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サイバーセキュリティ入門 : 図解×Q&A
/ 羽室英太郎著. -- 慶應義塾大学出版会, 2018.10.

情報科学 ４階固定一般

007.37||HA
M

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 - 10月号. -- 日刊工業新聞社,
2018.2-.

日本

071.5||NIK||'
2679469
18-11

気持ちを「言葉にできる」魔法のノート
/ 梅田悟司著. -- 日本経済新聞出版社, 2018.7. -- (「言葉にでき
る」は武器になる。 / 梅田悟司著 ; 実践編).

普通心理
学.心理各 ３階固定一般
論

141.5||UME 2678161

パーソナリティ心理学入門 : ストーリーとトピックで学ぶ心の個性
/ 鈴木公啓 [ほか] 著. -- ナカニシヤ出版, 2018.11.

普通心理
学.心理各 ３階固定一般
論

141.93||SUZ 2678667

神様からのBright word : こころが光に包まれる
/ 日下由紀恵著. -- 永岡書店, 2018.4.

異常心理
３階固定一般
学

145||KUS

2678111

「イヤな気持ち」を今すぐ消す方法 : こころをリセットする5つのルー
ル
/ 林恭弘著. -- 総合法令出版, 2018.11.

臨床心理
学.精神分 ３階固定一般
析学

146.8||HAY

2677938

「本当の大人」になるための心理学 : 心理療法家が説く心の成熟
/ 諸富祥彦著. -- 集英社, 2017.9. -- (集英社新書 ; 0901E).

臨床心理
学.精神分 ３階固定一般
析学

146.8||MOR 2679639

人のために頑張りすぎて疲れた時に読む本
/ 根本裕幸著. -- 大和書房, 2018.12.

臨床心理
学.精神分 ３階固定一般
析学

146.8||NEM 2679736

ＡＶ

2679728

いいことだけを引き寄せる結界のはり方 : エネルギーのバリアで、お
超心理学.
金も愛も手に入る
３階固定一般
心霊研究
/ 碇のりこ著. -- フォレスト出版, 2018.3.

147||IKA

2677857

神様からのGift Word : 心を浄化する幸せの言葉 : omikuji book
/ 日下由紀恵著. -- 永岡書店, 2015.1.

超心理学.
３階固定一般
心霊研究

147||KUS

2677962

ネガティブがあっても引き寄せは叶う!
/ MACO著. -- 大和書房, 2018.11. -- (だいわ文庫 ; 379-1D).

超心理学.
３階文庫架
心霊研究

147||MAC

2679787

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, 2017.2.

超心理学.
３階固定一般
心霊研究

147||OKU

2677717
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マンガで身につく多動力
/ 堀江貴文原作 ; 星井博文シナリオ ; 三輪亮介作画. -- 幻冬舎コ
ミックス.
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人生訓.教
３階固定一般
訓

159.4||HOR 2677751

なぜ、優秀な人ほど成長が止まるのか : 何歳からでも人生を拓く7つ
人生訓.教
の技法
３階固定一般
訓
/ 田坂広志著. -- ダイヤモンド社, 2018.10.

159.4||TAS

2679507

人生を思い通りに操る片づけの心理法則
/ DaiGo著. -- 学研プラス, 2017.12.

人生訓.教
３階固定一般
訓

159||DAI

2677725

バカとつき合うな
/ 堀江貴文, 西野亮廣著. -- 徳間書店, 2018.10.

人生訓.教
３階固定一般
訓

159||HOR

2678314

座敷わらしに好かれる部屋、貧乏神が取りつく部屋 : 片づけで金運
人生訓.教
&幸運をつかむ!
３階固定一般
訓
/ 伊藤勇司著. -- WAVE出版, 2017.11.

159||ITO

2677911

多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。
/ Jamマンガ・文. -- サンクチュアリ出版, 2018.7. -- (Sanctuary
books).

人生訓.教
３階固定一般
訓

159||JAM

2678381

ギリシア神話
/ 呉茂一著 ; : 新装版. -- 新潮社, 1994.8.

神話.神話
３階固定一般
学

164.31||KUR 2677687

ギリシャ・ローマの神話がよくわかる本 : 読みだしたら止まらなくなる
神話.神話
: the Greek & Roman myths
３階固定一般
学
/ 島崎晋著. -- 総合法令出版, 2012.12.

164.31||SHI 2677776

図説ゼロからわかる三大宗教の読み方 : キリスト教イスラム教仏教
比較宗教 ３階固定一般
/ 世界情勢を読む会編著. -- 実務教育出版, 2015.11.

165||SEK

2678004

謎解き聖書物語
/ 長谷川修一著. -- 筑摩書房, 2018.12. -- (ちくまプリマー新書 ;
313).

３階新書架

193.2||HAS

2678811

３階新書架

210.01||IEC 2678829

聖書

歴史を知る楽しみ : 史料から日本史を読みなおす
日本史
/ 家近良樹著. -- 筑摩書房, 2018.12. -- (ちくまプリマー新書 ; 314).
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「ためし」から読む更級日記 : 漢文日記・土佐日記・蜻蛉日記からの
展開
日本史
/ 石川久美子著. -- 臨川書店, 2018.10. -- (日記で読む日本史 / 倉
本一宏監修 ; 4).

配置場所

ラベル番号 登録番号

３階固定一般

210.08||ISH 2679663

天皇陛下「生前退位」への想い
系譜.家史.
３階文庫架
/ 保阪正康著. -- 新潮社, 2018.12. -- (新潮文庫 ; 11036, ほ-19-4). 皇室

288.41||HO
S

2678756

日本の未来
/ 櫻井よしこ著. -- 新潮社, 2018.12. -- (新潮文庫 ; 11037, さ-4113).

