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ヒトの概日時計と時間
/ 時間学の構築編集委員会編集. -- 恒星社厚生閣, 2019.3. -- (時
間学の構築 / 山口大学時間学研究所監修 ; 3).

自然哲学.
宇宙論

３階固定一般 112||JIK 2695855

グローバル化の世界史
/ 秋田茂責任編集. -- ミネルヴァ書房, 2019.4. -- (MINERVA世界史
叢書 / 秋田茂 [ほか] 編集委員 ; 2).

世界史.文
化史

３階固定一般 209.5||AKI 2695201

ひとめでわかる!海外旅行安心ハンドブック : ポケット版
/ 海外旅行情報研究会編著. -- 永岡書店, [2013.4].

地理.地誌.
紀行

３階固定一般 290.9||KAI 2695278

ベトナム : ホーチミン・ハノイ ; '19.
-- 昭文社, 2018.7. -- (まっぷるマガジン . 海外).

アジア ３階固定一般
292.31093||
MAT||2019

2695138

るるぶアメリカ西海岸.
-- JTBパブリッシング, 2019.9. -- (るるぶ情報版 ;C1).

北アメリカ ３階固定一般
295.393||RU
R

2695812

「令和」新時代の日本経済
/ 内閣府編集. -- 日経印刷. -- (経済財政白書 / 内閣府編 ; 令和
元年版).

経済史・事
情.経済体
制

３階固定参考
332.1||KEI||2
019

2695804

現代日本経済
/ 橋本寿朗 [ほか] 著. -- 第4版. -- 有斐閣, 2019.5. -- (有斐閣アル
マ ; Specialized).

経済史・事
情.経済体
制

３階固定一般
332.107||HA
S

2695561

EU経済入門
/ 本田雅子, 山本いづみ編著. -- 文眞堂, 2019.3.

経済史・事
情.経済体
制

３階固定一般 332.3||HON 2695227

リスクが嫌いな人のお金の教科書 : いま50万円あったら、こうしなさ
い!
/ 横山利香著. -- WAVE出版, 2019.4.

金融.銀行.
信託

３階固定一般 338.18||YOK 2696053

マス・コミュニケーションの世界 : メディア・情報・ジャーナリズム
/ 仲川秀樹著. -- ミネルヴァ書房, 2019.3.

社会学 ３階固定一般
361.453||NA
K

2695219

新着図書のご案内（3階）
※8月中は新着図書コーナーに展示されています。

2019年8月1日～8月15日
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キャンパスライフサポートブック : こころ・からだ・くらし
/ 香月菜々子, 古田雅明著. -- ミネルヴァ書房, 2019.5.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般 377.9||KAT 2695294

花火
/ 福澤徹三著. -- 法政大学出版局, 2019.8. -- (ものと人間の文化
史 ; 183).

風俗習慣.
民俗学.民
族学

３階固定一般
380||MON||1
83

2695839

日本音響学会誌 ; CD-ROM版 ;
2006(Vol.62 No.1～12) - 2018(Vol.74 No.1～12). -- 日本音響学会,
2006-.

工業基礎
学

ＡＶ
501.24||NIH|
|2018

2695987

第一種電気工事士技能試験公表問題の合格解答
/ オーム社編 ; 2014年版, 2018年版, 2019年版. -- オーム社, 2014-.

送電.変電.
配電

３階資格資料架
544.07||OH
M||2019

2695626

二種電工技能試験 : 全13問の最初から最後まで施工映像を丸ごと
収録!! ; 2019年公表問題版.
-- オーム社, 2019.4.

送電.変電.
配電

３階資格資料架
544.079||OH
M||2019

2695189

IIEEJ transactions on image electronics and visual computing ; CD-
ROM版
; Vol. 1, no. 1 (2013) - Vol. 7, no. 1(2018). -- Institute of Image
Electronics Engineers of Japan, c2013-.

通信工学.
電気通信

ＡＶ
547.89||GAZ
||2019-1

2695961

画像電子学会誌 : 2019年 ; CD-ROM版
/ 画像電子学会[編] ; Vol.48 (2018)No.1, Vol.48 (2018)No.2. -- 画像
電子学会, 2019.

通信工学.
電気通信

ＡＶ
547.89||GAZ
||48-2

2695952

材料とプロセス : CAMP-ISIJ : 講演大会論文集 ; CD-ROM版
/ 日本鉄鋼協会 [編集] ; Vol.21(2008)No.1 - Vol.32(2019)No.1. --
日本鉄鋼協会, 2008-.

鉄鋼 ＡＶ
564.05||NIH|
|32-1

2695979

スポーツトレーニングの常識を超えろ!
/ 日本トレーニング指導者協会編著. -- 大修館書店, 2019.4.

スポーツ.
体育

３階固定一般 780.7||NIH 2696061

ポピュラーカルチャーの詩学 : 日本語の文字に秘められたマルチモ
ダリティ
/ 松田結貴著. -- 風間書房, 2019.5.

音声.音韻.
文字

３階固定一般 811||MAT 2695847
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日本語が英語と出会うとき : 日本語と英和・和英辞書の百五十年
/ 今野真二著. -- 研究社, 2019.5.

辞典 ３階固定一般 833.3||KON 2695286


