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ドーナツを穴だけ残して食べる方法 : 越境する学問--穴からのぞく
知識.学問.
大学講義
３階固定一般
学術
/ 大阪大学ショセキカプロジェクト編. -- 大阪大学出版会, 2014.2.

002||OSA

2642581

やさしいITパスポート講座
/ 高橋麻奈著 ; 2015年版, 2016年版, 2017年版. -- SBクリエイティ 情報科学 ４階固定一般
ブ, 2014.12-. -- (高橋麻奈のやさしい講座シリーズ).

007.6||TAK

2644339

はじめての今さら聞けないPDF入門
/ 桑名由美著. -- 秀和システム, 2017.10. -- (Basic master ; 495).

情報科学 ４階固定一般

007.63||KU
W

2643881

スマホで始めるC#入門
/ 川俣晶著. -- 日経BP社.

情報科学 ４階固定一般

007.64||KA
W

2643898

江戸の出版統制 : 弾圧に翻弄された戯作者たち
/ 佐藤至子著. -- 吉川弘文館, 2017.11. -- (歴史文化ライブラリー ; 出版
456).

３階固定一般

023.8||SAT

2642891

科学の最前線を歩く
/ 東京大学教養学部編. -- 白水社, 2017.8. -- (知のフィールドガイ 日本語
ド).

３階固定一般

041||TOU

2643111

ついつい誰かに話したくなる雑学読本.
-- 三笠書房, 2013.3.

雑著

３階文庫架

049.1||NAR 2643782

世界のエリートが学んでいる教養としての哲学
/ 小川仁志著. -- PHPエディターズ・グループ.

哲学

３階固定一般

100||OGA

2644665

東洋と哲学・哲学の創始者たち・キリスト教と哲学
参考図書
/ モーリス・メルロ=ポンティ編著. -- 白水社, 2017.8. -- (メルロ=ポ
［レファレン ３階固定一般
ンティ哲学者事典 / モーリス・メルロ=ポンティ編著 ; 加賀野井秀一
スブック］
[ほか] 監訳 ; 第1巻).

103.3||MER 2643146

流れを読む心理学史 : 世界と日本の心理学
/ サトウタツヤ, 高砂美樹著. -- 有斐閣, 2003.10. -- (有斐閣アルマ 心理学
; Basic).

３階固定一般

140.2||SAT

ヤバい心理学 : 眠れなくなるほど面白い
/ 神岡真司監修. -- 日本文芸社, 2013.7. -- (日文Plus).

心理学

３階固定一般

140.4||KAM 2642573

心理学研究法 : 心を見つめる科学のまなざし
/ 高野陽太郎, 岡隆編. -- 補訂版. -- 有斐閣, 2017.2. -- (有斐閣
アルマ ; Basic).

心理学

３階固定一般

140.7||TAK

2642719

はじめて出会う心理学
/ 長谷川寿一 [ほか] 著. -- 改訂版. -- 有斐閣, 2008.3. -- (有斐閣 心理学
アルマ ; Interest).

３階固定一般

140||HAS

2642689

心理学・入門 : 心理学はこんなに面白い
/ サトウタツヤ, 渡邊芳之著. -- 有斐閣, 2011.4. -- (有斐閣アルマ ; 心理学
Interest).

３階固定一般

140||SAT

2642751

2643235
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感情心理学・入門
/ 大平英樹編. -- 有斐閣, 2010.12. -- (有斐閣アルマ ;
Specialized).

普通心理
学.心理各 ３階固定一般
論

141.6||OHI

小さな習慣
/ スティーヴン・ガイズ著 ; 田口未和訳. -- ダイヤモンド社, 2017.4.

普通心理
学.心理各 ３階固定一般
論

141.75||GUI 2644592

パーソナリティ心理学 : 人間科学,自然科学,社会科学のクロスロー
普通心理
ド
学.心理各 ３階固定一般
/ 榎本博明, 安藤寿康, 堀毛一也著. -- 有斐閣, 2009.5. -- (有斐閣
論
アルマ ; Specialized).
臨床心理
人生にいかすカウンセリング : 自分を見つめる人とつながる
学.精神分 ３階固定一般
/ 諸富祥彦編. -- 有斐閣, 2011.9. -- (有斐閣アルマ ; Interest).
析学
臨床心理
敏感すぎるあなたが7日間で自己肯定感をあげる方法
学.精神分 ３階固定一般
/ 根本裕幸著. -- あさ出版, 2017.9.
析学

141.93||EN
O

2642662

2642778

146.8||MOR 2643162

146.8||NEM 2643634

臨床心理学の世界
/ 菅佐和子 [ほか] 著. -- 有斐閣, 2000.11. -- (有斐閣アルマ ;
Basic).

臨床心理
学.精神分 ３階固定一般
析学

146||SUG

2642794

働く女子の女優力 : 誰からも好かれて、心も体もラクになる
/ 別役慎司著. -- CCCメディアハウス, 2017.9.

人生訓.教
３階固定一般
訓

159.4||BET

2644606

多動力
/ 堀江貴文著. -- 幻冬舎, 2017.5. -- (NewsPicks book).

人生訓.教
３階固定一般
訓

159.4||HOR 2643642

ニューヨークの美しい人をつくる「時間の使い方」
/ エリカ著. -- 大和書房, 2017.7.

人生訓.教
３階固定一般
訓

159.6||ERI

2642999

幸せをつかむ人ほど「見た目」にお金を使う : ニューヨーク・ミリオネ
人生訓.教
アの教え
３階固定一般
訓
/ 一色由美子著. -- 大和書房, 2017.10.

