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情報科学 ４階固定一般

007.3||ZOM 2650975

進化するプラットフォーム : グーグル・アップル・アマゾンを超えて
/ 出井伸之監修. -- KADOKAWA, 2015.7. -- (角川インターネット講 情報科学 ４階固定一般
座 ; 11).

007.35||IDE 2650681

初心者のためのメタセコイア4クイックリファレンス
/ 大河原浩一著. -- ビー・エヌ・エヌ新社, 2015.5.

情報科学 ４階固定一般

007.642||OK
2650754
A

ブンヤ暮らし三十六年 : 回想の朝日新聞
/ 永栄潔著. -- 新潮社, 2018.2. -- (新潮文庫 ; 10860, な-99-1).

ジャ－ナリ
３階文庫架
ズム.新聞

070.16||NA
G

日刊工業新聞縮刷版 2018年 ; CD-ROM版
/ 日刊工業新聞社編 ; 1月号. -- 日刊工業新聞社, 2018.2-.

日本

071.5||NIK||'
2644691
18-1

ずるい人が周りからいなくなる本
/ 大嶋信頼著. -- 青春出版社, 2017.10.

臨床心理
学.精神分 ３階固定一般
析学

146.8||OSH 2650819

自分の心に気づく言葉 : Favorite Sayings by Taizo Kato
/ 加藤諦三著. -- PHPエディターズ・グループ.

人生訓.教
３階固定一般
訓

159||KAT

禅僧が教える心がラクになる生き方
/ 南直哉著. -- アスコム, 2017.7.

各宗

３階固定一般

188.84||MIN 2650959

龍馬暗殺
/ 桐野作人著. -- 吉川弘文館, 2018.3. -- (歴史文化ライブラリー ; 日本史
462).

３階固定一般

210.58||KIR 2651301

ベルルスコーニの時代 : 崩れゆくイタリア政治
/ 村上信一郎著. -- 岩波書店, 2018.2. -- (岩波新書 ; 新赤版
1705).

４階新書架

237.07||MU
R

退屈すれば脳はひらめく : 7つのステップでスマホを手放す
/ マヌーシュ・ゾモロディ著 ; 須川綾子訳. -- NHK出版, 2017.10.

分類名

イタリア

ＡＶ

2651165

2650789

2651221

GHQと戦った女沢田美喜
/ 青木冨貴子著. -- 新潮社, 2018.2. -- (新潮文庫 ; 10858, あ-58- 個人伝記 ３階文庫架
3).

289.1||AOK 2651106

ナポレオン : 最後の専制君主、最初の近代政治家
個人伝記 ４階新書架
/ 杉本淑彦著. -- 岩波書店, 2018.2. -- (岩波新書 ; 新赤版 1706).

289.3||SUG 2651211

新版核兵器を禁止する : 条約が世界を変える
/ 川崎哲著. -- 岩波書店, 2018.2. -- (岩波ブックレット ; no.978).

319.8||KAW 2651181

外交.国際
３階固定一般
問題
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経済数学入門の入門
経済学.経
４階新書架
/ 田中久稔著. -- 岩波書店, 2018.2. -- (岩波新書 ; 新赤版 1707). 済思想

331.19||TAN 2651238

経済史・事
官僚たちのアベノミクス : 異形の経済政策はいかに作られたか
情.経済体 ４階新書架
/ 軽部謙介著. -- 岩波書店, 2018.2. -- (岩波新書 ; 新赤版 1703).
制

332.107||KA
2651191
R

クラウドワーキングで稼ぐ! : 時間と場所にとらわれない新しい働き
方
/ 吉田浩一郎著. -- 日本経済新聞出版社, 2015.11.

企業.経営 ３階固定一般

335||YOS

2650827

「保険のプロ」が生命保険に入らないもっともな理由
/ 後田亨著. -- 青春出版社, 2017.9. -- (青春新書PLAY BOOKS ;
P-1091).

保険

３階固定一般

339.4||USH

2650886

３階新書架

361.4||ENO 2651041

「対人不安」って何だろう? : 友だちづきあいに疲れる心理
社会学
/ 榎本博明著. -- 筑摩書房, 2018.2. -- (ちくまプリマー新書 ; 293).