論文集.評
論集.講演 ３階文庫架
集

304||SAK

2678764

日本が売られる
/ 堤未果著. -- 幻冬舎, 2018.10. -- (幻冬舎新書 ; 517, [つ-4-1]).

論文集.評
論集.講演 ３階固定一般
集

304||TSU

2677903

一般常識&最新時事一問一答頻出1500問
/ 角倉裕之著 ; [2015年度版] - [2020年度版]. -- 高橋書店,
[2013.7]-.

研究法.指
307.8||SUM|
導法.社会 ３階就職資料架
2678632
|2020
科学教育

現職人事が書いた「自己PR・志望動機・提出書類」の本
/ 大賀英徳著 ; 2008年度版 - 2020年度版. -- 実務教育出版,
2007.3-. -- (公務員試験).

行政

市町村職員になるための早わかりブック
/ 資格試験研究会編 ; 2020年度版. -- 実務教育出版, 2018.11.

地方自治.
318.3||SHI||
３階就職資料架
2678594
地方行政
2020

高校チュータイ外交官のイチからわかる!国際情勢
/ 島根玲子著. -- 扶桑社, 2018.8.

外交.国際
３階固定一般
問題

319||SHI

2677784

高校生からわかるマクロ・ミクロ経済学
/ 菅原晃著. -- 河出書房新社, 2013.9.

経済学.経
３階固定一般
済思想

331||SUG

2678101

日本で生活する外国人のためのいろんな書類の書き方
/ 岩田一成編著. -- アスク出版, 2017.9. -- (にほんご宝箱).

人口.土地.
３階日本語学習 334.41||IWA 2679248
資源

最速でトップに駆け上がる人は何が違うのか?
/ エレナ・ボテロ, キム・パウエル著 ; 加藤万里子訳. -- 日経BP社.

企業.経営 ３階固定一般

335.13||KAT 2679515

公益法人・NPO法人と地域
/ 現代公益学会編. -- 文眞堂, 2018.11. -- (公益叢書 ; 第6輯).

企業.経営 ３階固定一般

335.8||GEN

３階就職資料架 317.4||OGA 2678608

2679744

新着図書のご案内
2018年12月16日～12月31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

図解募集から内定までの採用マニュアル
/ 本田和盛著. -- 成美堂出版, 2018.7.

経営管理 ３階就職資料架

336.42||HO
N

2678454

大人の気づかい&マナーサクッとノート : 人間関係もうまくいく!
/ 直井みずほ監修. -- 永岡書店, [2015.2].

経営管理 ３階固定一般

336.49||NA
O

2678039

大人の対応力
/ 齋藤孝著. -- ワニブックス, 2018.11.

経営管理 ３階固定一般

336.49||SAI 2677865

図解頭のいい説明「すぐできる」コツ
/ 鶴野充茂著. -- 三笠書房, [2016.3].

経営管理 ３階固定一般

336.49||TSU 2677946

スッキリとける日商簿記2級過去+予想問題集
/ 滝澤ななみ監修 ; TAC出版開発グループ編著 ; 18年度版. -TAC株式会社出版事業部, 2018.4. -- (スッキリとけるシリーズ).

経営管理 ３階資格資料架

336.91||TAK
2678438
||2018

日本統計年鑑
/ 総務庁統計局編 ; 第41回(平成3年) - 第68回(平成31年). -- 日本 日本
統計協会, 1949.10-.

３階固定参考

351||NIH||68 2678926

人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている
/ ふろむだ著. -- ダイヤモンド社, 2018.8.

社会学

３階固定一般

361.4||FUR

高校生からのリーダーシップ入門
/ 日向野幹也著. -- 筑摩書房, 2018.12. -- (ちくまプリマー新書 ;
315).

社会学

３階新書架

361.43||HIG 2678837

話し方で損する人得する人
/ 五百田達成 [著]. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2018.8.

社会学

３階固定一般

361.454||IO
2677741
T

仕事も人間関係もうまくいく!人のほめ方サクッとノート
/ 西村貴好監修. -- 永岡書店, [2016.9].

社会学

３階固定一般

361.454||NI
S

スルースキル : "あえて鈍感"になって人生をラクにする方法
/ 大嶋信頼著. -- ワニブックス, 2018.9.

社会学

３階固定一般

361.454||OO
2677881
S

誰と会っても会話に困らない雑談力サクッとノート
/ 櫻井弘監修. -- 永岡書店, [2014.9].

社会保障 ３階固定一般

364.454||SA
2678047
K

2677997

2677921

新着図書のご案内
2018年12月16日～12月31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

<自律的>労働を問う : 労働者統制の現在と「働き方改革」の論点.
労働経済.
-- 日本労働社会学会, 2018.10. -- (日本労働社会学会年報 ; 第29
３階固定一般
労働問題
号(2018)).

366.9||NIH

2679761

なぜ人と人は支え合うのか : 「障害」から考える
社会福祉 ３階新書架
/ 渡辺一史著. -- 筑摩書房, 2018.12. -- (ちくまプリマー新書 ; 316).

369.27||WA
T

2678845

アメリカ人の生活と学校カリキュラム : 生活に根差した学校に向けて
教育史・事
の次のステップ
３階固定一般
情
/ ハロルド・O・ラッグ著 ; 渡部竜也 [ほか] 訳. -- 春風社, 2018.9.