159.6||ISS

2642948

華麗なる女子の生き方 : 男性の力を上手に借りて成り上がる方法
/ 奥野恵美著. -- 大和書房, 2017.7.

人生訓.教
３階固定一般
訓

159.6||OKU 2643014

心が元気になる美しい絶景と勇気のことば
/ パイインターナショナル編著. -- パイインターナショナル, 2017.6.

人生訓.教
３階固定一般
訓

159.8||PIE

2644401

必ず出会える!人生を変える言葉2000
/ 西東社編集部編. -- 西東社, 2015.1.

人生訓.教
３階固定一般
訓

159.8||SEI

2642591

無敵の思考 : 誰でもトクする人になれるコスパ最強のルール21 =
Invincible thinking
/ ひろゆき著. -- 大和書房, 2017.7.

人生訓.教
３階固定一般
訓

159||HIR

2642956

道をひらく
/ 松下幸之助著 ; [正], 続. -- PHP研究所, 1968.5-1978.1.

人生訓.教
３階固定一般
訓

159||MAT

2644258
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人生訓.教
３階固定一般
訓

159||MIN

2644266

行き抜いて、息抜いて、生き抜いて。 : 生きる答えが見つかる117の
人生訓.教
メッセージ
３階固定一般
訓
/ しみずたいき著. -- 大和書房, 2017.8.

159||SHI

2642972

すぐ動くコツ : フットワークが軽くなる93のきっかけ
/ 植西聰著. -- 自由国民社, 2017.9.

人生訓.教
３階固定一般
訓

159||UEN

2643669

運命の逆転 : 奇跡は1つの選択から始まった
/ 高橋佳子著. -- 三宝出版, 2016.10.

その他の
宗教.新興 ３階固定一般
宗教

169.1||TAK

2643731

そうだったのか!般若心経 : お経に込められた玄奘三蔵の思い
/ 大谷徹奘著. -- 悟空出版, 2015.9.

経典

３階固定一般

183.2||OTA 2643601

仏像とお寺の解剖図鑑
/ スタジオワーク著. -- エクスナレッジ, 2016.12.

仏会

３階固定一般

186.8||STU

オトナの一休さん
/ NHKオトナの一休さん制作班著. -- KADOKAWA, 2017.10.

各宗

３階固定一般

188.82||NIH 2644622

「モノ」で読み解く世界史
/ 宮崎正勝著. -- 大和書房, 2017.7. -- (だいわ文庫 ; [352-1H]).

論文集.評
論集.講演 ３階文庫架
集

204||MIY

日本史最後の謎
/ 日本歴史楽会著. -- 宝島社, 2017.10.

日本史

３階固定一般

210.04||NIH 2644509

日本史《伝説》になった100人 : 時間を忘れるほど面白い
/ 富増章成著. -- 三笠書房, 2016.11. -- (王様文庫).

日本史

３階文庫架

210.04||TO
M

2643863

よみがえる古代の港 : 古地形を復元する
/ 石村智著. -- 吉川弘文館, 2017.11. -- (歴史文化ライブラリー ;
455).

日本史

３階固定一般

210.3||ISH

2642883

小池百合子写真集 : YURiKO KOiKE 1992-2017
/ 鴨志田孝一撮影. -- 双葉社, 2017.6.

個人伝記 ３階固定大型

289.1||KAM 2644029

なるほど知図帳世界 : 知れば知るほどみえてくる!! ; 2006 - 2017.
-- 昭文社, 2006-.

地理.地誌.
３階固定大型
紀行

290.38||SH
O

2643987

未来化する社会 : 世界72億人のパラダイムシフトが始まった
/ アレック・ロス著 ; 依田光江訳. -- ハーパーコリンズ・ジャパン,
2016.4.

論文集.評
論集.講演 ３階固定一般
集

304||ALE

2643022

身内が亡くなったあとの「手続」と「相続」 : わかりやすい図解版
/ 岡信太郎, 本村健一郎, 岡本圭史監修. -- 三笠書房, [2016.5]. -- 民法
(知的生きかた文庫 ; [お64-1]).

３階文庫架

2644151

2642913

324.7||OKA 2643791
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イラストでわかる経済用語事典
/ 水野俊哉著. -- 宝島社, 2016.2.

経済

３階固定一般

330||MIZ

2644525

これだけは知っておきたい「経済」の基本と常識 : 高校生から社会
人まで、経済の知識がしっかり身につく!
/ 吉野薫著. -- 改訂版. -- フォレスト出版, 2014.12.

経済

３階固定一般

330||YOS

2644169

大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる
/ 井堀利宏著. -- KADOKAWA, 2015.4.

経済学.経
３階固定一般
済思想

331||IHO

2644495

経済は地理から学べ!
/ 宮路秀作著. -- ダイヤモンド社, 2017.2.

経済史・事
情.経済体 ３階固定一般
制

332.9||MIY

2644215

Lean in (リーン・イン) : 女性、仕事、リーダーへの意欲
/ シェリル・サンドバーグ著 ; 村井章子訳. -- 日本経済新聞出版社, 企業.経営 ３階固定一般
2013.6.

335.13||SAN 2643596

勝ち続ける会社をつくる起業の教科書 : 資金30万円から100億円企
業をつくった社長が教える
企業.経営 ３階固定一般
/ 野坂英吾著. -- 日本実業出版社, 2017.6.

335||NOS

リーダーの一流、二流、三流
/ 吉田幸弘著. -- 明日香出版社, 2017.4.

