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書評キャンパスat読書人
/ 大学生と「週刊読書人」編集部著 ; 2017. -- 読書人, 2018.11.

読書.読書
法

３階固定一般 019.9||DAI 2681081

ご笑納下さい : 私だけが知っている金言・笑言・名言録
/ 高田文夫著. -- 新潮社, 2019.1. -- (新潮文庫 ; 11018, た-125-1).

雑著 ３階文庫架 049||TAK 2680751

20代で身につけたい働き方の基本 : 「君がいてよかった」と言われる
仕事のルール
/ 小杉樹彦著. -- 新評論, 2019.1.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159.4||KOS 2680688

野史呼び名辞典
/ 立田浩之編著. -- めんめ平出版, 1998.9.

日本史 ３階固定参考
210.033||TA
T

2681111

神がそれを望んでおられる
/ 塩野七生著. -- 新潮社, 2019.1. -- (新潮文庫 ; 11045, し-12-44 .
十字軍物語 / 塩野七生著 ; 第1巻).

ヨ－ロッパ
史.西洋史

３階文庫架
230.45||SHI|
|1

2680742

イスラムの反撃
/ 塩野七生著. -- 新潮社, 2019.1. -- (新潮文庫 ; 11046, し-12-45 .
十字軍物語 / 塩野七生著 ; 第2巻).

ヨ－ロッパ
史.西洋史

３階文庫架
230.45||SHI|
|2

2681226

蛮行のヨーロッパ : 第二次世界大戦直後の暴力
/ キース・ロウ著 ; 猪狩弘美, 望龍彦訳. -- 白水社, 2019.1.

ヨ－ロッパ
史.西洋史

３階固定一般 230.7||LOW 2680718

ある若き死刑囚の生涯
/ 加賀乙彦著. -- 筑摩書房, 2019.1. -- (ちくまプリマー新書 ; 317).

個人伝記 ３階新書架 289.1||KAG 2680921

陸軍参謀川上操六 : 日清戦争の作戦指導者
/ 大澤博明著. -- 吉川弘文館, 2019.2. -- (歴史文化ライブラリー ;
480).

個人伝記 ３階固定一般 289.1||OHS 2681269

日本文学気まま旅 : その先の小さな名所へ
/ 浅見和彦著. -- 三省堂, 2018.12.

日本 ３階固定一般 291.09||ASA 2680564

ユダヤ人とユダヤ教
/ 市川裕著. -- 岩波書店, 2019.1. -- (岩波新書 ; 新赤版 1755).

国家と個
人・宗教・
民族

４階新書架 316.88||ICH 2681323

新着図書のご案内
2019年1月16日～1月31日
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安全保障の位相角
/ 川名晋史, 佐藤史郎編. -- 法律文化社, 2018.12.

外交.国際
問題

３階固定一般 319.1||KAW 2680955

大学生のための法学 : キャンパスライフで学ぶ法律入門
/ 長沼建一郎著. -- 法律文化社, 2018.12.

法学 ３階固定一般 321||NAG 2680971

表解改正民法 (債権関係) 実務ハンドブック : 新旧比較と留意点で
わかる
/ 古川和典著. -- ぎょうせい, 2018.6.

民法 ３階固定一般 324.4||FUR 2681099

オリエンテーション民法
/ 松久三四彦, 遠山純弘, 林誠司著. -- 有斐閣, 2018.12.

民法 ３階固定一般 324||MAT 2680701

「10%消費税」が日本経済を破壊する : 今こそ真の「税と社会保障の
一体改革」を
/ 藤井聡著. -- 晶文社, 2018.11.

経済史・事
情.経済体
制

３階固定一般
332.107||FU
J

2680963

SDGsを学ぶ : 国際開発・国際協力入門
/ 高柳彰夫編 ; 大橋正明編. -- 法律文化社, 2018.12.

経済政策.
国際経済

３階固定一般 333.8||TAK 2680947

幸福学
/ ハーバード・ビジネス・レビュー編集部編 ; DIAMONDハーバード・
ビジネス・レビュー編集部訳. -- ダイヤモンド社, 2018.11. -- (EIシ
リーズ : Emotional intelligence).

経営管理 ３階固定一般 336.4||DIA 2680998

就学時健診を考える : 特別支援教育のいま
/ 小笠毅編. -- 新版. -- 岩波書店, 2019.1. -- (岩波ブックレット ;
No.991).