家族問題.
男性・女性
３階文庫架
問題.老人
問題

367.7||NHK

2650657

津波災害 : 減災社会を築く
/ 河田惠昭著. -- 増補版. -- 岩波書店, 2018.2. -- (岩波新書 ; 新 社会福祉 ４階新書架
赤版 1708).

369.31||KA
W

2651297

うしろめたさの人類学
/ 松村圭一郎著. -- ミシマ社, 2017.10.

389||MAT

2650797

日本人の9割が答えられない理系の大疑問100
論文集.評
/ 話題の達人倶楽部編. -- 青春出版社, 2017.5. -- (青春文庫 ; わ 論集.講演 ３階文庫架
-38).
集

404||WAD

2650878

最新ウイスキーの科学 : 熟成の香味を生む驚きのプロセス
/ 古賀邦正著. -- 講談社, 2018.2. -- (ブルーバックス ; B-2047).

叢書.全集.
４階文庫架
選集

408||BLU||2
2651262
047

E=mc[2]のからくり : エネルギーと質量はなぜ「等しい」のか
/ 山田克哉著. -- 講談社, 2018.2. -- (ブルーバックス ; B-2048).

叢書.全集.
４階文庫架
選集

408||BLU||2
2651271
048

統計ソフト「R」超入門 : 実例で学ぶ初めてのデータ解析
/ 逸見功著. -- 講談社, 2018.2. -- (ブルーバックス ; B-2049).

叢書.全集.
４階文庫架
選集

408||BLU||2
2651289
049

老後破産 : 長寿という悪夢
/ NHKスペシャル取材班著. -- 新潮社, 2018.2. -- (新潮文庫 ;
10856, え-20-9).

民族学.文
３階固定一般
化人類学

新着図書のご案内
2018年2月16日～2月28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

QOLって何だろう : 医療とケアの生命倫理
/ 小林亜津子著. -- 筑摩書房, 2018.2. -- (ちくまプリマー新書 ;
292).

医学

脳には妙なクセがある
/ 池谷裕二著. -- 新潮社, 2018.2. -- (新潮文庫 ; 10855, い-1015).

基礎医学 ３階文庫架

491.371||IKE 2651051

歯科医が考案毒出しうがい
/ 照山裕子著. -- アスコム, 2017.5.

歯科学

497.9||TER

「座りすぎ」が寿命を縮める
/ 岡浩一朗著. -- 大修館書店, 2017.11.

衛生学.公
衆衛生.予 ４階固定一般
防医学

498.3||OKA 2650843

1万人を治療した睡眠の名医が教える誰でも簡単にぐっすり眠れる 衛生学.公
ようになる方法
衆衛生.予 ４階固定一般
/ 白濱龍太郎著. -- アスコム, 2017.9.
防医学

498.36||SHI 2650932

食品表示法ガイドブック : 判断に迷わない新しい食品表示基準の
ポイント
/ 森田満樹編著. -- ぎょうせい, 2016.5.

衛生学.公
衆衛生.予 ４階集密参考
防医学

498.54||MO
2651408
R

食品変敗防止ハンドブック
/ 食品腐敗変敗防止研究会編. -- サイエンスフォーラム, 2006.4.

衛生学.公
衆衛生.予 ４階集密参考
防医学

498.54||SH
O

３階新書架

４階固定一般

490.15||KO
B

2651033

2650924

2651335

糖質制限からみた生命の科学
衛生学.公
/ 夏井睦著. -- 光文社, 2013.10. -- (光文社新書 ; 663 . 炭水化物 衆衛生.予 ４階固定一般
が人類を滅ぼす).
防医学

498.55||NAT
2650908
||1

植物vs.ヒトの全人類史
衛生学.公
/ 夏井睦著. -- 光文社, 2017.10. -- (光文社新書 ; 911 . 炭水化物 衆衛生.予 ４階固定一般
が人類を滅ぼす ; 最終解答編).
防医学

498.55||NAT
2650916
||2

医者が教える食事術最強の教科書 : 20万人を診てわかった医学的 衛生学.公
に正しい食べ方68
衆衛生.予 ４階固定一般
/ 牧田善二著. -- ダイヤモンド社, 2017.9.
防医学

498.583||MA
2650941
K

食べる甘酒のすべてがわかる本 : 決定版 : 高血圧、糖尿病、アト
ピーを撃退!.
-- マキノ出版, 2017.10. -- (マキノ出版ムック).