経営管理 ３階固定一般

336.3||YOS 2644576

あなたのいるところが仕事場になる : 「経営」「ワークスタイル」「地
域社会」が一変するテレワーク社会の到来
/ 森本登志男著. -- 大和書房, 2017.7.

経営管理 ３階固定一般

336.4||MOR 2642964

ミス・失敗がこわくなくなるコミュニケーション.
-- 日本能率協会マネジメントセンター, 2017.3.

経営管理 ３階固定一般

336.49||NIH 2644428

童話でわかるプロジェクトマネジメント : PMBOK (ピンボック) 対応
/ 飯田剛弘著. -- 秀和システム, 2017.9.

経営管理 ３階固定一般

336||IID

現金の呪い : 紙幣をいつ廃止するか?
/ ケネス・S.ロゴフ著 ; 村井章子訳. -- 日経BP社.

貨幣.通貨 ３階固定一般

337.1||ROG 2643626

図解知識ゼロからはじめる株の入門書
/ 安恒理著. -- ソシム, 2016.7.

金融.銀行.
３階固定一般
信託

338.155||YA
2644444
S

FX黄金セミナー : 時給より「分給」で稼げ!
/ 秋津学著. -- 毎日新聞出版, 2017.8.

金融.銀行.
３階固定一般
信託

338.954||AK
2644347
I

自己と他者の社会学
/ 井上俊, 船津衛編. -- 有斐閣, 2005.12. -- (有斐閣アルマ ;
Specialized).

社会学

361.4||INO

３階固定一般

2644614

2644487

2642816
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複雑さに挑む社会心理学 : 適応エージェントとしての人間
/ 亀田達也, 村田光二著. -- 改訂版. -- 有斐閣, 2010.10. -- (有斐 社会学
閣アルマ ; Specialized).

３階固定一般

361.4||KAM 2643201

コミュニケーション・入門 : 心の中からインターネットまで
/ 船津衛著. -- 改訂版. -- 有斐閣, 2010.3. -- (有斐閣アルマ ;
Basic).

社会学

３階固定一般

361.45||FUN 2643227

異文化コミュニケーション・入門
/ 池田理知子, E.M.クレーマー著. -- 有斐閣, 2000.9. -- (有斐閣ア 社会学
ルマ ; Basic).

３階固定一般

361.45||IKE 2642727

図解自分の気持ちをきちんと〈伝える〉技術 : 人間関係がラクになる
自己カウンセリングのすすめ
社会学
/ 平木典子著. -- PHP研究所, 2007.6.

３階固定一般

361.454||HI
2644312
R

100%好かれる1%の習慣
/ 松澤萬紀著. -- ダイヤモンド社, 2013.4.

社会学

３階固定一般

361.454||MA
2644657
T

文化の社会学
/ 佐藤健二, 吉見俊哉編. -- 有斐閣, 2007.2. -- (有斐閣アルマ ;
Specialized).

社会学

３階固定一般

361.5||SAT

2643261

環境の社会学
/ 関礼子 [ほか] 著. -- 有斐閣, 2009.11. -- (有斐閣アルマ ;
Specialized).

社会学

３階固定一般

361.7||SEK

2643243

都道府県格差
/ 造事務所著. -- 日本経済新聞出版社, 2017.9. -- (日経プレミアシ 社会学
リーズ ; 354).

３階固定一般

361.91||TA
C

2643715

福祉社会 : 包摂の社会政策
/ 武川正吾著. -- 新版. -- 有斐閣, 2011.10. -- (有斐閣アルマ ;
Basic).

社会保障 ３階固定一般

364.1||TAK

2642743

もっとやりたい仕事がある!
/ 池上彰著・監修. -- 小学館, 2017.7.

労働経済.
３階固定一般
労働問題

366.29||IKE 2644177

女性学・男性学 : ジェンダー論入門
/ 伊藤公雄, 樹村みのり, 國信潤子著. -- 改訂版. -- 有斐閣,
2011.5. -- (有斐閣アルマ ; Interest).

家族問題.
男性・女性
３階固定一般
問題.老人
問題

367.1||ITO

2643278

ジェンダーの法律学
/ 金城清子著. -- 第2版. -- 有斐閣, 2007.4. -- (有斐閣アルマ ;
Basic).

家族問題.
男性・女性
３階固定一般
問題.老人
問題

367.2||KIN

2643219

社会福祉のあゆみ : 社会福祉思想の軌跡
/ 金子光一著. -- 有斐閣, 2005.12. -- (有斐閣アルマ ; Basic).

社会福祉 ３階固定一般

369.02||KAN 2642735

教育思想史
/ 今井康雄編. -- 有斐閣, 2009.6. -- (有斐閣アルマ ; Interest).

教育学.教
３階固定一般
育思想

371.2||IMA

2642761
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教育の社会学 : 「常識」の問い方,見直し方
教育学.教
/ 苅谷剛彦 [ほか] 著. -- 新版. -- 有斐閣, 2010.4. -- (有斐閣アル
３階固定一般
育思想
マ ; Specialized).

371.3||KAR 2642701

教育格差の社会学
教育学.教
３階固定一般
/ 耳塚寛明編. -- 有斐閣, 2014.1. -- (有斐閣アルマ ; Specialized). 育思想

371.3||MIM

子ども格差の経済学 : 「塾、習い事」に行ける子・行けない子
/ 橘木俊詔著. -- 東洋経済新報社, 2017.7.