372.53||HAR 2679671

新・外国人留学生のための面接 : 合格するための本
/ 目黒真実著. -- 凡人社, 2007.5.

大学・高
等・専門教
３階日本語学習 377.6||MEG 2679086
育.学術行
政

日本に住む外国人留学生Q&A
/ 高松里著. -- 解放出版社, 2005.12.

大学・高
等・専門教
３階日本語学習 377.6||TAK
育.学術行
政

就職四季報優良・中堅企業版
/ 東洋経済新報社編 ; 2016年版 - 2020年版. -- 東洋経済新報社,
2014.11-.

大学・高
等・専門教
377.9||TOY||
３階就職資料架
2678561
育.学術行
2020
政

就職四季報女子版
/ 東洋経済新報社編 ; 2003年版 - 2020年版. -- 東洋経済新報社,
2001.11-.

大学・高
等・専門教
377.9||TOY||
３階就職資料架
2678578
育.学術行
2020
政

就職四季報
/ 東洋経済新報社編 ; 2003年版 - 2020年版. -- 東洋経済新報社,
2001.11-.

大学・高
等・専門教
377.9||TOY||
３階就職資料架
2678586
育.学術行
2020
政

留学生のための就職内定ワークブック
/ 久保田学著. -- 日本能率協会マネジメントセンター, 2018.2.

大学・高
等・専門教
３階日本語学習 377.95||KUB 2679183
育.学術行
政

ゲームと対話で学ぼう : Thiagiメソッド
社会教育 ３階固定一般
/ 吉川肇子, Sivasailam Thiagarajan著. -- ナカニシヤ出版, 2018.10.

379.6||KIK

2679485

2678659
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陰陽五行でわかる日本のならわし
/ 長田なお著. -- 淡交社, 2018.12.

風俗史.民
俗誌.民族 ３階固定一般
誌

382.1||NAG 2679752

小さな習慣で毎日がうまくいく365日の願かけ
/ 布川愛子絵 = Happy Dictionary of 365 Wishes. -- ライツ社,
2018.12.

民間信仰.
迷信［俗 ３階固定一般
信］

387.9||FUK

2679647

闇の摩多羅神 : 変幻する異神の謎を追う
/ 川村湊著 ; : 新装版. -- 河出書房新社, 2017.12.

民間信仰.
迷信［俗 ３階固定一般
信］

387||KAW

2677768

ツチハンミョウのギャンブル
/ 福岡伸一著. -- 文藝春秋, 2018.6.

論文集.評
論集.講演 ４階固定一般
集

404||FUK

2677806

理系のネタ全書 : 話してウケる!不思議がわかる!
/ 話題の達人倶楽部編. -- 青春出版社, 2016.4.

論文集.評
論集.講演 ４階固定一般
集

404||WAD

2678098

スバラシク実力がつくと評判の大学基礎数学キャンパス・ゼミ : 大学
の数学がこんなに分かる!単位なんて楽に取れる!
数学
/ 馬場敬之著. -- 改訂3. -- マセマ出版社, [2018.8].

４階固定一般

410||BAB

2677652

解法と演習工学・理学系大学院入試問題「数学・物理学」
/ 陳啓浩, 姫野俊一共著. -- 第2版. -- 数理工学社.

数学

４階固定一般

410||TIN

2679711

組合せ数学
/ ロビン・ウィルソン [著] ; 川辺治之訳. -- 岩波書店, 2018.12. -(岩波科学ライブラリー ; 280).

代数学

４階固定一般

411.22||WIL 2678551

橋元の物理をはじめからていねいに : 大学受験物理
/ 橋元淳一郎著 ; 電磁気編, 力学編, 熱・波動・原子編. -- 改訂版. - 物理学
- ナガセ, 2016.11-. -- (東進ブックス . 名人の授業).

４階固定一般

420||HAS

2677849

眠れなくなるほど面白い図解物理の話
/ 長澤光晴著. -- 日本文芸社, 2016.6.

物理学

４階固定一般

420||NAG

2678421

基礎から学ぶファインマンダイアグラム : 具体例から身につける計
算手法
/ 柏太郎著. -- サイエンス社, 2018.12. -- (臨時別冊・数理科学 .
SGCライブラリ ; 144).

理論物理
４階固定一般
学

421.3||KAS

2678705
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ベクトルからはじめる電磁気学
/ 坂本文人著. -- オーム社, 2018.8.

電磁気学 ４階固定一般

427||SAK

2677644

わかりやすい放射線物理学
/ 多田順一郎 [ほか] 共著. -- 改訂3版. -- オーム社, 2018.3.

原子物理
４階固定一般
学

429.4||TAD

2677636

元素検定
/ 桜井弘編著 ; [1], 2. -- 化学同人, 2011.3-.

物理化学.
４階固定一般
理論化学

431.11||SAK 2678021

星座の神話と伝説がわかる本
/ 宇宙科学研究倶楽部編. -- 学研プラス, 2016.7.

恒星.恒星
４階固定一般
天文学

443.8||UCH 2678471

宇宙のすがたを科学する
/ ギヨーム・デュプラ著 ; 渡辺滋人訳. -- 創元社, 2018.11.

恒星.恒星
４階固定一般
天文学

443.9||DUP

2679655

図説鉱物肉眼鑑定事典 : encyclopedia for mineral identification
/ 松原聰著. -- 秀和システム, 2017.10.

鉱物学

４階固定一般

459||MAT

2677695

図説鉱物の博物学 : 地球をつくる鉱物たち
/ 松原總, 宮脇律郎, 門馬綱一著. -- 秀和システム, 2016.3.

