーツ庁企画・監修 ; Vol.2).

スポーツ.
体育

３階固定一般
780.8||MAN|
|2

2675791

バスケで秋田を元気に : ゼロからの挑戦
/ 清野翔太作画 ; スポーツ庁企画・監修. -- [スポーツ庁], 2017. --
(まんがスポーツで地域活性化 / スポーツ庁企画・監修 ; Vol.3).

スポーツ.
体育

３階固定一般
780.8||MAN|
|3

2675803

世界が注目するアウトドア天国・みなかみ
/ 木村慎吾, 齋藤来美, 清水蒼衣作画 ; スポーツ庁企画・監修. --
[スポーツ庁], 2017. -- (まんがスポーツで地域活性化 / スポーツ庁
企画・監修 ; Vol.4).

スポーツ.
体育

３階固定一般
780.8||MAN|
|4

2675811

市民が主役の交流拠点アオーレ長岡 : アリーナを含む公民一体型
スペース
/ 上村千夏作画 ; スポーツ庁企画・監修. -- [スポーツ庁], 2017. --
(まんがスポーツで地域活性化 / スポーツ庁企画・監修 ; Vol.5).

スポーツ.
体育

３階固定一般
780.8||MAN|
|5

2675821

サッカーで地域を盛り上げる : 松本山雅FCの歩み
/ 志賀北登作画 ; スポーツ庁企画・監修. -- [スポーツ庁], 2017. --
(まんがスポーツで地域活性化 / スポーツ庁企画・監修 ; Vol.6).

スポーツ.
体育

３階固定一般
780.8||MAN|
|6

2675838
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マリンスポーツでまちおこし : 自然を活かしたスポーツ集客
/ 石川智代美, 小川美乃里作画 ; スポーツ庁企画・監修. -- [スポー
ツ庁], 2017. -- (まんがスポーツで地域活性化 / スポーツ庁企画・
監修 ; Vol.7).

スポーツ.
体育

３階固定一般
780.8||MAN|
|7

2675846

「自立と連携」スポーツを核に地域に雇用を生む : 出雲スポーツ振
興21
/ 佐々木よう子, かみや風利, 松岡亜門作画 ; スポーツ庁企画・監
修. -- [スポーツ庁], 2017. -- (まんがスポーツで地域活性化 / ス
ポーツ庁企画・監修 ; Vol.8).

スポーツ.
体育

３階固定一般
780.8||MAN|
|8

2675854

瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会 : 瀬戸内しまなみ海道を
サイクリストの聖地へ
/ 二宮法子作画 ; スポーツ庁企画・監修. -- [スポーツ庁], 2017. --
(まんがスポーツで地域活性化 / スポーツ庁企画・監修 ; Vol.9).

スポーツ.
体育

３階固定一般
780.8||MAN|
|9

2675862

スポーツマーケティング論
/ 相原正道 [ほか] 著. -- 晃洋書房, 2018.8. -- (Sports perspective
series ; 1).

スポーツ.
体育

３階固定一般 780||AIH 2674602

レポート・論文の教科書 : 5日で学べて一生使える!
/ 小川仁志著. -- 筑摩書房, 2018.11. -- (ちくまプリマー新書 ; 311).

文章.文体.
作文

３階新書架 816.5||OGA 2675031

発話型英文法の教え方・学び方
/ 中村捷著. -- 開拓社, 2018.9.

文法.語法 ３階固定一般 835||NAK 2674408

日本の同時代小説
/ 斎藤美奈子著. -- 岩波書店, 2018.11. -- (岩波新書 ; 新赤版
1746).

日本文学 ３階新書架 910.2||SAI 2675561

炎の岳 (やま) : 南アルプス山岳救助隊K-9
/ 樋口明雄著. -- 新潮社, 2018.11. -- (新潮文庫 ; 11017, ひ-43-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HIG 2674866

謎の毒親
/ 姫野カオルコ著. -- 新潮社, 2018.11. -- (新潮文庫 ; 11015, ひ-
17-5).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HIM 2674971

スクールカースト殺人同窓会
/ 堀内公太郎著. -- 新潮社, 2018.11. -- (新潮文庫 ; 11027, ほ-25-
2).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HOR 2674939

モンローが死んだ日
/ 小池真理子著. -- 新潮社, 2018.11. -- (新潮文庫 ; 10945, こ-25-
17).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KOI 2674858

ワンダフル・ワールド
/ 村山由佳著. -- 新潮社, 2018.11. -- (新潮文庫 ; 11013, む-20-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||MUR 2674963
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蒼猫のいる家
/ 篠田節子著. -- 新潮社, 2018.11. -- (新潮文庫 ; 11014, し-38-
10).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SHI 2674912

奇譚蒐集録 : 弔い少女の鎮魂歌
/ 清水朔著. -- 新潮社, 2018.11. -- (新潮文庫 ; 10922, し-85-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SHI 2674947

冷血
/ 高村薫著 ; 上, 下. -- 新潮社, 2018.11. -- (新潮文庫 ; 10925-
10926, た-53-16, た-53-17).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||TAK||
1

2674981

冷血
/ 高村薫著 ; 上, 下. -- 新潮社, 2018.11. -- (新潮文庫 ; 10925-
10926, た-53-16, た-53-17).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||TAK||
2

2674998

さぶ
/ 山本周五郎著. -- 100刷改版. -- 新潮社, 2018.10. -- (新潮文庫 ;
1714, や-3-4).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||YAM 2674882

日本婦道記
/ 山本周五郎著. -- 新潮社, 2018.11. -- (新潮文庫 ; 11022, や-3-
6).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||YAM 2674891

殺人仮装行列 : 探偵小説集
/ 山本周五郎著 ; 末國善己編. -- 新潮社, 2018.11. -- (新潮文庫 ;
11026, や-3-92 . 周五郎少年文庫 / 山本周五郎).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||YAM 2674904

レトロゲームファクトリー
/ 柳井政和著. -- 新潮社, 2018.11. -- (新潮文庫 ; 11025, や-79-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||YAN 2674921

なんとか生きてますッ
/ 大宮エリー著. -- 新潮社, 2018.11. -- (新潮文庫 ; 11020, お-104-
1).

評論. エッ
セイ. 随筆

３階文庫架 914.6||OOM 2674874

イヤシノウタ
/ 吉本ばなな著. -- 新潮社, 2018.11. -- (新潮文庫 ; 11012, よ-18-
34).

評論. エッ
セイ. 随筆

３階文庫架 914.6||YOS 2674831

帰ってきた悪の魔女. -- 平凡社, 2018.10. -- (THE LAND OF
STORIES
/ クリス・コルファー著 ; 田内志文訳 . 2).

小説.物語 ３階固定一般 933.7||COL 2674688

Star wars : aftermath
/ Chuck Wendig. -- Del Rey, [2015].

小説.物語
ラーニングコモン
ズ

933.7||WEN 2675129
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わたしのハートブレイク・ストーリーと11の殺人 : 殺しちゃう。愛してい
るから
/ ミレーナ・モーザー著 ; 大串紀代子訳. -- 鳥影社・ロゴス企画,
2018.10.

小説.物語 ３階固定一般 943.7||MOS 2674629

トロイア戦争の三人の英雄たち : アキレウスとアイアスとオデッセウ
ス
/ 川井万里子著. -- 春風社, 2018.10.

ギリシア文
学

３階固定一般 991||KAW 2674645