教育学.教
３階固定一般
育思想

371.3||TAC 2643766

やさしい発達と学習 / 外山紀子, 外山美樹著. -- 有斐閣, 2010.3. - 教育学.教
３階固定一般
- (有斐閣アルマ ; Interest).
育思想

371.4||TOY 2642786

学校臨床心理学・入門 : スクールカウンセラーによる実践の知恵
教育学.教
/ 伊藤美奈子, 平野直己編. -- 有斐閣, 2003.12. -- (有斐閣アルマ
３階固定一般
育思想
; Specialized).

371.43||ITO 2643197

教師のための学校カウンセリング
教育学.教
/ 小林正幸, 橋本創一, 松尾直博編. -- 有斐閣, 2008.8. -- (有斐閣
３階固定一般
育思想
アルマ ; Interest).

371.43||KO
B

2642671

教育政策.
教育制度.
３階固定一般
教育行財
政

373.7||DOI

2642621

テキスト中等教育実習「事前・事後指導」 : 教育実習で成長するた
めに
/ 土井進著. -- ジダイ社, 2017.5.

分類名

2643286

教育政策.
石川県の面接過去問
教育制度.
373.7||KYO||
/ 協同教育研究会編 ; 2018年度版. -- 協同出版, 2017.4. -- (教員
３階資格資料架
2642646
教育行財
2018
採用試験過去問シリーズ ; 12).
政
教育政策.
富山県の教職・一般教養過去問
教育制度.
373.7||KYO||
/ 協同教育研究会編 ; 2018年度版. -- 協同出版, 2016.9. -- (教員
３階資格資料架
2643481
教育行財
2018
採用試験過去問シリーズ ; 1).
政
教育政策.
石川県の教職教養参考書
教育制度.
373.7||KYO||
/ 協同教育研究会編 ; 2019年度版. -- 協同出版, 2017.8. -- (教員
３階資格資料架
2642638
教育行財
2019
採用試験参考書シリーズ ; 1).
政
教育政策.
静岡県・静岡市・浜松市の教職・一般教養過去問
教育制度.
373.7||KYO||
/ 協同教育研究会編 ; 2019年度版. -- 協同出版, 2017.9. -- (教員
３階資格資料架
2642654
教育行財
2019
採用試験過去問シリーズ ; 1).
政
わかる!書ける!授業改善のための学習指導案 : 教育実習・研究授
業に役立つ : アクティブ・ラーニング対応
/ 藤村裕一著. -- ジャムハウス, 2015.3.

教育課程.
学習指導.
３階固定一般
教科別教
育

375.1||FUJ

2643499
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発問・説明・指示を超える説明のルール
/ 山田洋一著. -- さくら社, 2012.3.

教育課程.
学習指導.
３階固定一般
教科別教
育

375.1||YAM 2642611

日本人に遺したい国語 : 101歳最後の授業
/ 橋本武著. -- 幻冬舎, 2013.11.

教育課程.
学習指導.
３階固定一般
教科別教
育

375.8||HAS 2643707

新しい時代の幼児教育
/ 小田豊, 榎沢良彦編. -- 有斐閣, 2002.10. -- (有斐閣アルマ ;
Interest).

幼児・初
等・中等教 ３階固定一般
育

376.1||ODA 2642808

乳幼児のこころ : 子育ち・子育ての発達心理学
/ 遠藤利彦 [ほか] 著. -- 有斐閣, 2011.6. -- (有斐閣アルマ ;
Specialized).

幼児・初
等・中等教 ３階固定一般
育

376.11||END 2642697

内定者が本当にやった究極の自己分析
/ 阪東恭一著 ; '10年版 - '19年版. -- 成美堂出版, 2008.9-.

大学・高
等・専門教
377.9||BAN|
３階就職資料架
2644061
育.学術行
|2019
政

業界と職種がわかる本 : 就活の基本 : 自分に合った業界・職種を
みつけよう!
/ 岸健二編 ; [2006年版] - '19年版. -- 成美堂出版, 2003.8-.

大学・高
等・専門教
377.9||KIS||
３階就職資料架
2644479
育.学術行
2019
政

大学・高
業界&職種研究ガイド : 自分に合った仕事は何だろう?
等・専門教
/ マイナビ編集部編著 ; [2014年度版] - [2019年度版]. -- マイナビ,
３階就職資料架 377.9||MAI
育.学術行
[2012.6]-. -- (内定獲得のメソッド).
政
内定者はこう話した!面接・自己PR・志望動機 : 完全版
/ 坂本直文著 ; ['06年度版] - [2019年度版]. -- 高橋書店,
[2004.12]-.

2644142

大学・高
等・専門教
377.9||SAK||
３階就職資料架
2644053
育.学術行
2019
政

大学・高
こう動く!就職活動オールガイド
等・専門教
377.9||TAK||
３階就職資料架
2644126
/ 成美堂出版編集部編 ; '09年版 - '19年版. -- 成美堂出版, 2007-. 育.学術行
2019
政
発達障害の心理臨床 : 子どもと家族を支える療育支援と心理臨床
的援助
障害児教
３階固定一般
/ 田中千穂子, 栗原はるみ, 市川奈緒子編. -- 有斐閣, 2005.9. -- 育
(有斐閣アルマ ; Specialized).

378.6||TAN 2643189
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賢い子に育てる最高の勉強法
/ 斎藤孝著. -- KADOKAWA, 2016.11.

社会教育 ３階固定一般

379.9||SAI

2643758

新しい時代の生涯学習
/ 関口礼子 [ほか] 著. -- 第2版. -- 有斐閣, 2009.3. -- (有斐閣ア
ルマ ; Interest).