鉱物学

４階固定一般

459||MAT

2677709

世界でいちばん素敵な鉱物の教室
/ 宮脇律郎監修. -- 三才ブックス, 2018.8.

鉱物学

４階固定一般

459||MIY

2678497

ほんとうはこわい植物図鑑
/ 高橋のぞむ絵. -- 大泉書店, 2018.7.

植物学

４階固定一般

470.4||KOB 2678331

ほぼ命がけサメ図鑑
/ 沼口麻子著. -- 講談社, 2018.5.

脊椎動物 ４階固定一般

487.54||NU
M

子どもの夜ふかし脳への脅威
/ 三池輝久著. -- 集英社, 2014.4. -- (集英社新書 ; 0735I).

内科学

493.937||MI
2679612
K

決定版妊娠レッスン : 赤ちゃんが欲しいすべてのカップルへ
/ 放生勲著. -- 新潮社, 2018.12. -- (新潮文庫 ; 11043, ほ-27-1).

婦人科学.
３階文庫架
産科学

４階固定一般

495.48||HO
U

2678357

2678721

新着図書のご案内
2018年12月16日～12月31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

マンガでぐっすり!スタンフォード式最高の睡眠
衛生学.公
/ 西野精治著 ; 星野卓也シナリオ ; 四方山哲作画 ; トレンド・プロマ 衆衛生.予 ４階固定一般
ンガ制作. -- サンマーク出版, 2018.8.
防医学

498.36||NIS 2677733

もうイヤだー!疲れた、全部投げ出したいー!心のSOSが聞こえたら読 衛生学.公
む本
衆衛生.予 ４階固定一般
/ 石原加受子著. -- 永岡書店, 2018.8.
防医学

498.39||ISH 2678081

技術士第一次試験問題集基礎・適性科目パーフェクト : 技術士試験 研究法.指
507.3||HOR|
学習書
導法.技術 ３階資格資料架
2675978
|2018
/ 堀与志男著 ; 2018年版. -- 翔泳社, 2018.3. -- (技術士教科書).
教育
負ける建築
/ 隈研吾著. -- 岩波書店, 2004.3.

建築学

４階固定一般

520.4||KUM 2678241

計画.
-- 地人書館, 2018.12. -- (一級建築士受験講座 : 合格対策 ; 平成
31年版学科1).

建築学

３階資格資料架

520.79||ZEN
2679621
||2019-1

丹下健三ディテールの思考
/ 豊川斎赫著. -- 彰国社, 2017.12.

西洋の建
築.その他
４階固定一般
の様式の
建築

523.1||TOY

2678217

図説建築構法
/ 南一誠編著 ; 池尻隆史 [ほか] 著. -- 学芸出版社, 2018.11.

建築構造 ４階固定一般

524||MIN

2679681

手取り17万円からの貯金の教科書 : イラストでわかる : その節約、
逆にムダです!
/ 横山光昭監修. -- 宝島社, 2017.2.

家庭経済・
４階固定一般
経営

591||YOK

2677679

毎朝、服に迷わない
/ 山本あきこ著. -- ダイヤモンド社, 2016.4.

衣服.裁縫 ４階固定一般

593.36||YA
M

2677822

女は服装が9割 : なぜか大切にされる人のルール
/ 吉村ひかる著. -- 毎日新聞出版, 2018.3.

衣服.裁縫 ４階固定一般

593.36||YOS 2677814

『メイクのヒント』 : 毎日可愛くなれる
/ 千吉良恵子著. -- 講談社, 2018.11. -- (講談社の実用book).

理容.美容 ４階固定一般

595.5||CHI

2678411
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味なメニュー
食品.料理 ３階文庫架
/ 平松洋子著. -- 新潮社, 2018.12. -- (新潮文庫 ; 11019, ひ-24-7).

596.04||HIR 2678861

つまみでおかず : 居酒屋気分で酒の肴
/ 瀬尾幸子著. -- 家の光協会, 2018.11.

食品.料理 ４階固定一般

596.4||SEO

2678349

紅茶の大事典
/ 日本紅茶協会編. -- 成美堂出版, [2013.4].

食品.料理 ４階固定一般

596.7||NIH

2677661

持続可能な暮らしと農村開発 : アプローチの展開と新たな挑戦
/ イアン・スクーンズ著 ; 西川芳昭監訳 ; 西川小百合訳. -- 明石書
農業経済 ４階固定一般
店, 2018.11. -- (グローバル時代の食と農 / ICAS日本語シリーズ監
修チーム監修 ; 1).

611.15||SC
O

2679698

ビジネス日本語用例辞典
/ JALアカデミー著. -- 改訂新版. -- アスク出版, 2008.1.

商業

営業の鬼100則
/ 早川勝著. -- 明日香出版社, 2018.9.

商業経営.
４階固定一般
商店

673.3||HAY

amazon : 世界最先端の戦略がわかる
/ 成毛眞著. -- ダイヤモンド社, 2018.8.

商業経営.
４階固定一般
商店

673.36||NAR 2678268

メルカリ : 希代のスタートアップ、野心と焦りと挑戦の5年間
/ 奥平和行著. -- 日経BP社.

商業経営.
４階固定一般
商店

673.36||OK
U

2678152

Tap : スマホで買ってしまう9つの理由
/ アニンディヤ・ゴーシュ著 ; 加藤万里子訳. -- 日経BP社.