障害児教
育

３階固定一般 378||OGA 2680841

すごい分子 : 世界は六角形でできている
/ 佐藤健太郎著. -- 講談社, 2019.1. -- (ブルーバックス ; B-2080).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
080

2681234

ブロックチェーン : 相互不信が実現する新しいセキュリティ
/ 岡嶋裕史著. -- 講談社, 2019.1. -- (ブルーバックス ; B-2083).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
083

2681242

不自然な宇宙 : 宇宙はひとつだけなのか?
/ 須藤靖著. -- 講談社, 2019.1. -- (ブルーバックス ; B-2084).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
084

2681251
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重点解説岩澤理論 : 理論から計算まで
/ 福田隆著. -- サイエンス社, 2019.2. -- (臨時別冊・数理科学 .
SGCライブラリ ; 145).

数論［整数
学］

４階固定一般 412||FUK 2681277

ユーラシア動物紀行
/ 増田隆一著. -- 岩波書店, 2019.1. -- (岩波新書 ; 新赤版 1757).

動物地理.
動物誌

４階新書架 482||MAS 2681331

男性も女性も知っておきたい妊娠・出産のリテラシー : 「精子・卵子
の老化」を超えて
/ 齊藤英和編 ; 杉森裕樹編. -- 大修館書店, 2018.12.

婦人科学.
産科学

４階固定一般 495.6||SAI 2680572

コージェネレーション白書
/ コージェネレーション・エネルギー高度利用センター編 ; 2012 -
2018. -- 日本工業出版, 2012.11-.

工業基礎
学

４階固定一般
501.6||KOZ||
2018

2681102

二級建築士試験出題キーワード別問題集 : 全7年問題集
/ 全日本建築士会監修 ; 建築資格試験研究会編 ; 2019年度版. --
学芸出版社, 2019.1.

建築学 ３階資格資料架
520.79||ZEN
||2019

2681013

一級建築士試験出題キーワード別問題集 : 全7年問題集
/ 全日本建築士会監修 ; 建築資格試験研究会編 ; 2019年度版. --
学芸出版社, 2019.1.

建築学 ３階資格資料架
520.79||ZEN
||2019

2681021

永平寺建造物調査報告書
/ 日向進編. -- 永平寺, 2018.9.

日本の建
築

４階固定一般
521.818||HY
U

2681161

鉄構造物の保存と修復
/ 国立文化財機構東京文化財研究所保存科学研究センター近代文
化遺産研究室編集. -- 国立文化財機構東京文化財研究所, 2018.8.
-- (未来につなぐ人類の技 / 東京国立文化財研究所編 ; 18).

建築構造 ４階固定一般 524.6||KOK 2681171

ホンダジェット : 開発リーダーが語る30年の全軌跡
/ 前間孝則著. -- 新潮社, 2019.1. -- (新潮文庫 ; 11054, ま-54-1).

航空宇宙
工学

３階文庫架
538.68||MA
E

2680912

迷惑メール白書
/ 迷惑メール対策推進協議会編 ; 2018. -- 迷惑メール対策推進協
議会, 2018.11.

通信工学.
電気通信

４階固定一般
547.48||MEI|
|2018

2681129

標準LAN教科書
/ マルチメディア通信研究会編 ; 上, 下. -- アスキー, 1993.2-1993.6.
-- (ポイント図解式).

通信工学.
電気通信

４階固定一般
547.48||MUL
||2

1387294
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画像処理産業応用総覧 ; 上巻: 基礎・システム技 術編, 下巻: 応用
技術編.
-- フジ・テクノシステム, 1994.1-1994.4.

通信工学.
電気通信

４階固定一般
547.89||EGI|
|2

1400134

画像概論
/ 画像工学シリーズ編集委員会編 ; 松本和雄編著 ; 1, 2. -- 丸善,
1994.9. -- (画像工学シリーズ / 画像工学シリーズ編集委員会編 ;
1,2).

通信工学.
電気通信

４階固定一般
547.89||GAZ
||2

1471597

画像概論
/ 画像工学シリーズ編集委員会編 ; 松本和雄編著 ; 1, 2. -- 丸善,
1994.9. -- (画像工学シリーズ / 画像工学シリーズ編集委員会編 ;
1,2).

情報工学 ４階固定一般
548.2||GAZ||
1

1433181

画像概論
/ 画像工学シリーズ編集委員会編 ; 松本和雄編著 ; 1, 2. -- 丸善,
1994.9. -- (画像工学シリーズ / 画像工学シリーズ編集委員会編 ;
1,2).

情報工学 ４階固定一般
548.2||GAZ||
2

1433199

画像概論
/ 画像工学シリーズ編集委員会編 ; 松本和雄編著 ; 1, 2. -- 丸善,
1994.9. -- (画像工学シリーズ / 画像工学シリーズ編集委員会編 ;
1,2).

