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若い人のための10冊の本
/ 小林康夫著. -- 筑摩書房, 2019.12. -- (ちくまプリマー新書 ; 339).

読書.読書
法

３階新書架 019.5||KOB 2703441

歴史を変えた100冊の本
/ スコット・クリスチャンソン, コリン・ソルター著 ; 藤村奈緒美訳. --
エクスナレッジ, 2019.4.

特定図書
目録.参考
図書目録

３階固定一般 028||CHR 2704323

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 - 11月号. -- 日刊工業新聞社,
2019.2-.

日本 ＡＶ
071.5||NIK||'
19-11

2704668

こうやって、考える。
/ 外山滋比古著. -- PHP研究所, 2017.9.

普通心理
学.心理各
論

３階固定一般 141.5||TOY 2704005

「繊細さん」の本 : 「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる
/ 武田友紀著. -- 飛鳥新社, 2018.8.

普通心理
学.心理各
論

３階固定一般 141.94||TAK 2703335

図解モチベーション大百科
/ 池田貴将編著. -- サンクチュアリ出版, 2017.6. -- (Sanctuary
books).

普通心理
学.心理各
論

３階固定一般 141||IKE 2703939

すべてがうまくいく : 素直な心が奇蹟を起こす
/ 松下幸之助著 ; PHP研究所編. -- PHP研究所, 2016.9.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||MAT 2703971

いまの職場、ラスト3か月 : 「もう辞めてやる!」と思ったときに読む本
/ 渋谷文武著. -- きずな出版, 2019.3.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||SIB 2703301

侵略の世界史 : この500年､白人は世界で何をしてきたか
/ 清水馨八郎著. -- 祥伝社, 2001.11. -- (祥伝社黄金文庫).

世界史.文
化史

３階文庫架 209||SHI 2704455

はじめての日本古代史
/ 倉本一宏著. -- 筑摩書房, 2019.12. -- (ちくまプリマー新書 ; 341).

日本史 ３階新書架 210.3||KUR 2703424

新着図書のご案内（3階）
※1月中は新着図書コーナーに展示されています。
2019年12月16日～12月31日
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知られざる皇室 : 伝統行事から宮内庁の仕事まで
/ 久能靖著. -- 増補改訂版. -- 河出書房新社, 2019.9.

系譜.家史.
皇室

３階固定一般 288.4||KUN 2703947

いつかは行きたい一生に一度だけの旅BEST500
/ ナショナルジオグラフィック著 ; 藤井留美[ほか]訳. -- 第2版. -- 日
経ナショナルジオグラフィック社, 2019.12. -- (NATIONAL
GEOGRAPHIC).

地理.地誌.
紀行

３階固定一般 290.93||NAS 2704072

公共施設のしまいかた : まちづくりのための自治体資産戦略
/ 堤洋樹編著 ; 小松幸夫 [ほか] 著. -- 学芸出版社, 2019.11.

地方自治.
地方行政

３階固定一般 318||TSU 2703459

EUとは何か : 国家ではない未来の形
/ 中村民雄著. -- 第3版. -- 信山社, 2019.9. -- (現代選書).

国際法 ３階固定一般 329.37||NAK 2704358

はじめての憲法
/ 篠田英朗著. -- 筑摩書房, 2019.12. -- (ちくまプリマー新書 ; 340).

経済史・事
情.経済体
制

３階新書架 332.14||SHI 2703432

入社1年目からの数字の使い方
/ 深沢真太郎著. -- 日本実業出版社, 2018.4.

経営管理 ３階固定一般 336.1||HUK 2703319

思考法図鑑 : ひらめきを生む問題解決・アイデア発想のアプローチ
60
/ アンド著. -- 翔泳社, 2019.10.

経営管理 ３階固定一般 336.2||AND 2703904

日商簿記1級だれでも解ける過去問題集
/ 桑原知之編・著. -- 第2版. -- ネットスクール株式会社出版本部,
2019.1.

