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情報マネジメント
/ 神沼靖子著 ; 大場みち子著 ; 山口琢著 ; 川野喜一著 ; 小川邦弘
情報科学 ４階固定一般
著 ; 刀川眞著 ; 砂田薫著 = Information Management. -- 共立出版,
2019.1. -- (未来へつなぐデジタルシリーズ ; 38).

007.5||KAM 2681561

学校図書館サービス論 : 現場からの報告
/ 後藤敏行著. -- 樹村房, 2018.11.

学校図書
３階固定一般
館

017.021||GO
2681498
T

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 - 12月号. -- 日刊工業新聞社,
2018.2-2019.1.

日本

071.5||NIK||'
2681447
18-12

公認心理師のための説明実践の心理学
/ 山本博樹編著. -- ナカニシヤ出版, 2018.11.

臨床心理
学.精神分 ３階固定一般
析学

146.8||YAM 2681838

やったほうがイイ!邪気祓い : 今日から始める最高の開運法!
/ 碇のりこ著. -- 日本文芸社, 2018.12.

超心理学.
３階固定一般
心霊研究

147||IKA

ルクセンブルクを知るための50章
/ 田原憲和, 木戸紗織編著. -- 明石書店, 2018.12. -- (エリア・スタ
ディーズ ; 171).

政治・経
済・社会・ ３階固定一般
文化事情

302.358||TA
2681935
H

まちづくりのエスノグラフィ : 《つくば》を織り合わせる人類学的実践
/ 早川公著. -- 春風社, 2018.12.

地方自治.
３階固定一般
地方行政

318.6||HAY

金融情報システム白書
/ 金融情報システムセンター編 ; 昭和62年版 - 平成31年版. -- 財
経詳報社, 1986-.

金融.銀行.
３階固定参考
信託

338.5||KIN||
2681439
2019

統計でみる日本
/ 日本統計協会編 ; 1995 - 2019. -- 日本統計協会, 1995.5-.

日本

351||NHI||20
2681692
19

なぜ働き続けられない? : 社会と自分の力学
/ 鹿嶋敬著. -- 岩波書店, 2019.1. -- (岩波新書 ; 新赤版 1756).

労働経済.
４階新書架
労働問題

ＡＶ

３階固定参考

2681943

2681994

366.38||KAS 2681722
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こんな夜更けにバナナかよ : 筋ジス・鹿野靖明とボランティアたち
/ 渡辺一史著. -- 文藝春秋, 2013.7. -- (文春文庫 ; [わ-18-1]).

社会福祉 ３階文庫架

369.27||WA
T

2681536

化学史への招待
/ 化学史学会編. -- オーム社, 2019.1.

化学

４階固定一般

430.2||KAG

2681552

臨床運動学
/ 小林麻衣, 小島悟責任編集. -- 中山書店, 2015.9. -- (15レク
チャーシリーズ . 理学療法・作業療法テキスト / 石川朗, 種村留美
総編集).

基礎医学 ４階固定一般

491.36||KO
B

2682044

メタボも老化も腸内細菌に訊け!
/ 小澤祥司著. -- 岩波書店, 2019.1. -- (岩波科学ライブラリー ;
281).

基礎医学 ４階固定一般

491.7||OZA

2681471

1日1分腸もみ : 腸そうじで内側からキレイに
/ 真野わか著. -- 大和書房, 2019.1. -- (だいわ文庫 ; 381-1A).

内科学

３階文庫架

493.46||MA
N

2681821

４階固定一般

493.937||TO
2681951
I

発達障害 : 精神科医が語る病とともに生きる法
/ 崎濱盛三著. -- ミネルヴァ書房, 2019.1. -- (思春期のこころと身体 内科学
Q&A ; 5).
技術士第二次試験の論理的攻略法 : 論文の書き方・文章のまとめ
方
/ 青山芳之著. -- 改訂4版. -- オーム社, 2018.12.