498.583||M
OO

衛生学.公
衆衛生.予 ４階固定一般
防医学

2650967
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世界を動かす100の技術
/ 日経BP社編. -- 日経BP社. -- (日経テクノロジー展望 ; 2018).

論文集.評
論集.講演 ４階固定一般
集

504||NIK

2650835

粘土ハンドブック
/ 日本粘土学会編. -- 第3版. -- 技報堂出版, 2009.4.

非金属鉱
物.土石採 ４階集密参考
取業

569.7||NIH

2650487

The little book of hygge : 365日「シンプルな幸せ」のつくり方
家政学.生
４階固定一般
/ マイク・ヴァイキング著 ; アーヴィン香苗訳. -- 三笠書房, 2017.10. 活科学

590||WIK

2650746

自宅でできるライザップ ; 食事編, 運動編, リズムトレーニング編.
-- 扶桑社, 2016.7-.

理容.美容 ４階固定一般

595.6||FUS

2644681

やさしい重曹生活! : ecoで安心、きれいです
/ 古後匡子著. -- 大和書房, 2008.5. -- (だいわ文庫).

住居.家具
３階文庫架
調度

597.9||KOG 2650169

産業政策・
地元経済を創りなおす : 分析・診断・対策
行政.総合 ４階新書架
/ 枝廣淳子著. -- 岩波書店, 2018.2. -- (岩波新書 ; 新赤版 1704).
開発

601.1||EDA

うちの鳥の老いじたく : ◆UFF5E◆小鳥から大型インコまで◆
UFF5E◆さいごの日まで幸せに暮らすための提案
/ 細川博昭著 ; ものゆうイラスト. -- 誠文堂新光社, 2017.11.

家禽各論.
４階固定一般
飼鳥

646.8||HOS 2650762

葬送の仕事師たち
/ 井上理津子著. -- 新潮社, 2018.2. -- (新潮文庫 ; 10859, い121-2).

商業経営.
３階文庫架
商店

673.9||INO

2651084

オリジナリティ = ORIGINALITY : 全員に好かれることを目指す時代
商業経営.
は終わった
４階固定一般
商店
/ 本田直之著. -- 日経BP社.

673.97||HO
N

2650738

21世紀のアニメーションがわかる本
/ 土居伸彰著. -- フィルムアート社, 2017.9.

映画

３階固定一般

778.77||DOI 2650771

大人の語彙力が面白いほど身につく本 : 使いたい時にすぐ出てく
る!
/ 話題の達人倶楽部編. -- 青春出版社, 2017.2. -- (青春新書
PLAY BOOKS ; P-1080).

日本語

３階固定一般

810.4||WAD|
2650851
|1

2651203
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大人の語彙力が面白いほど身につく本Level 2 : 「言いたいこと」が
ことばにできる!
日本語
/ 話題の達人倶楽部編. -- 青春出版社, 2017.9. -- (青春新書
PLAY BOOKS ; P-1094).

３階固定一般

810.4||WAD|
2650861
|2

英語にできない日本の美しい言葉
/ 吉田裕子著. -- 青春出版社, 2017.10. -- (青春新書intelligence ; 日本語
PI-524).

３階固定一般

810.4||YOS

どんなときどう使う日本語語彙学習辞典 : 日本語能力試験N1～N3
の主要な語彙を網羅 : 英・中・韓・ベトナム4カ国語訳付き
日本語
/ 安藤栄里子 [ほか] 著. -- アルク, 2014.5.

３階日本語学習 810.7||AND 2650398

リビングジャパニーズ : 基礎日本語学習テキスト = Living Japanese
: a practical course
日本語
/ コーベニ澤子 [ほか] 著 ; Book 1, Book 2. -- くろしお出版,
2006.8-.

３階日本語学習

810.7||COV|
2650304
|1

リビングジャパニーズ : 基礎日本語学習テキスト = Living Japanese
: a practical course
日本語
/ コーベニ澤子 [ほか] 著 ; Book 1, Book 2. -- くろしお出版,
2006.8-.

