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コンピュータビジョン : 広がる要素技術と応用
/ 米谷竜, 斎藤英雄編著. -- 共立出版, 2018.6. -- (未来へつなぐデ 情報科学 ４階固定一般
ジタルシリーズ = Connection to the future with digital series ; 37).

007.13||YO
N

挑戦する博物館 : 今、博物館がオモシロイ!!
/ 小川義和, 五月女賢司編著. -- ジダイ社, 2018.6.

博物館

３階固定一般

069.021||OG
2662094
A

身体感覚で『論語』を読みなおす。 : 古代中国の文字から
/ 安田登著. -- 新潮社, 2018.7. -- (新潮文庫 ; 10831, や-78-1).

経書

３階文庫架

123.83||YAS 2662973

2662493

FUTURE INTELLIGENCE : これからの時代に求められる「クリエイ
普通心理
ティブ思考」が身につく10の習慣
学.心理各 ３階固定一般
/ スコット・バリー・カウフマン著 ; キャロリン・グレゴワール著 ; 野中
論
香方子訳. -- 大和書房, 2018.4.

141.5||KAU

全世界史
/ 出口治明著 ; 上, 下. -- 新潮社, 2018.7. -- (新潮文庫 ; 10950,
10951, て-11-2, て-11-3).

世界史.文
３階文庫架
化史

209||DEG||1 2662981

全世界史
/ 出口治明著 ; 上, 下. -- 新潮社, 2018.7. -- (新潮文庫 ; 10950,
10951, て-11-2, て-11-3).

世界史.文
３階文庫架
化史

209||DEG||2 2662991

天皇陛下の私生活 : 1945年の昭和天皇
/ 米窪明美著. -- 新潮社, 2018.7. -- (新潮文庫 ; 10952, よ-41-1).

系譜.家史.
３階文庫架
皇室

288.41||YO
N

2662817

2662876

英語で日本 (Nippon) 紹介ハンドブック = An introductory handbook 政治・経
to Japan and its people
済・社会・ 電子書籍
/ 松本美江著 ; : electronic bk. -- 改訂版. -- アルク, 2014.4. w.
文化事情

302.1||MAT 2661811

市役所上・中級教養・専門試験過去問500
/ 資格試験研究会編 ; 2003年度版 - 2019年度版. -- 実務教育出
版, 2002.2-. -- (公務員試験合格の500シリーズ ; 8, 9).

行政

３階資格資料架

317.4||SHI||
2662299
2019

大卒警察官教養試験過去問350
/ 資格試験研究会編 ; 2005年度版 - 2019年度版. -- 実務教育出
版, 2004.3-. -- (公務員試験合格の500シリーズ ; 9-10).

行政

３階資格資料架

317.7||SHI||
2662302
2019

外交青書 : 我が外交の近況
外交.国際
/ 外務省編 ; 第31号(昭和62年版) - 第61号(2018). -- [市販本版]. ３階固定参考
問題
- 大蔵省印刷局, 1987-.

319.1||GAI||
2662711
2018

人手不足を乗り越える力 : 生産性向上のカギ
/ 中小企業庁編. -- 日経印刷, 2018.6. -- (中小企業白書 / 中小企 企業.経営 ３階固定参考
業庁編 ; 2018年版).

335.35||CH
U

2662231
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日商簿記3級に"とおる"テキスト
/ 桑原知之著. -- ネットスクール株式会社出版本部, 2017.3. -- (と
おる簿記シリーズ).

経営管理 ３階資格資料架

336.91||KU
W

2662591

日商簿記2級に"とおる"テキスト工業簿記
/ 桑原知之著. -- ネットスクール株式会社出版本部, 2017.6. -- (と
おる簿記シリーズ).

経営管理 ３階資格資料架

336.91||KU
W

2662604

日商簿記2級に"とおる"テキスト商業簿記
/ 桑原知之著. -- ネットスクール株式会社出版本部, 2017.3. -- (と
おる簿記シリーズ).

経営管理 ３階資格資料架

336.91||KU
W

2662621

日商簿記3級未来のための過去問題集
/ 桑原知之著 ; 2018年6月・2018年11月・2019年2月対策. -- ネット
スクール株式会社出版本部, 2018.4.

経営管理 ３階資格資料架

336.91||KU
W||'18-'19

2662434

日商簿記2級未来のための過去問題集
/ 桑原知之著 ; 2018年6月・2018年11月・2019年2月対策. -- ネット
スクール株式会社出版本部, 2018.3.

経営管理 ３階資格資料架

336.91||KU
W||'18-'19

2662442

FP技能士2級精選問題解説集 : 学科
/ きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著. -- '17◆
UFF5E◆'18年度版. -- きんざい, 2017.7.