マーケティ
４階固定一般
ング

675||GHO

2678071

３階日本語学習 670.91||JAL 2678993

2677891

古代 : ギリシアとローマ、美の曙光
芸術史. 美
/ 芳賀京子, 芳賀満著. -- 中央公論新社, 2017.1. -- (西洋美術の歴
３階固定一般
術史
史 / 小佐野重利, 小池寿子, 三浦篤編集委員 ; 1).

702.3||HAG 2677831

書物のある風景 : 美術で辿る本と人との物語
/ ディヴィッド・トリッグ著 ; 赤尾秀子訳. -- 創元社, 2018.10.

708.7||TRI

叢書.全集.
３階固定一般
選集

2678675
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「のび太」という生きかた
/ 横山泰行著. -- ポケット版. -- アスコム, 2014.11.

漫画.挿絵.
３階固定一般
童画

726.1||YOK

2678179

コウペンちゃん
/ るるてあ著. -- KADOKAWA, 2017.10. -- (Kitora).

漫画.挿絵.
３階固定一般
童画

726.6||RUR

2678391

きれいな色の本 : デザインと言葉の配色ブック
/ ingectar-e著. -- エムディエヌコーポレーション.

デザイン.
３階固定一般
装飾美術

757.3||ING

2678501

配色アイデア手帖 : めくって見つける新しいデザインの本 : 完全保
存版
/ 桜井輝子著. -- SBクリエイティブ, 2017.12.

デザイン.
３階固定一般
装飾美術

757.3||SAK

2678489

フランツ・シューベルト : あるリアリストの音楽的肖像
音楽史.各
/ ハンス=ヨアヒム・ヒンリヒセン著 ; 堀朋平訳. -- アルテスパブリッシ
３階固定一般
国の音楽
ング, 2017.4. -- (叢書ビブリオムジカ = Bibliom◆U00FA◆sica).

762.346||JO
2678462
A

知識×ひらめき東大発圧倒的頭脳クイズ
/ QuizKnock著. -- 三才ブックス, 2018.9.

室内娯楽 ３階固定一般

798.3||QUI

2678519

東大発の知識集団QuizKnockオフィシャルブック
/ QuizKnock著. -- クラーケン, 2018.9.

室内娯楽 ３階固定一般

798.3||QUI

2678527

ビデオゲームの美学
/ 松永伸司著. -- 慶應義塾大学出版会, 2018.10.

室内娯楽 ４階固定一般

798.5||MAT 2679701

大学生のためのディベート入門 : 論理的思考を鍛えよう
/ 内藤真理子, 西村由美編著. -- ナカニシヤ出版, 2018.9.

言語生活 ３階固定一般

809.6||NAI

2678641

N5単語1000 = 1000 essential vocabulary for the JLPT N5
/ アークアカデミー著. -- アスク出版, 2017.2. -- (はじめての日本語 日本語
能力試験).

３階日本語学習 810.7||AKU

N1単語3000 = 3000 essential vocabulary for the JLPT N1
/ アークアカデミー著. -- アスク出版, 2017.4. -- (はじめての日本語 日本語
能力試験).

３階日本語学習 810.7||ARC 2679108

2678942
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N2単語2500 = 2500 essential vocabulary for the JLPT N2
/ アークアカデミー著. -- アスク出版, 2016.10. -- (はじめての日本
語能力試験).

日本語

３階日本語学習 810.7||ARC 2679116

日本語パワードリル : 日本語能力試験対策
/ アスク出版事業部編 ; N1文字・語彙 - N3文法. -- アスク.

日本語

３階日本語学習 810.7||ASK

2679132

日本語パワードリル : 日本語能力試験対策
/ アスク出版事業部編 ; N1文字・語彙 - N3文法. -- アスク.

日本語

３階日本語学習 810.7||ASK

2679167

日本語パワードリル : 日本語能力試験対策
/ アスク出版事業部編 ; N1文字・語彙 - N3文法. -- アスク.

日本語

３階日本語学習 810.7||ASK

2679231

日本語パワードリル : 日本語能力試験対策
/ アスク出版事業部編 ; N1文字・語彙 - N3文法. -- アスク.

日本語

３階日本語学習 810.7||ASK

2679337

日本語パワードリル : 日本語能力試験対策
/ アスク出版事業部編 ; N1文字・語彙 - N3文法. -- アスク.

日本語

３階日本語学習 810.7||ASK

2679345

日本語パワードリル : 日本語能力試験対策
/ アスク出版事業部編 ; N1文字・語彙 - N3文法. -- アスク.

日本語

３階日本語学習 810.7||ASK

2679401

新完全マスター語彙日本語能力試験N3
/ 伊能裕晃 [ほか] 著. -- スリーエーネットワーク, 2017.9.

日本語

３階日本語学習 810.7||INO

2679141

新完全マスター語彙日本語能力試験N3 : ベトナム語版
/ 伊能裕晃 [ほか] 著. -- スリーエーネットワーク, 2018.2.

日本語

３階日本語学習 810.7||INO

2679256

新完全マスター語彙日本語能力試験N2
/ 伊能裕晃 [ほか] 著. -- スリーエーネットワーク, 2011.9.

日本語

３階日本語学習 810.7||INO

2679299

新完全マスター単語日本語能力試験N3重要1800語
/ 斎藤明子 [ほか] 著. -- スリーエーネットワーク, 2016.8.

日本語

３階日本語学習 810.7||ISI

2678934

新完全マスター単語日本語能力試験N2重要2200語
/ 石井怜子監修 ; 小谷野美穂 [ほか] 著. -- スリーエーネットワーク, 日本語
2018.1.