３階日本語学習

810.7||COV|
2650312
|2

留学生のための現代日本語読解
/ 岩佐靖夫 [ほか] 著. -- Jリサーチ出版, 2006.4.

日本語

３階日本語学習 810.7||IWA

2650266

マンガで学ぶ日本語会話術
/ 金子史朗 [ほか] 著. -- アルク, 2006.10.

日本語

３階日本語学習 810.7||KAN

2650355

新にほんご敬語(keigo)トレーニング
/ 金子広幸著. -- アスク出版, 2014.3. -- (初級が終わったら始めよ 日本語
う).

３階日本語学習 810.7||KAN

2650381

留学生のための時代を読み解く上級日本語
/ 宮原彬編著. -- 第2版. -- スリーエーネットワーク, 2012.11.

３階日本語学習 810.7||MIY

2650185

日本語

2650894

日本語能力試験総合テキスト : ゼッタイ合格!
/ 森本智子 [ほか] 共著 ; N1, N2, N3. -- Jリサーチ出版, 2013.8-. - 日本語
- (日本語能力試験対策教本シリーズ).

３階日本語学習

810.7||MOR|
2650274
|1

日本語能力試験総合テキスト : ゼッタイ合格!
/ 森本智子 [ほか] 共著 ; N1, N2, N3. -- Jリサーチ出版, 2013.8-. - 日本語
- (日本語能力試験対策教本シリーズ).

３階日本語学習

810.7||MOR|
2650282
|2
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日本語能力試験総合テキスト : ゼッタイ合格!
/ 森本智子 [ほか] 共著 ; N1, N2, N3. -- Jリサーチ出版, 2013.8-. - 日本語
- (日本語能力試験対策教本シリーズ).

３階日本語学習

810.7||MOR|
2650291
|3

くらべてわかる日本語表現文型辞典 : 表現文型765収録
/ 岡本牧子, 氏原庸子著. -- Jリサーチ出版, 2008.8.

３階日本語学習 810.7||OKA 2650339

日本語

大学で学ぶための日本語ライティング : 短文からレポート作成まで
: 中・上級者用日本語テキスト
日本語
/ 佐々木瑞枝, 細井和代, 藤尾喜代子 [著]. -- The Japan Times,
2006.3.

３階日本語学習 810.7||SAS

4コママンガでおぼえる日本語 : 中・上級
/ 佐々木仁子著 ; 渡辺ひろみ絵 ; いろいろ使えることばをおぼえる 日本語
編, ひとつおぼえてたくさんわかる編. -- [アスク].

３階日本語学習

810.7||SAS||
2650363
1

4コママンガでおぼえる日本語 : 中・上級
/ 佐々木仁子著 ; 渡辺ひろみ絵 ; いろいろ使えることばをおぼえる 日本語
編, ひとつおぼえてたくさんわかる編. -- [アスク].

３階日本語学習

810.7||SAS||
2650371
2

マンガで学ぶ日本語表現と日本文化 : 多辺田家が行く!!
/ 創作集団にほんご企画・編集 ; 宇田川のり子マンガ ; 武田聡子
監修. -- アルク, 2009.10.

３階日本語学習 810.7||SOS 2650347

日本語

2650177

初級日本語
/ 東京外国語大学留学生日本語教育センター編著 ; 上, 下. -- 新 日本語
装改訂版. -- 凡人社, 2010.3-2010.5.

３階日本語学習

810.7||TOK||
2650193
1

留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解
/ 東京外国語大学留学生日本語教育センター編著 ; 中級, 中上級, 日本語
上級. -- スリーエーネットワーク, 2013.2-.

３階日本語学習

810.7||TOK||
2650215
1

出会い : 日本で学ぶ留学生のための中級日本語教科書
/ 東京外国語大学留学生日本語教育センター著 ; 本冊, 別冊. -ひつじ書房, 2015.5-.

日本語

３階日本語学習

810.7||TOK||
2650241
1

初級日本語
/ 東京外国語大学留学生日本語教育センター編著 ; 上, 下. -- 新 日本語
装改訂版. -- 凡人社, 2010.3-2010.5.

