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鎌倉浄土教の先駆者法然
/ 中井真孝著. -- 吉川弘文館, 2020.2. -- (歴史文化ライブラリー ;
494).

各宗 ３階固定一般 188.62||NAK 2706271

大地の古代史 : 土地の生命力を信じた人びと
/ 三谷芳幸著. -- 吉川弘文館, 2020.2. -- (歴史文化ライブラリー ;
493).

日本史 ３階固定一般 210.3||MIT 2706261

沖縄
/ TAC出版編集部著 ; [2016], '19-'20年版. -- TAC株式会社出版事
業部, 2016.5-. -- (おとな旅プレミアム).

日本 ３階固定一般
291.64||TAC
||'19-'20

2706709

るるぶグアム ; '20. -- ちいサイズ. --
/JTBパブリッシング, 2019.7. -- (るるぶ情報版 ; D3 . Pacific
Ocean).

オセアニ
ア･両極地
方

３階固定一般
297.742||RU
R||'20

2706539

統計でみる日本
/ 日本統計協会編 ; 1995 - 2020. -- 日本統計協会, 1995.5-.

日本 ３階固定一般
351||NIH||20
20

2706482

学校法人の経営監査・監事監査・内部監査ハンドブック : 学校全業
務の経営リスク管理の留意点と監査要点
/ 鈴木豊著. -- 中央経済社.

学校経営・
管理.学校
保健

３階固定一般 374.5||SUZ 2706441

もっと激ウマ!食べ台湾 : 地元の人が通い詰める最愛グルメ100軒
/ Aiwan著 ; 妻鹿もえぎイラスト. -- KADOKAWA, 2018.9.

商業経営.
商店

３階固定一般
673.972||AI
W

2706695

レポート・論文作成のための引用・参考文献の書き方
/ 藤田節子著. -- 日外アソシエーツ, 2009.4.

文章.文体.
作文

３階固定一般 816.5||FUJ 2706512

大学生のためのレポート・論文術
/ 小笠原喜康著. -- 最新版. -- 講談社, 2018.10. -- (講談社現代新
書 ; 2498).

文章.文体.
作文

３階固定一般 816.5||OGA 2706491

マンガでやさしくわかる論文・レポートの書き方
/ 吉岡友治著 ; 青木健生シナリオ制作 ; 山本幸男作画. -- 日本能
率協会マネジメントセンター, 2019.6.

文章.文体.
作文

３階固定一般 816.5||YOS 2706504

新着図書のご案内（3階）
※2月中は新着図書コーナーに展示されています。

2020年2月1日～2月15日
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新着図書のご案内（3階）
※2月中は新着図書コーナーに展示されています。

2020年2月1日～2月15日

大学における書く力考える力 : 認知心理学の知見をもとに
/ 井下千以子著. -- 東信堂, 2008.9.

文章.文体.
作文

３階固定一般 816||INO 2706521

TOEIC Listening & Reading公式ボキャブラリーブック = TOEIC L&R
official vocabulary book
/ Educational Testing Service著. -- 国際ビジネスコミュニケーション
協会, 2019.6.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||EDU 2706946

公式TOEIC listening & reading問題集
/ Educational Testing Service著 ; 1 - 5. -- 国際ビジネスコミュニ
ケーション協会, 2016.10-.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||EDU
||5

2706954

TOEIC speakingテスト問題集
/ ロバート・ヒルキ, デイビッド・セイン著. -- 新形式完全対応版. --
研究社, 2019.12.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||HIL 2706903

TOEICテスト新形式精選模試リスニング
/ 加藤優, 野村知也, 小林美和, Bradley Towle著 ; [1], 2. -- ジャパ
ンタイムズ, 2017.3-.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||KAT 2706423

TOEICテスト新形式精選模試リスニング
/ 加藤優, 野村知也, 小林美和, Bradley Towle著 ; [1], 2. -- ジャパ
ンタイムズ, 2017.3-.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||KAT 2706962