金融.銀行.
338.18||KIN|
３階資格資料架
2662671
信託
|'17-'18

FP技能士3級精選問題解説集
金融.銀行.
338.18||KJN
/ きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター編著 ; '17-'18年
３階資格資料架
2662681
信託
||'17-'18
版 学科. -- きんざい, 2017.7-.
未解決事件グリコ・森永事件 : 捜査員300人の証言
/ NHKスペシャル取材班著. -- 新潮社, 2018.7. -- (新潮文庫 ;
10953, え-20-11).

社会病理 ３階文庫架

368.6||NHK

2663007

新しい視点から見た教職入門
/ 中田正浩編著. -- 大学教育出版, 2018.4.

学校経営・
管理.学校 ３階固定一般
保健

374.3||NAK

2662451

教職概論 : 教師を目指す人のために
/ 佐藤晴雄著. -- 第5次改訂版. -- 学陽書房, 2018.3.

学校経営・
管理.学校 ３階固定一般
保健

374.3||SAT

2662371

9割の先生が知らない!すごい板書術
/ 栗田正行著. -- 学陽書房, 2017.7.

学校経営・
管理.学校 ３階固定一般
保健

374.35||KUR 2662345

教育課程.
スポーツの主人公を育てる体育・保健の授業づくり : 指導案の基本
学習指導.
とプラン集
３階固定一般
教科別教
/ 学校体育研究同志会編. -- 創文企画, 2018.3.
育

375.49||GAK 2662477
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概説教職課程コアカリキュラム
/ 渋谷治美, 坂越正樹編著. -- ジダイ社, 2018.5.

大学・高
等・専門教
３階固定一般
育.学術行
政

377.15||SHI 2662361

はじめての留学スーパーガイド : 留学のメリット・デメリットから実現
まで、基礎知識と実現ノウハウをガイダンス
/ アルク留学研究会編 ; : electronic bk. -- アルク, 2009.4. -- (留学
応援シリーズ). w.

大学・高
等・専門教
電子書籍
育.学術行
政

377.6||ARU

2661802

大学・高
学就Book (がくしゅうブック) : 大学1、2年生の間にやっておきたいこ
等・専門教
と
３階固定一般
育.学術行
/ 日経HR編集部編著. -- 改訂第4版. -- 日経HR, 2017.2.
政

377.9||NIK

2662019

科学技術白書 : 平成30年版
逐次刊行
/ 文部科学省編. -- 日経印刷. -- (科学技術白書 / 科学技術庁編 ;
４階固定参考
物
平成30年版).

405||KAG||2
2662248
018

統計検定3級・4級公式問題集 : 日本統計学会公式認定
/ 日本統計学会出版企画委員会編 ; 統計質保証推進協会統計検
定センター著 ; 2015◆UFF5E◆2017年. -- 実務教育出版, 2018.3.

確率論.数
３階資格資料架 417||NIH
理統計学

2662264

統計学基礎 : 日本統計学会公式認定統計検定2級対応
/ 日本統計学会編. -- 改訂版. -- 東京図書, 2015.12.

確率論.数
３階資格資料架 417||NIH
理統計学

2662272

データの分析 : 日本統計学会公式認定統計検定3級対応
/ 日本統計学会編. -- 東京図書, 2012.7.

確率論.数
３階資格資料架 417||NIH
理統計学

2662281

統計検定2級公式問題集 : 日本統計学会公式認定
/ 日本統計学会出版企画委員会編 ; 統計質保証推進協会統計検
定センター著 ; 2011-2013年 - 2015-2017年. -- 実務教育出版,
2014.5-.

確率論.数
417||NIH||'1
３階資格資料架
2662256
理統計学
5-'17

マテリアルサイエンス有機化学 : 基礎と機能材料への展開
/ 伊與田正彦, 横山泰, 西長亨著. -- 第2版. -- 東京化学同人,
2018.6.

有機化学 ４階固定一般

437||IYO

2662108

鳥類学者無謀にも恐竜を語る
/ 川上和人著. -- 新潮社, 2018.7. -- (新潮文庫 ; 10954, か-84-1).

古生物学.
３階文庫架
化石

457.87||KA
W

2662922

Q&Aですらすらわかる体内時計健康法 : 時間栄養学・時間運動学・
時間睡眠学から解く健康
基礎医学 ４階固定一般
/ 田原優, 柴田重信著. -- 杏林書院, 2017.12.

