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日刊工業新聞縮刷版 2020年 ; CD-ROM版
/ 日刊工業新聞社編 ; 1月号, 2月号. -- 日刊工業新聞社, 2020.2-.

日本 ＡＶ
071.5||NIK||'
20-2

2712661

魂でもいいから、そばにいて : 3・11後の霊体験を聞く
/ 奥野修司著. -- 新潮社, 2020.3. -- (新潮文庫 ; 11265, お-109-1).

超心理学.
心霊研究

３階文庫架 147||OKU 2712326

子どもたちに語る日中二千年史
/ 小島毅著. -- 筑摩書房, 2020.3. -- (ちくまプリマー新書 ; 346).

日本史 ３階新書架 210.18||KOJ 2712334

朝日は今日も腹黒い
/ 高山正之著. -- 新潮社, 2020.3. -- (新潮文庫 ; 11269, た-93-11 .
変見自在).

論文集.評
論集.講演
集

３階文庫架 304||TAK 2712393

3.11を心に刻んで
/ 岩波書店編集部編 ; 2013 - 2020. -- 岩波書店, 2013.3-. -- (岩波
ブックレット ; no. 865, 894, 920, 947, 963, 981, 995, 1021).

社会福祉 ３階固定一般
369.31||IWA|
|2020

2712202

迷走する教員の働き方改革 : 変形労働時間制を考える
/ 内田良 [ほか]著. -- 岩波書店, 2020.3. -- (岩波ブックレット ;
No.1020).

学校経営・
管理.学校
保健

３階固定一般
374.37||UC
H

2712181

沖縄を世界軍縮の拠点に : 辺野古を止める構想力
/ 豊下楢彦 [ほか]著. -- 岩波書店, 2020.3. -- (岩波ブックレット ;
No.1022).

軍事施設.
軍需品

３階固定一般 395.39||TOY 2712199

科学の最前線を切りひらく!
/ 川端裕人著. -- 筑摩書房, 2020.3. -- (ちくまプリマー新書 ; 347).

論文集.評
論集.講演
集

３階新書架 404||KAW 2712342

キングダム : 見えざる敵 ; DVD版
/ピーター・バーグ監督. -- ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン
(販売), 2008. s.

映画 ＡＶ 778.2||BER 2712611

Lucy = ルーシー; DVD版
/ リュック・ベッソン監督・脚本 ; ヴィルジニー・ベッソン=シラ製作. --
NBCユニバーサル・エンターテイメント, c2015. v.

映画 ＡＶ 778.2||BES 2712636

新着図書のご案内（3階）
※4月中は新着図書コーナーに展示されています。

2020年3月16日～3月31日
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新着図書のご案内（3階）
※4月中は新着図書コーナーに展示されています。

2020年3月16日～3月31日

ねじれた家 ; DVD版
/ アガサ・クリスティー原作 ; 監督ジル・パケ=ブレネール. --
KADKAWA(発売), 2019.4.

映画 ＡＶ 778.2||CHR 2712581

サイコ ; DVD版
/ アルフレッド・ヒッチコック監督 ; ロバート・ブロック原作 ; ジョセフ・
ステファーノ脚色. -- ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン (販売),
c2003. -- (The Hitchcock collection). v.

映画 ＡＶ 778.2||HIT 2712601

TAKESHIS' ; DVD版
/ 北野武監督 / . -- バンダイビジュアル株式会社(発売), 2006.4.

映画 ＡＶ 778.2||KIT 2712415

アベンジャーズエンドゲーム : Avengers endgame
/ クリストファー・マルクス , スティーヴン・マクフィーリー脚本 ; アンソ
ニー・ルッソ , ジョー・ルッソ監督. -- ウォルト・ディズニー・ジャパン,
[2019.9]. v.

映画 ＡＶ 778.2||RUS 2712644

Hugo ; ヒューゴの不思議な発明 ; DVD版 マーティン・スコセッシ監督
/ directed by Martin Scorsese ; screenplay by John Logan ; : [通常
版], : レンタル専用. -- パラマウントジャパン [seller], c2012. v.

