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メモの魔力 = The magic of memos
/ 前田裕二著. -- 幻冬舎, 2018.12. -- (NewsPicks book).

知識.学問.
学術

３階固定一般 002.7||MAE 2701201

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 - 10月号. -- 日刊工業新聞社,
2019.2-.

日本 ＡＶ
071.5||NIK||'
19-10

2701324

自分と向き合い成長するアニメと哲学
/ 小川仁志著. -- かんき出版, 2019.4.

論文集.評
論集.講演
集

３階固定一般 104||OGA 2701596

Rによる心理・調査データ解析
/ 緒賀郷志著. -- 第2版. -- 東京図書, 2019.10.

心理学 ３階固定一般 140.7||OGA 2700905

マゾヒストたち : 究極の変態18人の肖像
/ 松沢呉一著. -- 新潮社, 2019.11. -- (新潮文庫 ; 10861, ま-46-2).

異常心理
学

３階文庫架 145.7||MAT 2701031

まんがでわかる頭に来てもアホとは戦うな!
/ 田村耕太郎著 ; 秋内常良シナリオ ; 松枝尚嗣作画. -- 朝日新聞
出版, 2019.3.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159.4||AKI 2701601

「運がいい人」になるための小さな習慣 : 世界の成功者が実践する
たった1分のルール
/ サチン・チョードリー著. -- アスコム, 2019.6.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||CHO 2702428

時間革命 : 1秒もムダに生きるな
/ 堀江貴文著. -- 朝日新聞出版, 2019.9.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||HOR 2702347

夢を叶える「打ち出の小槌」
/ 堀江貴文著. -- 青志社, 2019.11.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||HOR 2702355

時間術大全 : 人生が本当に変わる「87の時間ワザ」
/ ジェイク・ナップ, ジョン・ゼラツキー著 ; 櫻井祐子訳. -- ダイヤモン
ド社, 2019.6.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||KNA 2702312

新着図書のご案内（3階）
※12月中は新着図書コーナーに展示されています。

2019年11月16日～11月30日
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自分を変える習慣力 : コーチングのプロが教える、潜在意識を味方
につける方法
/ 三浦将[著]. -- クロスメディア・パブリッシング. -- (Business life ;
002).

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||MIU 2702291

中田式ウルトラ・メンタル教本 : 好きに生きるための「やらないこと」リ
スト41
/ 中田敦彦著. -- 徳間書店, 2019.9.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||NAK 2702398

はじめて読む法華経28品 : 現代語訳 : 深遠な教え、華麗な物語世
界へ
/ 立松和平著. -- 佼成出版社, 2019.10.

経典 ３階固定一般 183.3||TAT 2701278

道元入門
/ 角田泰隆 [著]. -- 初版. -- 角川学芸出版. -- (角川文庫 ; 17689).

各宗 ３階文庫架 188.82||TSU 2700948

図説第二次世界大戦
/ 太平洋戦争研究会著 ; :新装版. -- 河出書房新社, 2019.8. -- (ふ
くろうの本).

世界史.文
化史

３階固定一般 209.74||TAI 2702151

一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 : 公立高校教師
YouTuberが書いた
/ 山◆UFA11◆圭一著. -- SBクリエイティブ, 2018.8.

世界史.文
化史

３階固定一般 209||YAM 2702134

一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書 : 公立高校教師
YouTuberが書いた
/ 山◆UFA11◆圭一著. -- SBクリエイティブ, 2019.9.

日本史 ３階固定一般 210.1||YAM 2702142

はじめての三国志 : 時代の変革者・曹操から読みとく
/ 渡邉義浩著. -- 筑摩書房, 2019.11. -- (ちくまプリマー新書 ; 337).

中国 ３階新書架
222.043||WA
T

2700964

2030年の世界地図帳 : あたらしい経済とSDGs、未来への展望
/ 落合陽一著. -- SBクリエイティブ, 2019.11.

論文集.評
論集.講演
集

３階固定一般 304||OCH 2702126

日本人が知るべき東アジアの地政学 : 2025年韓国はなくなっている
/ 茂木誠著. -- 悟空出版, 2019.6.

外交.国際
問題

３階固定一般 319.2||MOG 2702241
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年表とトピックでいまを読み解くニッポン戦後経済史 : NHK欲望の経
済史日本戦後編
/ 坂井豊貴, NHK「欲望の経済史 日本戦後編」制作班編著. -- NHK
出版, 2018.2.

経済史・事
情.経済体
制

３階固定一般
332.107||SA
K

2702207

すべての働く人のための新しい経営学
/ 三谷宏治 [著]. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2019.9.