情報工学 ４階固定一般
548.2||GAZ||
2

2081393

「20円」で世界をつなぐ仕事 : 想いと頭脳で稼ぐ新しい働き方
/ 小暮真久著. -- 完全版. -- ダイヤモンド社, 2018.10.

農業経済 ４階固定一般
611.38||KO
G

2680981

森林景観づくり : その考え方と実践
/ 由田幸雄著. -- 日本林業調査会, 2017.2.

造園 ４階固定一般 629.1||YOS 2681072

デザイナーだから極めたい色づかいのテクニック。.
-- 誠文堂新光社, 2019.2. -- (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. 83).

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||DEZ||
(67)

2681218

JALの奇跡 : 稲盛和夫の善き思いがもたらしたもの
/ 大田嘉仁著. -- 致知出版社, 2018.9.

航空運送 ４階固定一般
687.067||OH
T

2681005

フリーア美術館 : アメリカが出会った日本美術の至宝
/ 竹内清乃編集. -- 平凡社, 2019.1. -- (別冊太陽 . 日本のこころ ;
269).

芸術史. 美
術史

３階固定一般 702.1||TAK 2680726



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
2019年1月16日～1月31日

関ヶ原 = SEKIGAHARA ; DVD版
/ 原田眞人監督・脚本 ; 司馬遼太郎原作. -- アスミック・エース (発
売). v.

映画 ＡＶ 778.2||HAR 2680874

亜人 ; DVD版
/ 本広克行監督 ; 瀬古浩司脚本 ; 桜井画門原作. -- 東宝 (販売),
2018.4. v.

映画 ＡＶ 778.2||MOT 2680882

志ん生の食卓
/ 美濃部美津子著. -- 新潮社, 2019.1. -- (新潮文庫 ; 11055, み-
62-1).

大衆演芸 ３階文庫架 779.13||MIN 2680904

新にほんご会話トレーニング : 初級が終わったら始めよう
/ 小林ひとみ著. -- 改訂版. -- アスク出版, 2018.6.

読本.解釈.
会話

３階日本語学習 817.8||KOB 2678535

しびれる短歌
/ 東直子, 穂村弘著. -- 筑摩書房, 2019.1. -- (ちくまプリマー新書 ;
318).

詩歌 ３階新書架 911.16||HIG 2680939

伯爵夫人
/ 蓮實重彦著. -- 新潮社, 2019.1. -- (新潮文庫 ; 11049, は-74-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HAS 2680734

リビア、はるかなり : 妻への便り・58通
/ 石津一成著. -- 鳥影社, 2018.12.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||ISH 2680696

海と山のピアノ
/ いしいしんじ著. -- 新潮社, 2019.1. -- (新潮文庫 ; 11050, い-76-
12).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||ISH 2680793

ニセモノの妻
/ 三崎亜記著. -- 新潮社, 2019.1. -- (新潮文庫 ; 11024, み-63-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||MIS 2680785

私の裸
/ 森美樹著. -- 新潮社, 2019.1. -- (新潮文庫 ; 11052, も-41-2).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||MOR 2680807

田嶋春にはなりたくない
/ 白河三兎著. -- 新潮社, 2019.1. -- (新潮文庫 ; 11042, し-86-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SHI 2680777
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少年間諜X (スパイエックス) 13号 : 冒険小説集
/ 山本周五郎著 ; 末國善己編. -- 新潮社, 2019.1. -- (新潮文庫 ;
11056, や-3-94 . 周五郎少年文庫).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||YAM 2680769

青べか物語
/ 山本周五郎著. -- 第2版. -- 新潮社, 2019.1. -- (新潮文庫 ; 1637,
や-3-9).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||YAM 2680831

東京タワー・レストラン
/ 神西亜樹著. -- 新潮社, 2019.1. -- (新潮文庫 ; 11059, し-78-4).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||ZIN 2680891

ここから先はどうするの : 禁断のエロス
/ 澤村伊智 [ほか] 著. -- 新潮社, 2019.1. -- (新潮文庫 ; 11006, し-
21-71).

小説.物語 ３階文庫架
913.68||SA
W

2680815

イケウチ版 日本百名湯.
-- 池内紀.

日記.書簡.
紀行

３階固定一般 915.6||IKE 2680556

絶筆
/ 野坂昭如著. -- 新潮社, 2019.1. -- (新潮文庫 ; 10968, の-3-4).

日記.書簡.
紀行

３階文庫架 915.6||NOS 2680823