映画 ＡＶ 778.2||SCO 2712598

グラディエーター; DVD版 / リドリー・スコット監督 ; ダグラス・ウィック,
デイヴィッド・フランゾーニ, フランコ・ラスティング製作 ; デイヴィッド ・
フランゾーニ, ジョン・ローガン, ウィリアム・ニコルソン脚本. -- ユニ
バーサル・ピクチャーズ・ジャパン(発売), c2004. v.

映画 ＡＶ 778.2||SCO 2712628

Back to the future ;バック・トゥ・ザ・フューチャー ;DVD版
/スティーブン・スピルバーグ/F・マーシャル/K・ケネディ製作総指揮
/ written by Robert Zemeckis and Bob Gale ; produced by Bob Gale
and Neil Canton ; directed by Robert Zemeckis ; [Pt. 1], Pt. 2, Pt. 3.
-- ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント [distributor],
c2011-c2012. v.

映画 ＡＶ
778.2||SPI||
1

2712555

Back to the future ;バック・トゥ・ザ・フューチャー ;DVD版
/スティーブン・スピルバーグ/F・マーシャル/K・ケネディ製作総指揮
/ written by Robert Zemeckis and Bob Gale ; produced by Bob Gale
and Neil Canton ; directed by Robert Zemeckis ; [Pt. 1], Pt. 2, Pt. 3.
-- ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント [distributor],
c2011-c2012. v.

映画 ＡＶ
778.2||SPI||
2

2712563
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新着図書のご案内（3階）
※4月中は新着図書コーナーに展示されています。

2020年3月16日～3月31日

Back to the future ;バック・トゥ・ザ・フューチャー ;DVD版
/スティーブン・スピルバーグ/F・マーシャル/K・ケネディ製作総指揮
/ written by Robert Zemeckis and Bob Gale ; produced by Bob Gale
and Neil Canton ; directed by Robert Zemeckis ; [Pt. 1], Pt. 2, Pt. 3.
-- ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメント [distributor],
c2011-c2012. v.

映画 ＡＶ
778.2||SPI||
3

2712571

映画 ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナ ウルトラマンガイア 超
時空の大決戦 ;DVD版
/ 円谷プロダクション監修. -- バンダイビジュアル株式会社, 2010.

映画 ＡＶ 778.2||TSU 2712423

ライムスター宇多丸の映画カウンセリング / 宇多丸著. -- 新潮社,
2020.3. -- (新潮文庫 ; 11123, う-27-1).

映画 ３階文庫架 778.2||UTA 2712288

有頂天家族 第 ; DVD版 ;
森見登美彦原作 ; 吉原正行監督  ; 1 - 6. -- バンダイビジュアル株
式会社(発売), 2013.

映画 ＡＶ
778.77||MO
R||1

2712431

有頂天家族 第 ; DVD版
; 森見登美彦原作 ; 吉原正行監督  ; 1 - 6. -- バンダイビジュアル株
式会社(発売), 2013.

映画 ＡＶ
778.77||MO
R||2

2712441

有頂天家族 第 ; DVD版
; 森見登美彦原作 ; 吉原正行監督  ; 1 - 6. -- バンダイビジュアル株
式会社(発売), 2013.

映画 ＡＶ
778.77||MO
R||3

2712458

有頂天家族 第 ; DVD版
; 森見登美彦原作 ; 吉原正行監督  ; 1 - 6. -- バンダイビジュアル株
式会社(発売), 2013.

映画 ＡＶ
778.77||MO
R||4

2712466

有頂天家族 第
; DVD版 ; 森見登美彦原作 ; 吉原正行監督  ; 1 - 6. -- バンダイビ
ジュアル株式会社(発売), 2013.

映画 ＡＶ
778.77||MO
R||5

2712474

有頂天家族 第
; DVD版 ; 森見登美彦原作 ; 吉原正行監督  ; 1 - 6. -- バンダイビ
ジュアル株式会社(発売), 2013.

映画 ＡＶ
778.77||MO
R||6

2712482

あらいぐまラスカル ; DVD版
/ 本橋浩一 製作 /遠藤政治・斎藤博・腰繁男 監督 / スターリング・
ノース原作 ; . -- バンダイビジュアル株式会社 (発売),[2009].