491.3||TAH

2662469

今、知っておきたい栄養のない食品、危ない食品 : 保存、調理方
法、食べ方でも栄養が失われていく
/ 八藤眞著. -- マガジンランド, 2018.6. -- (ML新書 ; 06).

498.54||HAT 2662086

衛生学.公
衆衛生.予 ４階固定一般
防医学
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技術士第一次試験「建設部門」専門科目受験必修過去問題集「解
答と解説」
建設工学.
510.7||SUG||
３階資格資料架
2662655
/ 杉内正弘編著 ; [平成20年度版] - 平成30年度版. -- 日刊工業新 土木工学
2018
聞社, 2008.5-.
技術士第二次試験「建設部門」必須科目択一試験過去問題解答と 建設工学.
510.7||SUG||
３階資格資料架
2662663
解説 / 杉内正弘編著 ; 平成30年度版. -- 日刊工業新聞社, 2018.1. 土木工学
2018
詳解2級土木施工管理技術検定過去5年問題集
/ コンデックス情報研究所編著 ; '18年版. -- 成美堂出版, 2018.3.

土木設計・
513.07||KO
３階資格資料架
施工法
N||2018

2662558

公害紛争処理白書 : 我が国の公害紛争処理・土地利用調整の現況
公害.環境
/ 公害等調整委員会編 ; 昭和60年版 - 平成30年版. -- 大蔵省印
４階固定参考
工学
刷局, 1985-.

519.12||KO
G||2018

2662612

詳解2級建築士過去7年問題集
/ コンデックス情報研究所編著 ; '18年版. -- 成美堂出版, 2018.1.

建築学

520.79||KO
N||2018

2662566

落日の建築家 : 建築家職能の終焉
/ 新庄宗昭著. -- 新潮社図書編集室.

西洋の建
築.その他
４階固定一般
の様式の
建築

523.1||SHI

2662132

詳解2級建築施工管理技術検定過去6回問題集
/ コンデックス情報研究所編著 ; '18年版. -- 成美堂出版, 2018.3.

建築計画
525.07||KO
３階資格資料架
施工
N||2018

３階資格資料架

2662574

2級管工事施工管理技士出題順問題集
建築設備.
528.18||KAN
/ 管工事施工管理技士受験テキスト編修委員会編 ; 平成30年度版.
３階資格資料架
2662418
設備工学
||2018
-- 市ケ谷出版社, 2018.3.
インテリアコーディネーター資格試験問題集 : 最新5か年
/ インテリアコーディネーター試験研究会編 ; 平成30年度版. -- 井
上書院, 2018.4.

建築意匠・
529.07||INT|
３階資格資料架
2662426
装飾
|2018

インテリアプランナーガイドブック
建築意匠・
529.07||KEN
/ 建築技術教育普及センター, 日本インテリアプランナー協会編著 ;
３階資格資料架
2662698
装飾
||1
学科試験編, 設計製図試験編. -- 新日本法規出版, 2016.2-2016.3.
インテリアプランナーガイドブック
建築意匠・
529.07||KEN
/ 建築技術教育普及センター, 日本インテリアプランナー協会編著 ;
３階資格資料架
2662701
装飾
||2
学科試験編, 設計製図試験編. -- 新日本法規出版, 2016.2-2016.3.
宇宙ビジネスの衝撃 : 21世紀の黄金をめぐる新時代のゴールドラッ
航空宇宙
シュ
４階固定一般
工学
/ 大貫美鈴著. -- ダイヤモンド社, 2018.5.

538.9||ONU 2662809

和食の英語表現事典
/ 亀田尚己, 青柳由紀江, J.M.クリスチャンセン著 ; : electronic bk. - 食品.料理 電子書籍
- 丸善出版, 2016.10. w.

596.21||KA
M

2661951

キクタン接客英会話 : 聞いてマネしてすらすら話せる
/ 英語出版編集部企画・編集 ; 宿泊編 : electronic bk. -- アルク,
2017.9. w.

673.3||EIG

2661861

商業経営.
電子書籍
商店
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キクタン接客英会話 : 聞いてマネしてすらすら話せる
/ 英語出版編集部企画・編集 ; 交通編 : electronic bk. -- アルク,
2017.9. w.

商業経営.
電子書籍
商店

673.3||EIG

2661871

キクタン接客英会話 : 聞いてマネしてすらすら話せる
/ 英語出版編集部企画・編集 ; 販売編 : electronic bk. -- アルク,
2017.9. w.

商業経営.
電子書籍
商店

673.3||EIG

2661888

キクタン接客英会話 : 聞いてマネしてすらすら話せる
/ 英語出版編集部企画・編集 ; 飲食編 : electronic bk. -- アルク,
2017.9. w.