経営管理 ３階資格資料架
336.91||KU
W

2703891

日商簿記1級講師が選んだ過去問題集
/ 森田文雄編・著 ; 2019年度対策. -- ネットスクール株式会社出版
本部, 2019.4.

経営管理 ３階資格資料架
336.91||MO
R||2019

2703882

入門・証券投資論
/ 岸本直樹著, 池田昌幸著. -- 有斐閣, 2019.12. -- (有斐閣ブックス
; [479]).

金融.銀行.
信託

３階固定一般 338.15||KIS 2704633
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日本統計年鑑
/ 総務庁統計局編 ; 第41回(平成3年) - 第69回(令和2年). -- 日本
統計協会, 1949.10-.

日本 ３階固定参考 351||NIH||69 2704421

口元を鍛えたら話していて“感じのいい人"になれました。
/ 春原弥生漫画 ; 新田祥子監修. -- KADOKAWA, 2018.10. -- (MF
comic essay).

社会学 ３階固定一般
361.454||SU
N

2703297

働き方の哲学 : 360度の視点で仕事を考える
/ 村山昇 [著] ; 若田紗希絵. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン,
2018.3.

労働経済.
労働問題

３階固定一般
366.94||MU
R

2703327

マッちゃん84歳人生店じまいはムズカシイ
/ 沼野正子著. -- 岩波書店, 2019.12. -- (岩波ブックレット ; No.
1013).

家族問題.
男性・女性
問題.老人
問題

３階固定一般 367.7||NUM 2703416

エラーする力 : AI時代に幸せになる子のすごいプログラミング教育 =
Power of error
/ 福井俊保著. -- 自由国民社, 2019.11.

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

３階固定一般
375.199||FU
K

2703921

最新最強のエントリーシート・自己PR・志望動機
/ 成美堂出版編集部編 ; '11年版 - '21年版. -- 成美堂出版,
2009.7-.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階就職資料架
377.9||SEI||'
21

2703912

超効率勉強法 : 最短の時間で最大の成果を手に入れる
/ メンタリストDaiGo著. -- 学研プラス, 2019.3.

社会教育 ３階固定一般 379.7||DAI 2703343

「日本の伝統」という幻想
/ 藤井青銅著. -- 柏書房, 2018.12.

風俗史.民
俗誌.民族
誌

３階固定一般 382.1||FUJ 2703981

才能はいらないイラストで食う技術 = STRATEGIES OF MOE-
ILLUSTRATIONS FOR WORKING CREATIVELY WITHOUT TALENT.
/ ニリツ著. -- KADOKAWA, 2019.1. -- (KITORA . 神技作画シリー
ズ).

漫画.挿絵.
童画

３階固定一般
726.507||NI
R

2704021

Webポートフォリオ・デザインブック : SNS時代のクリエイティブの見
せ方・伝え方
/ 小島幸代 [ほか] 著. -- エムディエヌコーポレーション.

デザイン.
装飾美術

３階固定一般 757||KOJ 2704031

タイタニック号の若きヴァイオリニスト : それでも僕は弾き続ける
/ クリストファー・ウォード著 ; 小笠原真司訳. -- 英宝社, 2019.8.

音楽史.各
国の音楽

３階固定一般
762.332||WA
R

2704366

「英語耳」を鍛え「英語舌」を養う
/ 今井邦彦著. -- 開拓社, 2019.11. -- (一歩進める英語学習・研究
ブックス).

音声.音韻.
文字

ラーニングコモン
ズ

831.1||IMA 2703467
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実例とイメージで学ぶ感覚英文法・語法講義
/ 今井隆夫著. -- 開拓社, 2019.10. -- (一歩進める英語学習・研究
ブックス).

文法.語法
ラーニングコモン
ズ

835||IMA 2703386

有栖川有栖の密室大図鑑
/ 有栖川有栖文 ; 磯田和一画. -- 東京創元社, 2019.3. -- (創元推
理文庫 ; [Mあ2-8]).