映画 ＡＶ
778.77||NO
T

2712407
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新着図書のご案内（3階）
※4月中は新着図書コーナーに展示されています。

2020年3月16日～3月31日

機動戦士ガンダム : 逆襲のシャア ; DVD版
/ 富野由悠季原作・脚本・監督. -- バンダイビジュアル (発売・販売),
2001.3. v.

映画 ＡＶ
778.77||TO
M

2712491

ウルトラセブンが「音楽」を教えてくれた
/ 青山通著. -- 新潮社, 2020.3. -- (新潮文庫 ; 11270, あ-101-1).

映画 ３階文庫架 778.8||AOY 2712261

この世界の片隅に; ドラマDVD版
/こうの史代原作 / TBS製作著作 ; 1 - 6. -- TBS (発売), [2019]. --
(TBS DVD). v.

映画 ＡＶ
778.8||KON||
1

2712504

この世界の片隅に; ドラマDVD版
/こうの史代原作 / TBS製作著作 ; 1 - 6. -- TBS (発売), [2019]. --
(TBS DVD). v.

映画 ＡＶ
778.8||KON||
2

2712512

この世界の片隅に; ドラマDVD版
/こうの史代原作 / TBS製作著作 ; 1 - 6. -- TBS (発売), [2019]. --
(TBS DVD). v.

映画 ＡＶ
778.8||KON||
3

2712521

この世界の片隅に; ドラマDVD版
/こうの史代原作 / TBS製作著作 ; 1 - 6. -- TBS (発売), [2019]. --
(TBS DVD). v.

映画 ＡＶ
778.8||KON||
4

2712539

この世界の片隅に; ドラマDVD版
/こうの史代原作 / TBS製作著作 ; 1 - 6. -- TBS (発売), [2019]. --
(TBS DVD). v.

映画 ＡＶ
778.8||KON||
5

2712547

英語バカのすすめ : 私はこうして英語を学んだ
/ 横山雅彦著. -- 筑摩書房, 2020.3. -- (ちくまプリマー新書 ; 348).

英語 ３階新書架 830||YOK 2712351

なりきり英語音読 : たったの12週間で「話せる」が実感できる魔法の
/ サマー・レイン著. -- ICE.

音声.音韻.
文字

３階固定一般 831.1||RAN 2712237

好感度UPのシンプル英会話 : 知っていればすぐに使えるテクニック
&フレーズ / サマー・レイン著. -- DHC, 2018.8.

読本.解釈.
会話

３階固定一般 837.8||RAN 2712067

三島由紀夫を巡る旅 : 悼友紀行
/ 徳岡孝夫, ドナルド・キーン著. -- 新潮社, 2020.3. -- (新潮文庫 ;
11280, き-30-6).

日本文学 ３階文庫架
910.268||KE
E

2712318
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新着図書のご案内（3階）
※4月中は新着図書コーナーに展示されています。

2020年3月16日～3月31日

動物たちのまーまー
/ 一條次郎著. -- 新潮社, 2020.3. -- (新潮文庫 ; 11267, い-133-2).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||ICH 2712369

彼女は弊社の泥酔ヒロイン : 三友商事怪魔企画室
/ 梶尾真治著. -- 新潮社, 2020.3. -- (新潮文庫 ; 11282, か-18-31).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KAJ 2712385

綺羅星 : 銀座ともしび探偵社
/ 小松エメル著. -- 新潮社, 2020.3. -- (新潮文庫 ; 11283, こ-67-2 .
銀座ともしび探偵社).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KOM 2712296

オペレーションZ
/ 真山仁著. -- 新潮社, 2020.3. -- (新潮文庫 ; 11260, ま-39-3).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||MAY 2712377

いまひとたびの
/ 志水辰夫著. -- 新潮社, 2020.3. -- (新潮文庫 ; 5946, し-35-2).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SHI 2712271

移植医たち
/ 谷村志穂著. -- 新潮社, 2020.3. -- (新潮文庫 ; 11266, た-79-9).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||TAN 2712301

名犬ベラの650kmの帰宅
/ W・ブルース・キャメロン [著] ; 青木多香子訳. -- 新潮社, 2020.3. -
- (新潮文庫 ; 11268, キ-14-3).

小説.物語 ３階文庫架 933.7||CAM 2712253