３階日本語学習 810.7||ISI

2678951

新着図書のご案内
2018年12月16日～12月31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

新完全マスター漢字日本語能力試験N2
/ 石井怜子 [ほか] 著. -- スリーエーネットワーク, 2010.10.

日本語

３階日本語学習 810.7||ISI

2679353

新完全マスター漢字日本語能力試験N1
/ 石井怜子 [ほか] 著. -- スリーエーネットワーク, 2010.10.

日本語

３階日本語学習 810.7||ISI

2679418

新完全マスター漢字日本語能力試験N3
/ 石井怜子 [ほか] 著. -- スリーエーネットワーク, 2014.6.

日本語

３階日本語学習 810.7||ISI

2679426

新完全マスター漢字日本語能力試験N3 : ベトナム語版
/ 石井怜子 [ほか] 著. -- スリーエーネットワーク, 2015.4.

日本語

３階日本語学習 810.7||ISI

2679442

身近なテーマから広げる!にほんご語彙力アップトレーニング : 初級
が終わってからレベル
日本語
/ 木下謙朗, 三橋麻子, 丸山真貴子著. -- アスク出版, 2015.3.

３階日本語学習 810.7||KIN

2679311

聞く・考える・話す留学生のための初級にほんご会話
/ 小池真理 [ほか] 著 ; [本冊], 教師用. -- スリーエーネットワーク,
2007.1.

日本語

３階日本語学習 810.7||KOI

2679451

にほんご音読トレーニング : まねして上達!
/ 松浦真理子 [ほか] 著. -- アスク出版, 2014.3.

日本語

３階日本語学習 810.7||MAT 2678985

日本人の心がわかる日本語
/ 森田六朗著. -- アスク.

日本語

３階日本語学習 810.7||MOR 2678969

新完全マスター聴解日本語能力試験N3ベトナム語版
/ 中村かおり, 福島佐知, 友松悦子著. -- スリーエーネットワーク,
2015.4.

日本語

３階日本語学習 810.7||NAK

2679175

新完全マスター聴解日本語能力試験N2
/ 中村かおり, 福島佐知, 友松悦子著. -- スリーエーネットワーク,
2011.6.

日本語

３階日本語学習 810.7||NAK

2679221

新完全マスター聴解日本語能力試験N3
/ 中村かおり, 福島佐知, 友松悦子著. -- スリーエーネットワーク,
2012.6.

日本語

３階日本語学習 810.7||NAK

2679329
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日本を話そう : 15のテーマで学ぶ日本事情
/ 日鉄ヒューマンデベロプメント, 日本外国語専門学校著 ; [テキス
ト], CD. -- 第3版. -- ジャパン タイムズ, 2001.9.

日本語

３階日本語学習 810.7||NIT

2679493

日本語総まとめN3漢字 : 「日本語能力試験」対策
/ 佐々木仁子, 松本紀子著. -- アスク出版, 2010.4.

日本語

３階日本語学習 810.7||SAS

2679051

日本語総まとめN3聴解 : 「日本語能力試験」対策
/ 佐々木仁子, 松本紀子著. -- アスク出版, 2011.9.

日本語

３階日本語学習 810.7||SAS

2679124

日本語総まとめN3語彙 : 「日本語能力試験」対策
/ 佐々木仁子, 松本紀子著. -- アスク出版, 2010.3.

日本語

３階日本語学習 810.7||SAS

2679272

日本語総まとめN3文法 : 「日本語能力試験」対策
/ 佐々木仁子, 松本紀子著. -- アスク出版, 2010.3.

日本語

３階日本語学習 810.7||SAS

2679302

日本語総まとめN3読解 : 「日本語能力試験」対策
/ 佐々木仁子, 松本紀子著. -- アスク出版, 2010.10.

日本語

３階日本語学習 810.7||SAS

2679371

日本語総まとめN2漢字 : 「日本語能力試験」対策
/ 佐々木仁子, 松本紀子著. -- アスク出版, 2010.4.

日本語

３階日本語学習 810.7||SAS

2679434

「BJTビジネス日本語能力テスト」入門 : わかるビジネス日本語
/ 島田めぐみ, 澁川晶, 小川茂夫共著 ; 加藤清方監修 ; : 新装版. -- 日本語
アスク, 2001.5. -- (CD Book).

３階日本語学習 810.7||SIM

2679094

新完全マスター読解日本語能力試験N3 : ベトナム語版
/ 田代ひとみ, 宮田聖子, 荒巻朋子著. -- スリーエーネットワーク,
2015.10.

日本語

３階日本語学習 810.7||TAS

2679205

新完全マスター読解日本語能力試験N3
/ 田代ひとみ, 宮田聖子, 荒巻朋子著. -- スリーエーネットワーク,
2014.12.

日本語

３階日本語学習 810.7||TAS

2679264

新完全マスター読解日本語能力試験N2
/ 田代ひとみ [ほか] 著. -- スリーエーネットワーク, 2011.8.

日本語

３階日本語学習 810.7||TAS

2679396
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新完全マスター文法日本語能力試験N3
/ 友松悦子, 福島佐知, 中村かおり著. -- スリーエーネットワーク,
2012.8.

日本語

３階日本語学習 810.7||TOM 2679043

新完全マスター文法日本語能力試験N3 : ベトナム語版
/ 友松悦子, 福島佐知, 中村かおり著. -- スリーエーネットワーク,
2015.7.

日本語

３階日本語学習 810.7||TOM 2679361

新完全マスター文法日本語能力試験N2
/ 友松悦子, 福島佐知, 中村かおり著. -- スリーエーネットワーク,
2011.7.