TOEICテスト新形式精選模試リーディング
/ 加藤優, 野村知也, Paul McConnell著 ; [1], 2. -- ジャパンタイムズ,
2017.3-.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||KAT
||2

2706415

TOEIC TEST英単語出るとこだけ!
/ 小石裕子著. -- アルク, 2016.9.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||KOI 2706385

TOEICテスト中学英文法で600点!
/ 小石裕子著. -- アルク, 2016.5.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||KOI 2706393

TOEIC TEST文法・語彙出るとこだけ!問題集
/ 小石裕子著. -- アルク, 2016.11.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||KOI 2706407

Jump-start! : 英語は39日でうまくなる!
/ 高山英士著. -- Linkage Club, 2017.9.

英語
ラーニングコモン
ズ

830||TAK 2706466
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新着図書のご案内（3階）
※2月中は新着図書コーナーに展示されています。

2020年2月1日～2月15日

Mr. Evineの中学英文法を修了するドリル : 5文型から関係代名詞ま
で : 30日間でできる書き込み式!
/ Evine著 ; [1], 2. -- アルク, 2007-.

文法.語法
ラーニングコモン
ズ

835||EVI||2 2706431

The Avengersで英語が話せる本 = Learning English conversation
with the Avengers
/ kazuma英文翻訳&解説. -- KADOKAWA, 2019.4.

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.7||KAZ 2706636

自分のことを英語で伝える!基本フレーズ80 : 自己紹介から、気持
ち・意見まで.
-- アルク, 2016.12.

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||ALC 2706733

中学1～2年レベル英文法100パーセント攻略.
-- アルク, 2014.1. -- (究極の英会話 / 辰巳友昭監修 ; 上).

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||ALC 2706891

基本の78パターンで英会話フレーズ800 : パターンがわかればどん
どん話せる!
/ 伊藤太, Gary Scott Fine著. -- 西東社, [2016.4].

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||ITO 2706598

今すぐ使えて、会話がはずむ今日のタメ口英語
/ kazuma著. -- KADOKAWA, 2018.3.

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||KAZ 2706652

難しいことはわかりませんが、英語が話せる方法を教えてください!
/ スティーブ・ソレイシィ, 大橋弘祐著. -- 文響社, 2017.8.

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||SOR 2706741

最低限の単語力でもてっとりばやく英語が話せる : 日本人1万人を
教えてわかったすぐに話せる50の方法
/ デイビッド・セイン著. -- ダイヤモンド社, 2018.6.

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||THA 2706644

旅の英会話 : 伝わるフレーズ集
/ ニック・ウィリアムソン著. -- ナツメ社, 2013.6.

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||WIL 2706601

たった30パターンで英会話! : 「言いたいことが出てこない」をスッキリ
解消
/ ニック・ウィリアムソン著. -- ダイヤモンド社, 2018.9.

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||WIL 2706611

中学レベルの英単語でネイティブとサクサク話せる本
/ ニック・ウィリアムソン著 ; 会話力編. -- ダイヤモンド社, 2013.5.

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||WIL 2706628
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新着図書のご案内（3階）
※2月中は新着図書コーナーに展示されています。

2020年2月1日～2月15日

英会話に必要な瞬発力を身につけるNOBU式トレーニング実践編 :
Q&A形式で徹底的に「質問に答える」練習を行い、実践的な会話力
を養う!
/ 山田暢彦著. -- IBCパブリッシング, 2017.9.

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||YAM 2706661

Help me travel : 旅が100倍楽しくなる英会話
/ 吉田ちか著. -- 実業之日本社, 2018.10.

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||YOS 2706679

イタリア : イタリア語
/ 堀込玲著. -- 情報センター出版局, 2009.7. -- (旅の指さし会話帳
mini).

読本.解釈.
会話

３階固定一般 877.8||HOR 2706725