商業経営.
電子書籍
商店

673.3||EIG

2661896

ブレーン : brain
/ 宣伝会議[編] ; Vol. 58 No. 1 - Vol. 58 No. 8. -- 宣伝会議,
2018.1-.

広告.宣伝 ４階固定一般

674.3||BRA||
2661993
'18-8

英語でボランティアガイド : 心構えから英語フレーズまで
/ 葛西朋子著 ; : electronic bk. -- アルク, 2017.7. w.

観光事業 電子書籍

689.6||KAS

2661853

明治大正期の染織資料の研究 : 高島屋史料館所蔵 : 源泉・下絵・
作品写真の比較・考察 = Study of materials related to textiles in
the Meiji and Taisho periods : archived by the Takashimaya
Historical Museum : comparison and consideration of sources,
染織工芸 ３階固定一般
designs and photos of works
/ 廣田孝著. -- 京都女子大学, 2018.3. -- (京都女子大学研究叢刊 ;
55).

753.2||HIR

2662191

これから学ぶスポーツ心理学
/ 荒木雅信編著. -- 改訂版. -- 大修館書店, 2018.3.

スポーツ.
体育

３階固定一般

780.14||ARA 2662078

ガードナー臨床スポーツ心理学ハンドブック
/ フランク・ガードナー, ゼラ・ムーア著. -- 西村書店, 2018.5.

スポーツ.
体育

３階固定一般

780.14||GA
R

スポーツ心理学
スポーツ.
/ 中込四郎編集. -- 北大路書房, 2018.2. -- (シリーズ心理学と仕事
体育
/ 太田信夫監修 ; 13).

３階固定一般

780.14||NAK 2662061

スポーツメンタルの科学 : メンタルを自分でコントロールする!
/ 若松健太 [ほか] 監修. -- 洋泉社, 2018.1. -- (洋泉社mook .
Sports science).

スポーツ.
体育

３階固定一般

780.14||WA
K

2662001

瞬発力トレーニングアナトミィ : プライオメトリックエクササイズで爆発
的な力を引きだす
スポーツ.
/ デレク・ハンセン, スティーブ・ケネリー著 ; 東出顕子翻訳. -- ガイ 体育
アブックス, 2018.6.

３階固定一般

780.7||HAN

2662027

782||SHI

2662353

陸上競技走跳投に必要なトップスピードを高める練習
/ 柴田博之著. -- ベースボール・マガジン社, 2017.6. -- (身になる練 陸上競技 ３階固定一般
習法 . trak & field).

2662043
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賢者の戦術 : すべてのバスケットボールコーチのために = Motion
game offenses : for men's and women's basketball
/ ハリー・L.“マイク"・ハーキンス, ジェリー・クラウス著 ; 二杉茂, 山
下新樹, 伊藤淳訳. -- 晃洋書房, 2018.1.

球技

３階固定一般

783.1||HAR

2662051

試合の流れを決める!バスケットボールポイントガード上達のコツ50
/ 篠山竜青監修. -- メイツ出版, 2017.12. -- (コツがわかる本).

球技

３階固定一般

783.1||SHI

2662337

コーチングバレーボール
/ 日本バレーボール協会編 ; 基礎編. -- 大修館書店, 2017.2.

球技

３階固定一般

783.2||NIH

2662035

姿勢も話し方もよくなる声のつくりかた : 自然とみんなを惹きつける
43のレッスン
/ 中西健太郎著. -- ダイヤモンド社, 2018.5.

言語生活 ３階固定一般

809.2||NAK

2662825

2661977

速効英語
/ [東洋経済新報社編] ; : electronic bk. -- 東洋経済新報社, 2017.1. 英語
-- (週刊東洋経済eビジネス新書 ; No.207). w.

電子書籍

830.7||TOY

完全攻略!英検3級
/ Evine著 ; : electronic bk. -- アルク, 2017.9. w.

英語

電子書籍

830.79||EVI 2661901

完全攻略!英検準2級
/ Evine著 ; : electronic bk. -- 増補版. -- アルク, 2017.11. w.

英語

電子書籍

830.79||EVI 2661918

TOEIC testリスニング出るとこだけ! : 直前5日間で100点伸ばす!
/ 小石裕子著 ; : electronic bk. -- アルク, 2017.5. w.

英語

電子書籍

830.79||KOI 2661837

2カ月で攻略TOEIC L&Rテスト600点! : あと40日
/ 溝口優美子, 中村信子共著 ; 英語出版編集部編集 ; : electronic
bk. -- アルク, 2017.5. -- (残り日数逆算シリーズ). w.