社会教育 ３階固定一般

379||SEK

2643294

100年前の写真で見る世界の民族衣装
衣食住の
/ ナショナルジオグラフィック編. -- 日経ナショナルジオグラフィック
３階固定一般
習俗
社. -- (ナショナルジオグラフィック).

383.1||NAT 2643928

若狭・越前の民話
/ 杉原丈夫, 石崎直義編 ; 第1集, 第2集. -- 新版. -- 未來社,
2016.6-2017.4. -- (「新版」日本の民話 ; 44, 73).

伝説.民話
３階集密郷土
［昔話］

388.144||SU
2644185
G||1

若狭・越前の民話
/ 杉原丈夫, 石崎直義編 ; 第1集, 第2集. -- 新版. -- 未來社,
2016.6-2017.4. -- (「新版」日本の民話 ; 44, 73).

伝説.民話
３階集密郷土
［昔話］

388.144||SU
2644193
G||2

カラー図解新しい人体の教科書
/ 山科正平著 ; 上, 下. -- 講談社, 2017. -- (ブルーバックス ; B2013, B-2024).

叢書.全集.
４階新書架
選集

408||BLU||2
2642841
024

DNAの98%は謎 : 生命の鍵を握る「非コードDNA」とは何か
/ 小林武彦著. -- 講談社, 2017.10. -- (ブルーバックス ; B-2034).

叢書.全集.
４階新書架
選集

408||BLU||2
2642859
034

現代暗号入門 : いかにして秘密は守られるのか
/ 神永正博著. -- 講談社, 2017.10. -- (ブルーバックス ; B-2035).

叢書.全集.
４階新書架
選集

408||BLU||2
2642867
035

美しすぎる「数」の世界 : 「金子みすゞの詩」で語る数論
/ 清水健一著. -- 講談社, 2017.10. -- (ブルーバックス ; B-2036).

叢書.全集.
４階新書架
選集

408||BLU||2
2642875
036

ゲーデルの不完全性定理
/ 結城浩著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2009.11. -- (数学ガール 数学
/ 結城浩著).

４階固定一般

410.4||YUK

2644037

フェルマーの最終定理
/ 結城浩著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2008.8. -- (数学ガール
/ 結城浩著).

数学

４階固定一般

410.4||YUK

2644045

文科系学生のための数学教室 : 1から思い出そう
/ 岡部恒治, 有田八州穂, 今野和浩著. -- 有斐閣, 2004.6. -- (有斐 数学
閣アルマ ; Interest).

４階固定一般

410||OKA

2643171

ひとりで学べる一般相対性理論 : ディラックの記号法で宇宙の方程
理論物理
式を解く
４階固定一般
学
/ 唐木田健一著. -- 講談社, 2015.12.

421.2||KAR 2644363

聞かせて、弦理論 : 時空・ブレーン・世界の端
/ スティーブン・S・ガブサー [著] ; 吉田三知世訳. -- 岩波書店,
2010.11.

429.6||GUB 2644452

原子物理
４階固定一般
学
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生きて動いている「化学」がわかる
/ 齋藤勝裕著. -- ベレ出版, 2013.12. -- (Beret science).

化学

元素生活
/ 寄藤文平著. -- 完全版. -- 化学同人, 2017.3.

配置場所
４階固定一般

ラベル番号 登録番号
430||SAI

2644321

物理化学.
４階固定一般
理論化学

431.11||YO
R

2644274

宇宙の地図帳大全 : 謎と新発見がまるごとわかる!
/ 縣秀彦監修. -- 青春出版社, 2015.3.

天文学.宇
４階固定一般
宙科学

440||AGA

2643774

一般気象学
/ 小倉義光著. -- 第2版補訂版. -- 東京大学出版会, 2016.3.

気象学

４階固定一般

451||OGU

2644411

生命の始まりを探して僕は生物学者になった
/ 長沼毅著. -- 河出書房新社, 2016.7. -- (14歳の世渡り術).

生物科学.
一般生物 ４階固定一般
学

460||NAG

2644533

ヒトを喰う生き物
/ 斎藤沙千恵著. -- ビジネス社, 2016.6.

動物学

480||SAI

2644096

動物の賢さがわかるほど人間は賢いのか
/ フランス・ドゥ・ヴァール [著] ; 柴田裕之訳. -- 紀伊國屋書店,
2017.9.

一般動物
４階固定一般
学

４階固定一般

481.78||WA
2643618
A

世界の不思議な毒をもつ生き物
一般動物
４階固定一般
/ マーク・シッダール著 ; 岩井木綿子訳. -- エクスナレッジ, 2015.8. 学

481.9||SID

健康心理学・入門 : 健康なこころ・身体・社会づくり
/ 島井哲志, 長田久雄, 小玉正博編. -- 有斐閣, 2009.11. -- (有斐
閣アルマ ; Specialized).

４階固定一般

490.14||SHI 2643251

いきなりサイエンス : 日常のその疑問、科学が「すぐに」解決します
/ ミッチェル・モフィット, グレッグ・ブラウン著 ; 西山志緒訳. -- 文響 基礎医学 ４階固定一般
社, 2017.8.

491.3||MOF 2644517

ひと目でわかる体のしくみとはたらき図鑑
/ 千葉喜久枝訳. -- 創元社, 2017.7. -- (イラスト授業シリーズ).

基礎医学 ４階固定一般

491.3||OHA 2643091

「血管を鍛える」と超健康になる!
/ 池谷敏郎著. -- 三笠書房, [2014.7]. -- (知的生きかた文庫 ; い
73-1 . [LIFE]).