企業.経営 ３階固定一般 335.1||MIT 2702185

起業と経営の基本知識がわかる本 : 弁護士による実践書
/ 東京弁護士会親和全期会著. -- 第2版. -- 自由国民社, 2019.2.

企業.経営 ３階固定一般 335||TOK 2702461

「数字で考える」は武器になる
/ 中尾隆一郎著. -- かんき出版, 2019.3.

経営管理 ３階固定一般 336.1||NAK 2702193

論理思考大全 : 深く考え、わかりやすく伝える力が身につく =
Logical Thinking, Speaking and Writing
/ 西村克己著. -- PHPエディターズ・グループ.

経営管理 ３階固定一般 336.2||NIS 2702282

「伝わる資料」デザイン・テクニック = Design technique for business
documents
/ 渡辺克之著. -- ソーテック社, 2015.9.

経営管理 ３階固定一般
336.55||WA
T

2701979

伸びる会社、沈む会社の見分け方
/ 小宮一慶著. -- PHP研究所, 2019.10. -- (PHPビジネス新書 ;
408).

経営管理 ３階固定一般 336||KOM 2701481

磯野家の相続税 : 世田谷のアノ自宅は、いくらかかる!?
/ 長谷川裕雅著. -- 最新版. -- すばる舎, 2014.12.

租税 ３階固定一般 345.5||HAS 2702321

税のタブー
/ 三木義一著. -- 集英社インターナショナル. -- (インターナショナル
新書 ; 041).

租税 ３階固定一般 345||MIK 2701502

相手のイエスを必ず引き出すモノの伝え方サクッとノート
/ 櫻井弘著. -- 永岡書店, [2015.7].

社会学 ３階固定一般 361.4||SAK 2702304
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壊さないマンションの未来を考える
/ 住総研「マンションの持続可能性を問う」研究委員会編. -- プログ
レス, 2019.6. -- (住総研住まい読本).

生活・消費
者問題

３階固定一般 365.35||JUS 2701367

残業学 : 明日からどう働くか、どう働いてもらうのか?
/ 中原淳, パーソル総合研究所著. -- 光文社, 2018.12. -- (光文社
新書 ; 980).

労働経済.
労働問題

３階固定一般 366.32||NAK 2701545

身近な人が元気なうちに話しておきたいお金のこと介護のこと
/ 井戸美枝著. -- 東洋経済新報社, 2017.10.

家族問題.
男性・女性
問題.老人
問題

３階固定一般 367.7||IDO 2702479

愛という名の支配
/ 田嶋陽子著. -- 新潮社, 2019.11. -- (新潮文庫 ; 11218, た-128-
1).

家族問題.
男性・女性
問題.老人
問題

３階文庫架 367||TAJ 2701111

ケーキの切れない非行少年たち
/ 宮口幸治著. -- 新潮社, 2019.7. -- (新潮新書 ; 820).

社会病理 ３階固定一般 368.71||MIY 2701511

グローバル人材へのファーストステップ : 海外の学生とPBL/TBLで
学び合う
/ 崔慶原著. -- 九州大学出版会, 2019.10.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般 377.6||CHO 2701138

学級経営&授業のユニバーサルデザインと合理的配慮 : 通常の学
級でできる支援・指導
/ 梶谷真弘著. -- 明治図書出版, 2018.8. -- (特別支援教育サポー
トBOOKS).

障害児教
育

３階固定一般 378||KAJ 2702452

しあわせ学習法9フレーム
/ 資格の大原中の人著. -- 大原出版, 2019.7.

社会教育 ３階固定一般 379.7||SHI 2702436

リクルートスーツの社会史
/ 田中里尚著. -- 青土社, 2019.10.

衣食住の
習俗

３階固定一般 383||TAN 2702215

ケータイ宅建士 : 学習初日から試験当日まで
/ 水田嘉美著 ; 2020. -- 三省堂, 2019.11.

蚕室.蚕具 ３階資格資料架
637.99||MIZ|
|2020

2702371
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図書館ねこデューイ : 町を幸せにしたトラねこの物語
/ ヴィッキー・マイロン著 ; 羽田詩津子訳. -- 早川書房, 2010.5. --
(ハヤカワ文庫 ; 6684 . ハヤカワ文庫NF ; NF365).

家畜・畜産
動物各論

３階文庫架 645.7||MYR 2701464

内なる創造性を引きだせ
/ ベティ・エドワーズ著 ; 高橋早苗訳. -- 河出書房新社, 2014.6.

素描.描画 ３階固定一般 725||EDW 2701961

ハンドレタリング = HAND Lettering : ペン1本で描くアート文字
/ 朝日新聞出版編著. -- 朝日新聞出版, [2019.3].