英語

電子書籍

830.79||MIZ 2661829

理系のための英語最重要「キー動詞」43 : 600超の例文で独特の用
法を完全マスター!
文法.語法 電子書籍
/ 原田豊太郎著 ; : electronic bk. -- 講談社, 2015.5. -- (ブルーバッ
クス ; B-1915). w.

835.5||HAR

2661985

日本人のための教養ある英会話
/ クリストファー・ベルトン著 ; : electronic bk. -- DHC, 2012.6. w.

読本.解釈.
電子書籍
会話

837.8||BEL

2661926

知識と教養の英会話
/ クリストファー・ベルトン著 ; : electronic bk. -- DHC, 2008.6. -(CD book). w.

読本.解釈.
電子書籍
会話

837.8||BEL

2661934

大人のための知識と教養の英会話
/ クリストファー・ベルトン著 ; : electronic bk. -- DHC, 2014.6. w.

読本.解釈.
電子書籍
会話

837.8||BEL

2661942
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留学&ホームステイのための英会話
/ 細井忠俊, バーウィック妙子著 ; : electronic bk. -- 最新版. -- ア
ルク, 2006.5. w.

分類名

配置場所

ラベル番号 登録番号

読本.解釈.
電子書籍
会話

837.8||HOS 2661799

はじめてのホームステイ英会話 : 留学・ホームステイをリアルに体
感!
読本.解釈.
電子書籍
/ 小林奈々子, シェリー・ヘイスティングス著 ; : electronic bk. -- アス 会話
ク出版, 2017.6. w.

837.8||KOB 2661781

「おとなの英語」言い方のコツ : 信頼される・一目おかれる
/ 佐藤洋一著. -- かんき出版, 2018.6.

読本.解釈.
３階固定一般
会話

837.8||SAT

2662485

相手と場面で使い分ける英語表現ハンドブック
/ 高橋朋子著 ; : electronic bk. -- アルク, 2017.7. w.

読本.解釈.
電子書籍
会話

837.8||TAK

2661845

最強の英語力
読本.解釈.
/ [東洋経済新報社編] ; : electronic bk. -- 東洋経済新報社, 2015.1.
電子書籍
会話
-- (週刊東洋経済eビジネス新書 ; No.104). w.

837.8||TOY

2661969

猫河原家の人びと : 一家全員、名探偵
/ 青柳碧人著. -- 新潮社, 2018.7. -- (新潮文庫 ; 10958, あ-80-4).

小説.物語 ３階文庫架

913.6||AOY

2662957

キッチン・ブルー
/ 遠藤彩見著. -- 新潮社, 2018.7. -- (新潮文庫 ; 10948, え-27-1).

小説.物語 ３階文庫架

913.6||END

2662868

暗幕のゲルニカ
/ 原田マハ著. -- 新潮社, 2018.7. -- (新潮文庫 ; 10941, は-63-2).

小説.物語 ３階文庫架

913.6||HAM 2662931

おもてなし時空ホテル : 桜井千鶴のお客様相談ノート
/ 堀川アサコ著. -- 新潮社, 2018.7. -- (新潮文庫 ; 10959, ほ-21- 小説.物語 ３階文庫架
24).
あこがれ
/ 川上未映子著. -- 新潮社, 2018.7. -- (新潮文庫 ; 10943, [か-64- 小説.物語 ３階文庫架
3]).

913.6||HOR 2663015

913.6||KAW 2662965

大川契り
/ 西條奈加著. -- 新潮社, 2018.7. -- (新潮文庫 ; 10947, さ-64-6 .
善人長屋 / 西條奈加著).

小説.物語 ３階文庫架

913.6||SAI

2662884

たんぽぽ団地のひみつ
/ 重松清著. -- 新潮社, 2018.7. -- (新潮文庫 ; 10942, [し-43-27]).

小説.物語 ３階文庫架

913.6||SHI

2662949

非写真
/ 高橋克彦著. -- 新潮社, 2018.7. -- (新潮文庫 ; 10850, た-55-5).

小説.物語 ３階文庫架

913.6||TAK

2662892

七夕の雨闇 : 毒草師
小説.物語 ３階文庫架
/ 高田崇史著. -- 新潮社, 2018.7. -- (新潮文庫 ; 10946, た-117-2).

913.6||TAK

2662906
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ワインズバーグ、オハイオ
/ シャーウッド・アンダーソン [著] ; 上岡伸雄訳. -- 新潮社, 2018.7.
-- (新潮文庫 ; 10956, ア-27-1).
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小説.物語 ３階文庫架
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933.7||AND

2662914