内科学

493.24||IKE 2643804

医学

３階文庫架

衛生学.公
疲れない体をつくる免疫力
衆衛生.予 ３階文庫架
/ 安保徹著. -- 三笠書房, 2010.9. -- (知的生きかた文庫 ; あ34-1).
防医学
99%の人がしていないたった1%のメンタルのコツ
衛生学.公
/ 河野英太郎, 田中ウルヴェ京 [著]. -- ディスカヴァー・トゥエンティ 衆衛生.予 ４階固定一般
ワン, 2017.9.
防医学
ライザップごはん : 決定版おうちで簡単! : 新時代のダイエットメソッ 衛生学.公
ド
衆衛生.予 ４階固定一般
/ RIZAP株式会社著. -- 講談社, 2016.6.
防医学

2644673

498.3||ABO 2644002
498.39||KO
N

2644649

498.583||RI
2643871
Z
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Selected architectural designs = 作品選集
/ 日本建築学会 [編] ; 2013 - 2017. -- 日本建築学会, 2013.3-.

分類名
建築学

最新住宅業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就職、
転職に役立つ情報満載
建築学
/ 阿部守著. -- 第2版. -- 秀和システム, 2014.8. -- (How-nual図解
入門 . 業界研究 ).

配置場所

ラベル番号 登録番号

４階固定一般

520.87||NIH|
2643588
|2017

３階就職資料架 520.9||ABE

2644134

最新機械業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就職、
転職に役立つ情報満載
530.921||KA
機械工学 ３階就職資料架
2644101
/ 川上清市著. -- 第2版. -- 秀和システム, 2017.3. -- (How-nual図
W
解入門 . 業界研究).
機械加工が一番わかる : 同一形状の製品を優れた精度で大量に
製造する技術
/ 平野利幸著. -- 技術評論社, 2016.12. -- (しくみ図解 ; 059).

機械工作.
４階固定一般
工作機械

最新自動車業界の動向としくみがよ◆UFF5E◆くわかる本 : 業界
人、就職、転職に役立つ情報満載
/ 黒川文子著. -- 第2版. -- 秀和システム, 2014.12. -- (How-nual
図解入門 . 業界研究).

自動車工
３階就職資料架 537.09||KUR 2644071
学

デジタルアポロ : 月を目指せ人と機械の挑戦
/ デビッド・ミンデル著 ; 岩澤ありあ訳. -- 東京電機大学出版局,
2017.1.

航空宇宙
４階固定一般
工学

538.9||DAV 2643375

現場エンジニアのための電気の実務がわかる本 : もう現場でつま
ずかないズバリ答える50の疑問!
/ 林正雄著. -- オーム社, 2008.12.

電気工学 ４階固定一般

540||HAY

電食防止・電気防食ハンドブック
/ 電気学会・電食防止研究委員会編. -- オーム社, 2011.1.

電気鉄道 ４階固定一般

546.27||DEN 2643316

532||HIR

2644398

2643367

最新化学業界の動向とカラクリがよ◆UFF5E◆くわかる本 : 業界
人、就職、転職に役立つ情報満載
化学工業 ３階就職資料架 570.21||TAJ 2644282
/ 田島慶三著. -- 第4版. -- 秀和システム, 2016.3. -- (How-nual図
解入門 . 業界研究).
最新食品業界の動向とカラクリがよーくわかる本 : 業界人、就職、
転職に役立つ情報満載
食品工業 ３階就職資料架 588.09||NAK 2644291
/ 中村恵二著. -- 第4版. -- 秀和システム, 2017.9. -- (How-nual図
解入門 . 業界研究).
もっと簡単に暮らせ
/ ちゃくま著. -- 大和書房, 2017.8.

家政学.生
４階固定一般
活科学

590||TYA

2642981

新着図書のご案内
2017年11月1日～11月15日
書籍名/著者名--出版名，出版年--シリーズ名（ある場合）

分類名

配置場所

ラベル番号 登録番号

「メイクを教える」仕事で独立する方法 : “好き"を一歩踏み出そう
/ 村上妙香著. -- 同文舘出版, 2017.8. -- (DO BOOKS).

理容.美容 ４階固定一般

595.5||MUR 2643006

モデルが秘密にしたがる体幹リセットダイエット
/ 佐久間健一著. -- サンマーク出版, 2017.5.

理容.美容 ４階固定一般

595.6||SAK

2644088

愛と憎しみを込めた旦那への猟奇的弁当 : フタを開けたらつい笑っ
ちゃう!企業弁当&おかず150
食品.料理 ４階固定一般
/ まこつ著. -- KADOKAWA, 2017.9.

596.4||MAK 2643979

藤井恵さんの体にいいごはん献立 : 元気と笑顔を連れてくるおいし
い140レシピ33献立
食品.料理 ４階固定一般
/ 藤井恵著. -- 学研プラス, 2016.11.

596||FUJ

2643961

飛田和緒のおうち鍋 : 毎日食べたい充実の56レシピ
/ 飛田和緒著. -- 世界文化社, 2017.10.

596||HID

2644118

小林カツ代の永久不滅レシピ101 : 残したい、伝えたい、簡単おいし
いレシピ決定版!
食品.料理 ４階固定一般
/ 小林カツ代著. -- 主婦の友社, [2016.11]. -- (実用No.1シリーズ).

596||KOB

2643936

その調理、9割の栄養捨ててます!
/ 東京慈恵会医科大学附属病院栄養部監修. -- 世界文化社,
2017.3.