文学史.文
学思想史

３階文庫架 902.3||ARI 2703629

世界物語大事典
/ ローラ・ミラー総合編集 ; 越前敏弥訳. -- 三省堂, [2019.10].

文学史.文
学思想史

３階固定一般 902||MIL 2704331

文豪どうかしてる逸話集
/ 進士素丸著. -- KADOKAWA, 2019.10.

日本文学 ３階固定一般 910.26||SHI 2704137

medium : 霊媒探偵城塚翡翠
/ 相沢沙呼著. -- 講談社, 2019.9.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||AIZ 2704242

何者
/ 朝井リョウ著. -- 新潮社, 2012.11.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||ASA 2704196

チア男子!!
/ 朝井リョウ著. -- 集英社, 2013.2. -- (集英社文庫 ; [あ69-2]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||ASA 2703513

死に神のレストラン
/ 東万里央[著]. -- アルファポリス, 2019.12.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||AZU 2704145

ムゲンのi (アイ)
/ 知念実希人著 ; 上, 下. -- 双葉社, 2019.9.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||CHI 2704161

崩れる脳を抱きしめて
/ 知念実希人著. -- 実業之日本社, 2017.9.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||CHI 2704171

ムゲンのi (アイ)
/ 知念実希人著 ; 上, 下. -- 双葉社, 2019.9.

小説.物語 ３階固定一般
913.6||CHI||
2

2704153

彼女たちの場合は
/ 江國香織著. -- 集英社, 2019.5.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||EKU 2704277

東京の子
/ 藤井太洋著. -- KADOKAWA, 2019.2.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||FUJ 2704251

十字屋敷のピエロ
/ 東野圭吾 [著]. -- 講談社, 1992.2. -- (講談社文庫 ; [ひ-17-6]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HIG 2703599
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パラレルワールド・ラブストーリー
/ 東野圭吾 [著]. -- 講談社, 1998.3. -- (講談社文庫 ; [ひ17-18]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HIG 2703602

夜廻
/ 日本一ソフトウェア原作 ; 保坂歩著. -- PHP研究所, 2019.7. --
(PHP文芸文庫 ; に4-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HOS 2703531

薬屋のひとりごと
/ 日向夏 [著] ; [1] - 8. -- 主婦の友社, 2014.9-. -- (ヒーロー文庫).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||HYU||
1

2703505

カンパニー
/ 伊吹有喜著. -- 新潮社, 2017.5.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||IBU 2704188

刀と傘 : 明治京洛推理帖
/ 伊吹亜門 [著]. -- 東京創元社, 2018.11. -- (ミステリ・フロンティア
; 102).

小説.物語 ３階固定一般 913.6||IBU 2704234

異世界食堂
/ 犬塚惇平 [著] ; 1 - 4. -- 主婦の友社, 2015.3-. -- (ヒーロー文庫).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||INU||
1

2703491

クジラアタマの王様
/ 伊坂幸太郎著. -- NHK出版, 2019.7.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||ISA 2704226

熱源
/ 川越宗一著. -- 文藝春秋, 2019.8.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||KAW 2704201

世界から猫が消えたなら
/ 川村元気著. -- 小学館, 2014.9. -- (小学館文庫 ; [か13-1]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KAW 2703572

「手紙屋」 : 僕の就職活動を変えた十通の手紙
/ 喜多川泰 [著]. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2007.8.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||KIT 2703289

日露戦争
/ 児島襄著 ; 1 - 8. -- 文芸春秋, 1994.1-1994.3. -- (文春文庫).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||KOJ||
1

2704463

日露戦争
/ 児島襄著 ; 1 - 8. -- 文芸春秋, 1994.1-1994.3. -- (文春文庫).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||KOJ||
2

2704471

日露戦争
/ 児島襄著 ; 1 - 8. -- 文芸春秋, 1994.1-1994.3. -- (文春文庫).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||KOJ||
3