日本語

３階日本語学習 810.7||TOM 2679388

伸ばす!就活能力・ビジネス日本語力 : 日本で働くための「4つの能
力」養成ワークブック
日本語
/ 長沼スクール東京日本語学校編 ; 植木香, 木下由紀子, 藤井美音
子著. -- 国書刊行会, 2018.4.

３階日本語学習 810.7||UEK

2679191

伝わる発音が身につく!にほんご話し方トレーニング : 中・上級レベル 音声.音韻.
３階日本語学習 811.1||NAK
/ 中川千恵子 [ほか] 著. -- アスク出版, 2015.2.
文字

2679159

初級文型でできるにほんご発音アクティビティ
/ 中川千恵子, 中村則子著. -- アスク.

音声.音韻.
３階日本語学習 811.1||NAK
文字

2679281

Practical kanji : 基礎500漢字
/ 国際日本語普及協会(AJALT)著 ; Vol.1, Vol.2. -- アスク出版,
2016.1-2016.8.

音声.音韻.
811.2||KOK||
３階日本語学習
2679061
文字
1

Practical kanji : 基礎500漢字
/ 国際日本語普及協会(AJALT)著 ; Vol.1, Vol.2. -- アスク出版,
2016.1-2016.8.

音声.音韻.
811.2||KOK||
３階日本語学習
2679078
文字
2

知性と教養が一瞬で伝わる!一流の語彙力ノート
/ 山口謠司著. -- 宝島社, 2018.10.

語彙

３階固定一般

814||YAM

2678225

日本語文型辞典 : 英語版
/ グループ・ジャマシイ編著 ; クロス尚美 [ほか] 翻訳. -- くろしお出 文法.語法 ３階日本語学習 815.1||GRU 2679001
版, 2015.11.
日本語を書くトレーニング
/ 野田尚史, 森口稔著. -- ひつじ書房, 2003.3.

文章.文体.
３階日本語学習 816||NOD
作文

2679477
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ビジネスマナーと基本のことば
/ 岩澤みどり, 海老原恭子著 ; 朱鵬霄, 張志剛, 横田弘子翻訳. -改訂新版. -- アスク, 2009.2. -- (日本企業への就職).

読本.解釈.
３階日本語学習 817.8||IWA
会話

2679213

1日10分のシャドーイング!就活・仕事のにほんご会話
/ 国際日本語普及協会著. -- アスク出版, 2015.5.

読本.解釈.
３階日本語学習 817.8||KOK
会話

2678977

たったの72パターンでこんなに話せるベトナム語会話
/ 欧米・アジア語学センター著. -- 明日香出版社, 2018.4. -- (CD
BOOK)(Asuka business & language books).

その他の
東洋の諸 ３階固定一般
言語

TOEIC L&Rテスト990点攻略 : 新形式問題対応
/ ◆U6FF5◆崎潤之輔著. -- 改訂版. -- 旺文社, [2017.7].

英語

829.3778||O
2678373
UB

ラーニングコモン 830.79||HA
ズ
M

2677628

TOEIC L&Rテストレベル別問題集600点突破
/ 安河内哲也編 ; Craig Brantley, Michael Dunbar問題作成. -- ナガ 英語
セ, 2017.3. -- (東進ブックス . レベル別問題集シリーズ).

ラーニングコモン
830.79||YAS 2677598
ズ

TOEIC L&Rテストレベル別問題集730点突破
/ 安河内哲也編 ; Craig Brantley, Michael Dunbar問題作成. -- ナガ 英語
セ, 2017.3. -- (東進ブックス . レベル別問題集シリーズ).

ラーニングコモン
830.79||YAS 2677601
ズ

TOEIC L&Rテストレベル別問題集860点突破
/ 安河内哲也編 ; Craig Brantley問題作成. -- ナガセ, 2017.3. -(東進ブックス . レベル別問題集シリーズ).

英語

ラーニングコモン
830.79||YAS 2677611
ズ

英単語の語源図鑑 : 見るだけで語彙が増える
/ 清水建二, すずきひろし著 ; 本間昭文イラスト. -- かんき出版,
2018.5.

語彙

３階固定一般

834||SHI

2678322

絵で楽しむフランス語「単語」
/ 宮方由佳著 ; いなばゆみ絵. -- 改訂版. -- 学研プラス, 2016.6.

語彙

３階固定一般

854||MIY

2677971

絵で楽しむフランス語「会話フレーズ」
/ 小林まみ著 ; 吉岡ゆうこ絵. -- 学研プラス, 2016.6.

読本.解釈.
３階固定一般
会話

857.8||KOB 2677989

ラテン語を読む : キケロー「スキーピオーの夢」
/ 山下太郎著. -- ベレ出版, 2017.5.

ラテン語

892.7||YAM 2678446

３階固定一般
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荒仏師運慶
/ 梓澤要著. -- 新潮社, 2018.12. -- (新潮文庫 ; 11034, あ-91-2).

小説.物語 ３階文庫架

913.6||AZU

2678871

論理ガール : 人生がときめく数学的思考のモノガタリ
/ 深沢真太郎著. -- 実務教育出版, 2018.9.

小説.物語 ３階固定一般

913.6||FUK

2678136

新・しゃばけ読本
/ 畠中恵作 ; 柴田ゆう絵. -- 新潮社, 2018.12. -- (新潮文庫 ; 11030, 小説.物語 ３階文庫架
は-37-0).

913.6||HAT

2678802

罪の終わり
小説.物語 ３階文庫架
/ 東山彰良著. -- 新潮社, 2018.12. -- (新潮文庫 ; 11032, ひ-38-3).