食品.料理 ４階固定一般

596||TOK

2644436

トヨタ式おうち片づけ : 5つの「しくみ」でみるみる片づく!
/ 香村薫著. -- 実務教育出版, 2017.3.

住居.家具
４階固定一般
調度

597.5||KOU 2644631

食品.料理 ４階固定一般

日経業界地図 : 主要企業の実力と次の動きを読む
産業史・事
602.1||NIH||
/ 日本経済新聞社編 ; 2005年版 - 2018年版. -- 日本経済新聞社,
３階就職資料架
2643952
情.物産誌
2018
2004.11-.
最新業界地図
産業史・事
602.1||SEI||
/ 成美堂出版編集部編集 ; 2011年版 - 2018年版. -- 成美堂出版,
３階就職資料架
2644304
情.物産誌
2018
2010.9-.
無名でもすごい超優良企業 : 業界地図の見方が変わる!
産業史・事
４階固定一般
/ 田宮寛之 [著]. -- 講談社, 2017.5. -- (講談社+α新書 ; 728-2C). 情.物産誌

602.1||TAM 2643723

会社四季報業界地図
産業史・事
602.1||TOY||
/ 東洋経済新報社編 ; 2007年度最新版 - 2018年版. -- 東洋経済
３階就職資料架
2643944
情.物産誌
2018
新報社, 2006.9-.
塩 : 地球からの贈り物
/ 片平孝著. -- PHP研究所, 2015.12.

製塩.塩業 ４階固定一般

気のきいた短いメールが書ける本 : そのまま使える!短くても失礼の
ないメール術
商業
/ 中川路亜紀著. -- ダイヤモンド社, 2017.7.

４階固定一般

669||KAT

2643324

670.91||NAK 2644223
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ブレーン : brain
/ 宣伝会議[編] ; Vol. 57 No. 1 - Vol. 57 No. 12. -- 宣伝会議,
2017.1-.

広告.宣伝 ４階固定一般

674.3||BRA|
2643073
|'17-12

交通事故の損害賠償と解決 : 知りたい事がすぐわかる
/ 薄金孝太郎著. -- 改訂第4版. -- 新星出版社, 2017.7.

交通政策・
４階固定一般
行政・経営

681.3||USU 2644371

都市交通の世界史 : 出現するメトロポリスとバス・鉄道網の拡大
/ 小池滋, 和久田康雄編. -- 悠書館, 2012.4.

交通政策・
４階固定一般
行政・経営

681.8||KOI

2643308

ヤマト正伝 : 小倉昌男が遺したもの
/ 日経ビジネス編. -- 日経BP社.

陸運.自動
４階固定一般
車運送

685.9||NIK

2644241

鈴木春信 : 決定版. -- 平凡社, 2017.8.
-- (別冊太陽 . 日本のこころ ; 253).

日本画

721.8||FUJ

2643154

おもてなし折り紙 : omotenashi origami : especially for you
/ 小林一夫著. -- ソシム, 2015.7.

木竹工芸 ３階固定一般

３階固定一般

754.9||KOB 2643911

飾る・贈る花の折り紙 : すてきなフラワーアレンジ集 : 生花に見える!
木竹工芸 ３階固定一般
/ 鈴木恵美子著. -- 池田書店, 2017.2.

754.9||SUZ

2643901

Doctor Strange
/ スコット・デリクソン監督・脚本 ; ジョン・スペイツ[ほか]脚本. -ウォルト・ディズニー・ジャパン (発売), [2017.6]. v.

2643553

映画

ＡＶ

778.2||DER

ミュージアム ; DVD版
/ 大友啓史監督. -- ワーナー・ブラザーズ・ホームエンターテイメン 映画
ト (発売), c2016.

ＡＶ

778.2||OTO 2643529

日本で一番悪い奴ら ; DVD版
/ 白石和彌監督 . -- 東映・日活 (発売), c2016.

映画

ＡＶ

778.2||SHI

キングコング 髑髏島の巨神 ; DVD版 /
/ produced by Jordan Vogt-Roberts. -- ワーナー・ブラザース ホー 映画
ムエンターテイメント (発売), [2017].

ＡＶ

778.2||VOG 2642832

レッドタートル : ある島の物語 : マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット作品
集
/ マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット [監督]. -- ウォルト・ディズニー・ 映画
ジャパン, [2017.3]. -- (ジブリがいっぱいCOLLECTION / スタジオ
ジブリ制作). v.

ＡＶ

778.2||WIT

2643545

ルドルフとイッパイアッテナ ; DVD版
/ 湯山邦彦監督. -- 株式会社バップ (発売), c2016.

映画

ＡＶ

778.2||YUY

2643537

名前のない女たち : 貧困AV嬢の独白
/ 中村淳彦著. -- 宝島社, 2017.2.

映画

３階固定一般

778.21||NAK 2643741

2642824
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特撮の匠 : 昭和特撮の創造者たち
/ 「特撮の匠」取材班編. -- 宝島社, 2017.5.

映画

３階固定一般

778.8||TOK 2644207

発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由
/ 栗原類著. -- KADOKAWA, 2016.10.

大衆演芸 ３階固定一般

779.9||KUR 2644551

臨床スポーツ心理学 : アスリートの心理サポート
/ 中込四郎著. -- 道和書院, 2013.8.

スポーツ.
体育

３階固定一般

780.14||NAK 2642603

スポーツ戦略論 : スポーツにおける戦略の多面的な理解の試み
/ 上田滋夢, 堀野博幸, 松山博明編. -- 大修館書店, 2017.8.

