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東大集中力 : やりたくないことも最速で終わらせる
/ 西岡壱誠著. -- 大和書房, 2019.9.

普通心理
学.心理各
論

３階固定一般 141.5||NIS 2699401

みんな、忙しすぎませんかね? : しんどい時は仏教で考える。
/ 笑い飯・哲夫著 ; 釈徹宗著. -- 大和書房, 2019.8.

仏教 ３階固定一般 180.4||SYA 2699397

地獄の歩き方
/ 田村正彦監修 ; 小野崎理香, 水野ぷりん絵. -- 金の星社, 2019.7.

仏教教理.
仏教哲学

３階固定一般 181.4||TAM 2699389

英文詳説世界史 : World history for high school
/ 橋場弦 [ほか] 監修. -- 山川出版社, 2019.8.

世界史.文
化史

３階固定一般 209||HAS 2699362

昭和・平成史年表 : 1926-2019
/ 平凡社編. -- 完全版. -- 平凡社, 2019.7.

日本史 ３階固定一般 210.7||HEI 2699338

アメリカ史
/ 紀平英作編 ; 上, 下. -- 山川出版社, 2019.7. -- (YAMAKAWA
SELECTION).

アメリカ合
衆国

３階固定一般
253.01||KIH|
|1

2699291

アメリカ史
/ 紀平英作編 ; 上, 下. -- 山川出版社, 2019.7. -- (YAMAKAWA
SELECTION).

アメリカ合
衆国

３階固定一般
253.01||KIH|
|2

2699303

日本とフィンランドの出会いとつながり : 100年にわたる関係史
/ ユハ・サウナワーラ, 鈴木大路郎編. -- 大学教育出版, 2019.6.

外交.国際
問題

３階固定一般
319.103||SA
U

2699176

ファミリービジネス:MBA講座
/ 明治大学ビジネススクール編. -- 同文舘出版, 2019.7.

企業.経営 ３階固定一般 335.3||MEI 2699435

さりげないけど喜ばれるはたらく女子の気づかいレッスン
/ 能町光香著. -- 大和書房, 2019.7.

経営管理 ３階固定一般
336.49||NO
U

2699321

論点で学ぶ財務会計
/ 川村義則著. -- 新世社. -- (ライブラリ論点で学ぶ会計学 / 醍醐
聰, 上總康行編 ; 1).

経営管理 ３階固定一般 336.9||KAW 2699249

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10月1日～10月15日
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地域社会の変動と文化
/ 中藤康俊著. -- 改訂増補版. -- 大学教育出版, 2019.4.

社会学 ３階固定一般 361.5||NAK 2699206

「集中力」を高める技術 : 「気が散る」「続かない」を乗り越える方法
/ 西多昌規著. -- 大和書房, 2019.8. -- (だいわ文庫 ; 260-5A).

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

３階文庫架 498.39||NIS 2699419

これだけマスター2級建築施工管理技士試験
/ 吉井和子, 池本幸一, 速水洋志共著. -- 改訂3版. -- オーム社,
2019.8.

建築計画
施工

３階就職資料架 525.07||YOS 2699699

一目置かれる知的教養日本美術鑑賞
/ 秋元雄史著. -- 大和書房, 2019.5.

日本画 ３階固定一般 721.02||AKI 2699192

綾
/ 杉江みどり著. -- 東方出版, 2019.6. -- (切り絵の文楽 ; 2).

漫画.挿絵.
童画

３階固定一般 726.9||SUG 2699214

健康スポーツとヘルスマネジメント : リーダーのための健康理論
/ 吉中康子著. -- 晃洋書房, 2019.6.

スポーツ.
体育

３階固定一般 780.19||YOS 2699311

ひと目でわかるバスケットボールの筋力トレーニング : パフォーマン
ス向上とケガ予防の解剖学
/ ブライアン・コール, ロブ・パナリエッロ著 ; 有賀誠司, ウイリアム・
ウェザリー訳. -- 大修館書店, 2019.7.

球技 ３階固定一般 783.1||COL 2699265

大学におけるライティング支援 : どのように「書く力」を伸ばすか
/ 関西大学ライティングラボ, 津田塾大学ライティングセンター編. --
東信堂, 2019.3.

言語学 ３階固定一般 801.6||KAN 2699184

英文解体新書 : 構造と論理を読み解く英文解釈
/ 北村一真著. -- 研究社, 2019.7.

読本.解釈.
会話

３階固定一般 837.5||KIT 2699541

英語で大阪・京都道案内
/ キャサリン・A.クラフト著 ; 関西探検隊著. -- 大和書房, 2019.8. --
(だいわ文庫 ; 382-2E).

読本.解釈.
会話

３階文庫架 837.8||CRA 2699427

さよならドビュッシー
/ 中山七里著. -- 宝島社, 2011.1. -- (宝島社文庫 ; [Cな-6-1]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||NAK 2699672