913.6||HIG

2678781

家庭教室
/ 伊東歌詞太郎著. -- KADOKAWA, 2018.5.

小説.物語 ３階固定一般

913.6||ITO

2678195

信長の原理
/ 垣根涼介著. -- KADOKAWA, 2018.8.

小説.物語 ３階固定一般

913.6||KAK

2678251

探偵は教室にいない
/ 川澄浩平著. -- 東京創元社, 2018.10.

小説.物語 ３階固定一般

913.6||KAW 2678144

密室本能寺の変 : 長編歴史ミステリー
/ 風野真知雄著. -- 祥伝社, 2017.2.

小説.物語 ３階固定一般

913.6||KAZ

2678403

まれびとパレード
/ 越谷オサム著. -- KADOKAWA, 2018.10.

小説.物語 ３階固定一般

913.6||KOS

2678209

朝比奈うさぎの謎解き錬愛術
小説.物語 ３階文庫架
/ 柾木政宗著. -- 新潮社, 2018.12. -- (新潮文庫 ; 11058, ま-53-1).

913.6||MAS 2678713

猫のエルは
/ 町田康文 ; ヒグチユウコ絵. -- 講談社, 2018.9.

小説.物語 ３階固定一般

913.6||MAT 2678012

熱帯
/ 森見登美彦著. -- 文藝春秋, 2018.11.

小説.物語 ３階固定一般

913.6||MOR 2678276
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掟上今日子の色見本
/ 西尾維新著. -- 講談社, 2018.1.

小説.物語 ３階固定一般

913.6||NIS

2677873

掟上今日子の乗車券
/ 西尾維新著. -- 講談社, 2018.10.

小説.物語 ３階固定一般

913.6||NIS

2678063

漂砂の塔
/ 大沢在昌著. -- 集英社, 2018.9.

小説.物語 ３階固定一般

913.6||OSA 2678233

昭和少女探偵團
/ 彩藤アザミ著. -- 新潮社, 2018.12. -- (新潮文庫 ; 11010, さ-892).

小説.物語 ３階文庫架

913.6||SAI

2678888

14歳、明日の時間割
/ 鈴木るりか著. -- 小学館, 2018.10.

小説.物語 ３階固定一般

913.6||SUZ

2678187

送り火
/ 高橋弘希著. -- 文藝春秋, 2018.7.

小説.物語 ３階固定一般

913.6||TAK

2677792

ありえないほどうるさいオルゴール店
/ 瀧羽麻子著. -- 幻冬舎, 2018.5.

小説.物語 ３階固定一般

913.6||TAK

2678284

この世にたやすい仕事はない
/ 津村記久子著. -- 新潮社, 2018.12. -- (新潮文庫 ; 11016, つ-34- 小説.物語 ３階文庫架
2).

913.6||TSU

2678772

54字の物語 : 意味がわかるとゾクゾクする超短編小説
/ 氏田雄介作 ; 佐藤おどり絵. -- PHP研究所, 2018.3.

小説.物語 ３階固定一般

913.6||UZI

2678128

僕はロボットごしの君に恋をする
/ 山田悠介著. -- 河出書房新社, 2017.10.

小説.物語 ３階固定一般

913.6||YAM 2678055

ながい坂
/ 山本周五郎著 ; 上巻, 下巻. -- 第2版. -- 新潮社, 2018.12. -- (新 小説.物語 ３階文庫架
潮文庫 ; 1977-1978, や-3-7, や-3-8).

913.6||YAM 2678731

ながい坂
/ 山本周五郎著 ; 上巻, 下巻. -- 第2版. -- 新潮社, 2018.12. -- (新 小説.物語 ３階文庫架
潮文庫 ; 1977-1978, や-3-7, や-3-8).

913.6||YAM 2678748
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木乃伊屋敷の秘密 : 怪奇小説集
/ 山本周五郎著 ; 末國善己編. -- 新潮社, 2018.12. -- (新潮文庫 ;
11040, や-3-93 . 周五郎少年文庫).

小説.物語 ３階文庫架

913.6||YAM 2678853

ルビンの壺が割れた
/ 宿野かほる著. -- 新潮社, 2017.8.

小説.物語 ３階固定一般

913||YAD

2678365

お友だちからお願いします
/ 三浦しをん著. -- 大和書房, 2018.11. -- (だいわ文庫 ; 378-1D).

評論. エッ
３階文庫架
セイ. 随筆

914.6||MIU

2679779

ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 : 映画オリジナル
脚本版
戯曲
/ J.K.ローリング著 ; 松岡佑子日本語版監修・訳. -- 静山社,
2018.12.

３階固定一般

932.7||ROW 2679523

不思議の国のアリス
/ ルイス・キャロル著 ; 高山宏訳 ; 佐々木マキ絵. -- 亜紀書房,
2015.4.

小説.物語 ３階固定一般

933.6||CAL

2678292

鏡の国のアリス
/ ルイス・キャロル著 ; 高山宏訳 ; 佐々木マキ絵. -- 亜紀書房,
2017.12.

小説.物語 ３階固定一般

933.6||CAR

2678306

アンネの日記
その他の
/ アンネ・フランク著 ; 深町眞理子訳. -- 増補新訂版. -- 文藝春秋, ゲルマン
2003.4.
文学

３階固定一般

オリンピック101の謎
国際語に
３階文庫架
/ 吹浦忠正著. -- 新潮社, 2018.12. -- (新潮文庫 ; 11039, ふ-56-1). よる文学

949.35||FUR 2677954

FUK||780.69 2678799