スポーツ.
体育

３階固定一般

780||UED

気にしない。 : どんな逆境にも負けない心を強くする習慣
/ 森本稀哲著. -- ダイヤモンド社, 2017.8.

球技

３階固定一般

783.7||MOR 2643651

カープ新黄金時代へ : Carp連覇 : 37年ぶり!2年連続セ界一!.
-- 宝島社, 2017.10. -- (TJ MOOK).

球技

３階固定大型

783.7||TAK

2644011

語彙力がないまま社会人になってしまった人へ
/ 山口謡司著. -- ワニブックス, 2017.1.

語彙

３階固定一般

814||YAM

2643685

大人のための国語ゼミ
/ 野矢茂樹著. -- 山川出版社, 2017.7.

文章.文体.
３階固定一般
作文

816||NOY

2642931

残念ながら、その文章では伝わりません
/ 山口拓朗著. -- 大和書房, 2017.7. -- (だいわ文庫 ; 353-1E).

文章.文体.
３階文庫架
作文

816||YAM

2643103

中国語イラスト辞典
/ 呉月梅編. -- 三修社, 2017.5.

語彙

824||GOG

2644381

３階固定参考

2643138

英語多読完全ブックガイド : めざせ!1000万語 : 多読におすすめの
洋書、約一万四千冊のデータを紹介! = The complete book guide
for extensive reading
英語
/ 古川昭夫, 神田みなみ編著 ; 黛道子 [ほか] 著. -- 改訂第4版. -コスモピア, 2013.4.

ラーニングコモン
830.7||FUR
ズ

2643081

実践例で学ぶ第二言語習得研究に基づく英語指導 = Teaching
English from a second language acquisition perspective
/ 鈴木渉編. -- 大修館書店, 2017.8.

英語

３階固定一般

2643121

英字新聞が語る日本史 : 幕末から東京オリンピックまで
/ デイビッド・セイン著. -- 秀和システム, 2017.3.

読本.解釈.
３階固定一般
会話

830.7||SUZ

837.7||THA 2644355

起きてから寝るまで英語表現700
読本.解釈. ラーニングコモン
/ 荒井貴和, 武藤克彦執筆・解説 ; [正編], オフィス編. -- 完全改訂
837.8||ARA 2643677
会話
ズ
版. -- アルク, 2009.6-.
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パッと答えるまちなかシンプル英会話
/ スティーブ・ソレイシィ著. -- NHK出版, 2017.11. -- (NHK CD
BOOK).

読本.解釈. ラーニングコモン
837.8||SOR 2644461
会話
ズ

さいとう市立さいとう高校野球部
/ あさのあつこ [著] ; 上, 下. -- 講談社, 2017.8. -- (講談社文庫 ;
[あ100-12], [あ100-13]).

小説.物語 ３階文庫架

913.6||ASA||
2643812
1

さいとう市立さいとう高校野球部
/ あさのあつこ [著] ; 上, 下. -- 講談社, 2017.8. -- (講談社文庫 ;
[あ100-12], [あ100-13]).

小説.物語 ３階文庫架

913.6||ASA||
2643821
2

アナログ
/ ビートたけし著. -- 新潮社, 2017.9.

小説.物語 ３階固定一般

913.6||BEA

2643693

甦る殺人者
小説.物語 ３階文庫架
/ 知念実希人著. -- 新潮社, 2017.11. -- (新潮文庫nex ; ち-7-33).

913.6||CHI

2643472

優しい死神の飼い方
/ 知念実希人著. -- 光文社, 2016.5. -- (光文社文庫).

小説.物語 ３階文庫架

913.6||CHI

2643847

マスカレード・ナイト
/ 東野圭吾著. -- 集英社, 2017.9.

小説.物語 ３階固定一般

913.6||HIG

2644231

2.43 : 清陰高校男子バレー部
/ 壁井ユカコ著 ; 1, 2. -- 集英社, 2015.3-2015.4. -- (集英社文庫 ; 小説.物語 ３階文庫架
[か71-1], [か71-2]).

913.6||KAB 2643855

祝言島 = Wedding Island
/ 真梨幸子著. -- 小学館, 2017.7.

913.6||MAR 2642921

小説.物語 ３階固定一般

ズッコケ中年三人組 : それいけズッコケ40歳
小説.物語 ３階文庫架
/ 那須正幹 [著]. -- ポプラ社, 2015.12. -- (ポプラ文庫 ; [な13-5]).

913.6||NAS 2643839

だがしょ屋ペーパーバック物語
/ 竹内真著. -- 大和書房, 2017.7. -- (だいわ文庫 ; 355-1I).

小説.物語 ３階文庫架

913.6||TAK

抜錨編. -- アルファポリス. -- (ゲート = GATE : 自衛隊彼の海に
て、斯く戦えり
/ 柳内たくみ著 . SEASON2-1).

小説.物語 ３階固定一般

913.6||YAN 2644568

女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと
/ 西原理恵子著. -- KADOKAWA, 2017.6.

評論. エッ
３階固定一般
セイ. 随筆

914.6||SAI

2644541

忘れられた巨人
/ カズオ・イシグロ著 ; 土屋政雄訳. -- 早川書房, 2015.4.

小説.物語 ３階固定一般

933.7||ISH

2644584

933.7||ISH

2643995

わたしを離さないで
/ カズオ・イシグロ著 ; 土屋政雄訳. -- 早川書房, 2008.8. -- (ハヤ 小説.物語 ３階文庫架
カワepi文庫 ; epi51, 6344).

2642905