３階日本語学習

810.7||TOK||
2650207
2
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留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解
/ 東京外国語大学留学生日本語教育センター編著 ; 中級, 中上級, 日本語
上級. -- スリーエーネットワーク, 2013.2-.

３階日本語学習

810.7||TOK||
2650223
2

出会い : 日本で学ぶ留学生のための中級日本語教科書
/ 東京外国語大学留学生日本語教育センター著 ; 本冊, 別冊. -ひつじ書房, 2015.5-.

日本語

３階日本語学習

810.7||TOK||
2650258
2

留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解
/ 東京外国語大学留学生日本語教育センター編著 ; 中級, 中上級, 日本語
上級. -- スリーエーネットワーク, 2013.2-.

３階日本語学習

810.7||TOK||
2650231
3

日本語文型辞典 : タイ語版
/ グループ・ジャマシイ編著 ; ブッサバー・バンチョンマニー [ほか]
訳. -- くろしお出版, 2012.3.

辞典

３階日本語学習 813.19||GRU 2650321

日本語文型辞典 : ベトナム語版
/ グループ・ジャマシイ編著 ; 村上雄太郎ほか翻訳. -- くろしお出
版, 2016.5.

辞典

３階日本語学習

論理的思考 : 論説文の読み書きにおいて
/ 宇佐美寛著. -- 新版. -- メヂカルフレンド社, 1989.3.

文章.文体.
３階固定一般
作文

813.19||GR
U

2650649

816.5||USA

2650673

喫茶店の僕と孤独の森の魔獣
/ 蒼月海里著. -- 新潮社, 2018.2. -- (新潮文庫 ; 10866, あ-89-2 . 小説.物語 ３階文庫架
夜と会う。 / 蒼月海里著 ; 2).

913.6||AOT 2651122

悲素
/ 帚木蓬生著 ; 上, 下. -- 新潮社, 2018.2. -- (新潮文庫 ; 1084810849, は-7-26, は-7-27).

小説.物語 ３階文庫架

913.6||HAH||
2651149
1

悲素
/ 帚木蓬生著 ; 上, 下. -- 新潮社, 2018.2. -- (新潮文庫 ; 1084810849, は-7-26, は-7-27).

小説.物語 ３階文庫架

913.6||HAH||22651157

蟻地獄
/ 板倉俊之著. -- 新潮社, 2018.2. -- (新潮文庫 ; 10852, い-1311).

小説.物語 ３階文庫架

913.6||ITA

2650665

新着図書のご案内
2018年2月16日～2月28日
書籍名/著者名--出版名，出版年--シリーズ名（ある場合）
維新と戦った男大鳥圭介
/ 伊東潤著. -- 新潮社, 2018.2. -- (新潮文庫 ; 10851, い-117-2).

分類名

配置場所

小説.物語 ３階文庫架

ラベル番号 登録番号

913.6||ITO

2651092

私の恋人
小説.物語 ３階文庫架
/ 上田岳弘著. -- 新潮社, 2018.2. -- (新潮文庫 ; 10853, う-24-1).

913.6||UED

2651076

凛と咲きて : 花の剣士凛
/ 矢野隆著. -- 新潮社, 2018.2. -- (新潮文庫 ; 10906, や-77-1).

913.6||YAN

2651114

百歳人生を生きるヒント
評論. エッ
/ 五木寛之著. -- 日本経済新聞出版社, 2017.12. -- (日経プレミア
３階固定一般
セイ. 随筆
シリーズ ; 357).

914.6||ITS

2650801

想いの軌跡
評論. エッ
３階文庫架
/ 塩野七生著. -- 新潮社, 2018.2. -- (新潮文庫 ; 10854, し-12-43). セイ. 随筆

914.6||SIO

2651173

亡命者の古書店
記録.手記.
/ 佐藤優著. -- 新潮社, 2018.2. -- (新潮文庫 ; 10857, さ-62-9 . 私 ルポル
３階文庫架
のイギリス物語 / 佐藤優著 ; 続).
タージュ

916||SAT

2651068

オンブレ
/ エルモア・レナード[著] ; 村上春樹訳. -- 新潮社, 2018.2. -- (新潮 小説.物語 ３階文庫架
文庫 ; 10862, レ-11-1).

933||LEO

2651131

小説.物語 ３階文庫架