グラフィッ
クデザイ
ン.図案

３階固定一般 727.8||ASA 2702011

マイ・ライフ・イン・デザイン : 成功するデザイナーの法則 : テレンス・
コンラン
/ テレンス・コンラン著 ; 斎藤栄一郎訳. -- エクスナレッジ, 2017.8.

デザイン.
装飾美術

３階固定一般
757.0233||C
ON

2701881

世界はデザインでできている
/ 秋山具義著. -- 筑摩書房, 2019.11. -- (ちくまプリマー新書 ; 338).

デザイン.
装飾美術

３階新書架 757||AKI 2700972

歌は分断を越えて : 在日コリアン二世のソプラノ歌手・金桂仙
/ 坪井兵輔著. -- 新泉社, 2019.3. -- (阪南大学叢書 ; 112).

音楽史.各
国の音楽

３階固定一般 762.21||TSU 2701375

吹奏楽の神様屋比久勲を見つめて : 叱らぬ先生の出会いと軌跡
/ 山崎正彦著. -- スタイルノート, 2017.10.

器楽合奏 ３階固定一般 764.6||YAM 2701553

バンド
/ クリープハイプ著 ; 木村俊介聞き手. -- ミシマ社, 2019.10.

器楽合奏 ３階固定一般 764.7||CRE 2701588

泣きたくなるほど嬉しい日々に
/ 尾崎世界観著. -- KADOKAWA, 2019.7.

声楽 ３階固定一般 767.8||OZA 2701571

一切なりゆき : 樹木希林のことば
/ 樹木希林著. -- 文藝春秋, 2018.12. -- (文春新書 ; 1194).

映画 ３階固定一般 778.21||KIK 2701171
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樹木希林120の遺言 : 死ぬときぐらい好きにさせてよ
/ 樹木希林著. -- 宝島社, 2019.2.

映画 ３階固定一般 778.21||KIK 2701197

パフォーマンスを高めるためのアスリートの栄養学
/ 清野隼, 塚本咲翔著. -- ナツメ社, 2018.7.

スポーツ.
体育

３階固定一般 780.19||SEI 2702101

オリンピックマネジメント : 世界最大のスポーツイベントを読み解く =
Olympic Management : understand the world's largest sporting
events
/ ジャン・ルー・シャプレ, 原田宗彦著. -- 大修館書店, 2019.10.

スポーツ.
体育

３階固定一般 780.69||JEA 2700824

遭難のしかた教えます : 安全で確実な登山のための辛口レクチャー
/ 丸山晴弘文 ; 塩浦信太郎絵. -- 山と溪谷社, 2011.7. -- (ヤマケイ
山学選書).

戸外レクリ
エーション

３階固定一般 786.1||MAR 2701529

絶滅危惧職、講談師を生きる
/ 神田松之丞著 ; 杉江松恋聞き手. -- 新潮社, 2019.11. -- (新潮文
庫 ; 11192, か-88-1).

ダンス ３階文庫架 799.12||KAN 2701022

日本人が知りたい中国人の当たり前 : 中国語リーディング
/ 林松濤, 王怡◆U97E1◆, 舩山明音著. -- 三修社, 2016.9.

読本.解釈.
会話

３階固定一般 827.7||RIN 2702088

NHK R基礎英語3CD付 :2019年12月号.
-- NHK出版, 2019.11.

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||NHK||
'19-12

2701871

芭蕉という修羅
/ 嵐山光三郎著. -- 新潮社, 2019.11. -- (新潮文庫 ; 11190, あ-18-
12).

詩歌 ３階文庫架 911.32||ARA 2700999

子規の音
/ 森まゆみ著. -- 新潮社, 2019.11. -- (新潮文庫 ; 11191, も-21-4).

詩歌 ３階文庫架
911.36||MO
R

2701065
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終電の神様
/ 阿川大樹著. -- 実業之日本社, 2017.2. -- (実業之日本社文庫 ;
あ13-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||AGA 2701456

HUMAN LOST 人間失格 ノベライズ
/ 葵遼太著 ; 冲方丁ストーリー原案. -- 新潮社, 2019.11. -- (新潮文
庫 ; 11223, ん-2-12).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||AOI 2701014

神のダイスを見上げて = Look up at God's dice
/ 知念実希人著. -- 光文社, 2018.12.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||CHI 2701669

レゾンデートル
/ 知念実希人著. -- 実業之日本社, 2019.4. -- (実業之日本社文庫 ;
ち1-4).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||CHI 2701448

なめらかな世界と、その敵
/ 伴名練著. -- 早川書房, 2019.8.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||HAN 2701677

常設展示室 = Permanent collection
/ 原田マハ [著]. -- 新潮社, 2018.11.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||HAR 2701693