2704481

日露戦争
/ 児島襄著 ; 1 - 8. -- 文芸春秋, 1994.1-1994.3. -- (文春文庫).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||KOJ||
4

2704498
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日露戦争
/ 児島襄著 ; 1 - 8. -- 文芸春秋, 1994.1-1994.3. -- (文春文庫).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||KOJ||
5

2704501

日露戦争
/ 児島襄著 ; 1 - 8. -- 文芸春秋, 1994.1-1994.3. -- (文春文庫).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||KOJ||
6

2704511

四角い光の連なりが
/ 越谷オサム著. -- 新潮社, 2019.11.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||KOS 2704269

カザアナ
/ 森絵都著. -- 朝日新聞出版, 2019.7.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||MOR 2704293

さわらぬ神に祟りなし殺人事件. -- 幻冬舎, 2019.8. -- (ドS刑事(デ
カ)
/ 七尾与史 [著] . [5])(幻冬舎文庫 ; な-29-6).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||NAN 2703548

ライオンのおやつ
/ 小川糸著. -- ポプラ社, 2019.10.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||OGA 2704285

K2 : 復活のソロ
/ 笹本稜平著. -- 祥伝社, 2019.6.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||SAS 2704218

八朔の雪
/ 高田郁著. -- 角川春樹事務所, 2009.5. -- (ハルキ文庫 . 時代小
説文庫 ; た19-1 . みをつくし料理帖 / 高田郁著).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||TAK 2703556

迷路の巻.
-- 徳間書店, 1994.1. -- (徳間文庫 . お江戸探索御用 / 多岐川恭
著 ; 上).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||TAK||
1

2704439

悪道の巻.
-- 徳間書店, 1994.1. -- (徳間文庫 . お江戸探索御用 / 多岐川恭
著 ; 下).

小説.物語 ３階文庫架
913.6||TAK||
2

2704447

遠の眠りの
/ 谷崎由依著. -- 集英社, 2019.12.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||TAN 2704307

あやかし夫婦は今世こそ幸せになりたい。
/ 友麻碧 [著]. -- KADOKAWA, 2016.11. -- (富士見L文庫 . 浅草鬼
嫁日記 ; [1]).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||YUM 2703581

100万分の1回のねこ
/ 江國香織ほか著. -- 講談社, 2018.12. -- (講談社文庫 ; [え31-6]).

小説.物語 ３階文庫架 913.68||EKU 2703564

アンチ整理術
/ 森博嗣著. -- 日本実業出版社, 2019.11.

評論. エッ
セイ. 随筆

３階固定一般 914.6||MOR 2704129
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この道
/ 鈴木豊夕著. -- 文芸社, 2017.11.

評論. エッ
セイ. 随筆

３階固定一般 914.6||SUZ 2703998

シャーロック・ホームズ語辞典 : ホームズにまつわる言葉をイラストと
豆知識でパイプ片手に読み解く
/ 北原尚彦文 ; えのころ工房絵. -- 誠文堂新光社, 2019.12.

英米文学 ３階固定一般 930.28||KIT 2704315

七つの時計
/ アガサ・クリスティー著 ; 深町眞理子訳. -- 早川書房, 2004.2. --
(ハヤカワ文庫 ; 5343 . クリスティー文庫 ; 74).

小説.物語 ３階文庫架 933.7||CHR 2703637

シャーロック・ホームズの冒険
/ アーサー・コナン・ドイル著 ; 深町眞理子訳. -- 東京創元社,
2010.2. -- (創元推理文庫 ; 101-16).

小説.物語 ３階文庫架 933.7||DOY 2703611

ロボット・イン・ザ・スクール
/ デボラ・インストール著 ; 松原葉子訳. -- 小学館, 2019.11. -- (小
学館文庫 ; イ2-3).

小説.物語 ３階文庫架 933.7||INS 2703521

オーバーストーリー
/ リチャード・パワーズ著 ; 木原善彦訳. -- 新潮社, 2019.10.

小説.物語 ３階固定一般 933.7||POW 2704625


