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FIT情報科学技術フォーラム講演論文集 ; DVD-ROM版
/ 電子情報通信学会, 情報処理学会[編] ; 2015(第14回) - 2019(第
18回). -- 電子情報通信学会, 2015.8-.

情報科学 ＡＶ
007.64||JOH
||2019

2698587

日刊工業新聞縮刷版 2019年 ; CD-ROM版
 日刊工業新聞社編 ; 1月号 - 7月号. -- 日刊工業新聞社, 2019.2-.

日本 ＡＶ
071.5||NIK||'
19-8

2698528

自分を磨く方法
/ アレクサンダー・ロックハート著 ; 弓場隆訳. -- ディスカヴァー・トゥ
エンティワン, 2005.8.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||LOC 2698544

生き方、ちょっと変えてみよう : あなたはじつは仏の子
/ ひろさちや著. -- 佼成出版社, 2019.8.

仏教 ３階固定一般 180.4||HIR 2698471

戸籍が語る古代の家族
/ 今津勝紀著. -- 吉川弘文館, 2019.10. -- (歴史文化ライブラリー ;
488).

日本史 ３階固定一般 210.3||IMA 2698609

男性論 : ecce homo
/ ヤマザキマリ著. -- 文藝春秋, 2013.12. -- (文春新書 ; 934).

家族問題.
男性・女性
問題.老人
問題

３階固定一般 367.5||YAM 2698447

介護職がいなくなる : ケアの現場で何が起きているのか
/ 結城康博著. -- 岩波書店, 2019.9. -- (岩波ブックレット ; no. 1008).

社会福祉 ３階固定一般 369.26||YUK 2698145

銀河帝国は必要か? : ロボットと人類の未来
/ 稲葉振一郎著. -- 筑摩書房, 2019.9. -- (ちくまプリマー新書 ;
334).

情報工学 ３階新書架 548.3||INA 2698323

ヤマザキマリの偏愛ルネサンス美術論
/ ヤマザキマリ著. -- 集英社, 2015.12. -- (集英社新書 ; 0815F).

芸術史. 美
術史

３階固定一般
702.05||YA
M

2698382

だいすきな先生へ
/ デボラ・ホプキンソン文 ; ナンシー・カーペンター絵 ; 松川真弓やく.
-- 評論社, 2019.8. -- (児童図書館・絵本の部屋).

漫画.挿絵.
童画

３階固定一般 726.6||HOP 2698595

新着図書のご案内（3階）
※10月中は新着図書コーナーに展示されています。

2019年9月16日～9月30日
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新着図書のご案内（3階）
※10月中は新着図書コーナーに展示されています。

2019年9月16日～9月30日

世界チャンピオンの紙飛行機ブック
/ John M.Collins著 ; 金井哲夫訳. -- オライリー・ジャパン. -- (Make:
Japan books).

木竹工芸 ３階固定一般 754.9||COL 2698374

コーチングとは「信じること」 : ラグビー日本代表ヘッドコーチ エ
ディー・ジョーンズとの対話
/ 生島淳著. -- 文藝春秋, 2015.8. -- (Sports Graphic Number
books).

球技 ３階固定一般 783.48||IKU 2698511

エキストラ・イニングス : 僕の野球論
/ 松井秀喜著. -- 文藝春秋, 2016.4. -- (文春文庫).

球技 ３階固定一般 783.7||MAT 2698501

英語のフレーズ研究への誘い
/ 井上亜依著. -- 開拓社, 2019.6. -- (開拓社言語・文化選書 ; 81).

語彙 ３階固定一般 834.4||INO 2698331

狂うひと : 「死の棘」の妻・島尾ミホ
/ 梯久美子著. -- 新潮社, 2019.9. -- (新潮文庫 ; 11167, か-50-2).

日本文学 ３階文庫架
910.268||KA
K

2698269

入門万葉集
/ 上野誠著. -- 筑摩書房, 2019.9. -- (ちくまプリマー新書 ; 333).

詩歌 ３階新書架 911.12||UEN 2698315

源氏姉妹 (しすたあず)
/ 酒井順子著. -- 新潮社, 2019.9. -- (新潮文庫 ; 11165, さ-23-13).

小説.物語 ３階文庫架 913.36||SAK 2698277

十津川警部長良川心中
/ 西村京太郎著. -- 新潮社, 2019.9. -- (新潮文庫 ; 11166, に-5-
38).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||NIS 2698285