おもてなし時空カフェ
/ 堀川アサコ著. -- 新潮社, 2019.11. -- (新潮文庫 ; 11198, ほ-21-
25 . 桜井千鶴のお客様相談ノート / 堀川アサコ著).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HOR 2701057

夏の騎士
/ 百田尚樹著. -- 新潮社, 2019.7.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||HYA 2701847

虐殺器官
/ 伊藤計劃著. -- 新版. -- 早川書房, 2014.8. -- (ハヤカワ文庫JA ;
JA1165).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||ITO 2701537

最後にして最初のアイドル
/ 草野原々著. -- 早川書房, 2018.1. -- (ハヤカワ文庫 ; 8125 . ハヤ
カワ文庫JA ; JA1314).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KUS 2701472
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5分間SF
/ 草上仁著. -- 早川書房, 2019.7. -- (ハヤカワ文庫 ; 8376. ハヤカ
ワ文庫JA ; JA1386).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KUS 2701499

イミテーションと極彩色のグレー = imitation and brilliant gray
/ loundraw著. -- KADOKAWA, 2019.2.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||LOU 2701642

北海タイムス物語
/ 増田俊也著. -- 新潮社, 2019.11. -- (新潮文庫 ; 11189, ま-41-4).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||MAS 2701103

喜嶋先生の静かな世界
/ 森博嗣 [著]. -- 講談社, 2013.10. -- (講談社文庫 ; [も-28-57]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||MOR 2701421

ヴェールドマン仮説
/ 西尾維新著. -- 講談社, 2019.7.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||NIS 2701651

白銀の墟 (おか) 玄 (くろ) の月
/ 小野不由美著 ; 1 - 4. -- 新潮社, 2019.10-. -- (新潮文庫 ;
11212-11215, お-37-62, お-37-63, お-37-64, お-37-65 . 十二国記
/ 小野不由美著).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||ONO 2701243

白銀の墟 (おか) 玄 (くろ) の月
/ 小野不由美著 ; 1 - 4. -- 新潮社, 2019.10-. -- (新潮文庫 ;
11212-11215, お-37-62, お-37-63, お-37-64, お-37-65 . 十二国記
/ 小野不由美著).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||ONO 2701251

最果ての決闘者
/ 逢坂剛著. -- 中央公論新社, 2019.10.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||OSA 2701839

R.S.ヴィラセニョール
/ 乙川優三郎著. -- 新潮社, 2019.11. -- (新潮文庫 ; 11188, お-61-
9).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||OTO 2701006

太陽のシズク : 大好きな君との最低で最高の12ケ月
/ 三田千恵著. -- 新潮社, 2019.11. -- (新潮文庫 ; 11199, さ-91-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SAN 2701049
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沈黙法廷
/ 佐々木譲著. -- 新潮社, 2019.11. -- (新潮文庫 ; 11187, さ-24-
19).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SAS 2701091

青い春を数えて
/ 武田綾乃著. -- 講談社, 2018.8.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||TAK 2701634

剣樹抄
/ 冲方丁著. -- 文藝春秋, 2019.7.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||UBU 2701685

蒼色の大地
/ 薬丸岳著. -- 中央公論新社, 2019.5.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||YAK 2701863

しんせかい
/ 山下澄人著. -- 新潮社, 2019.11. -- (新潮文庫 ; 11147, や-80-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||YAM 2700981

ウォーターゲーム
/ 吉田修一著. -- 幻冬舎, 2018.5.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||YOS 2701855

妻に捧げた1778話
/ 眉村卓著. -- 新潮社, 2004.5. -- (新潮新書 ; 069).

評論. エッ
セイ. 随筆

３階固定一般 914.6||MAY 2700921

運命のコイン
/ ジェフリー・アーチャー [著] ; 戸田裕之訳 ; 上巻, 下巻. -- 新潮社,
2019.11. -- (新潮文庫 ; 11195-11196, ア-5-48, ア-5-49).

小説.物語 ３階文庫架 933||ARC||1 2701073

運命のコイン
/ ジェフリー・アーチャー [著] ; 戸田裕之訳 ; 上巻, 下巻. -- 新潮社,
2019.11. -- (新潮文庫 ; 11195-11196, ア-5-48, ア-5-49).

小説.物語 ３階文庫架 933||ARC||2 2701081

舞台のうえのジャーナリストたち : ドイツ近代喜劇二篇
/ シュテファン・シュッツェ, グスタフ・フライターク著 ; 細川裕史訳. --
晃洋書房, 2019.1. -- (阪南大学翻訳叢書 ; 27).

戯曲 ３階固定一般 942.6||SCH 2701383