研究法.指
導法.技術 ３階資格資料架 507.3||AOY
教育

公害防止管理者試験水質関係合格テキスト
/ 青山芳之著 ; 2019-2020年版. -- オーム社, 2019.1.

公害.環境
519.15||AOY
３階資格資料架
2681978
工学
||'19-'20

公害防止管理者試験大気関係合格テキスト
/ 青山芳之著 ; 2019-2020年版. -- オーム社, 2019.1.

公害.環境
519.15||AOY
３階資格資料架
2681986
工学
||'19-'20

公害防止管理者試験水質関係攻略問題集
/ 三好康彦著 ; 2013-2014年版 - 2019-2020年版. -- オーム社,
2013.4.

公害.環境
519.15||MIY|
３階資格資料架
2681749
工学
|'19-'20

2681781
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公害防止管理者試験大気関係攻略問題集
/ 三好康彦著 ; 2013-2014年版 - 2019-2020年版. -- オーム社,
2013.4.

公害.環境
519.15||MIY|
３階資格資料架
2681757
工学
|'19‐'20

よくわかる環境科学 : 地球と身のまわりの環境を考える
/ 鈴木孝弘著. -- オーム社, 2019.1.

公害.環境
４階固定一般
工学

519||SUZ

GA DOCUMENT
/ 二川由夫編集 ; 140 - 150. -- A.D.A.Edita Tokyo, 2017.1-.

建築学

４階固定大型

520.8||GAD|
2681421
|(48)

夢のジオグラフィー
/ RCRアーキテクツ著 = Geography of Dreams. -- TOTO出版,
2019.1.

建築学

４階固定一般

520.87||RCR 2681773

火災便覧
/ 日本火災学会編. -- 第4版. -- 共立出版, 2018.11.

建築構造 ４階固定参考

524.94||NIH 2681731

GA HOUSES : 世界の住宅 ; 162.
-- A.D.A.EDITA Tokyo, 2019.

住宅建築 ４階固定大型

527||GAH||(
2681579
59)

日本のクラスター政策と地域イノベーション
/ 松原宏編. -- 東京大学出版会, 2013.3.

産業政策・
行政.総合 ４階固定一般
開発

601.1||MAT 2681871

最新園芸・植物用語集
/ 土橋豊著. -- 淡交社, 2019.1.

園芸

４階固定参考

620.36||TUT 2682028

ブレーン : brain
/ 宣伝会議[編] ; Vol. 59 No. 1, Vol. 59 No. 2, Vol. 59 No. 3. -- 宣伝 広告.宣伝 ４階固定一般
会議, 2019.1-.

674.3||BRA||
2681481
'19-3

ワンダー君は太陽 ; DVD版
/ スティーブン・チョボスキー ; : [図書館用]. -- キノフィルムズ
[distributor]. v.

映画

ＡＶ

778.2||CHB 2681617

オーシャンズ8 : Ocean's 8 ; DVD版
/ ゲイリー・ロス監督 ; サンドラ・ブロック [ほか出演]. -- ワーナー・
ブラザースホームエンターテイメント, [2018.11]. v.

映画

ＡＶ

778.2||ROS 2681625

2681961

新着図書のご案内
2019年2月1日～2月15日
書籍名/著者名--出版名，出版年--シリーズ名（ある場合）
アベンジャーズ : インフィニティ・ウォー ; DVD版
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映画

ＡＶ

778.2||RUS

2681641

50回目のファーストキス ; DVD版
/ ピーター・シーガル監督 ; ジョージ・ウイング脚本. -- コレクターズ・
映画
エディション. -- ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント (発売),
c2005. v.

ＡＶ

778.2||SEG

2681633

カメラを止めるな! ; DVD版
/ 上田慎一郎監督・脚本・編集. -- バップ, 2018.12. v.

映画

ＡＶ

778.2||UED

2681595

ウィンストン・チャーチル : ヒトラーから世界を救った男 ; DVD版
/ ジョー・ライト監督 ; アンソニー・マクカーテン製作・脚本. -- NBCユ 映画
ニバーサル・エンターテイメント, c2018.

ＡＶ

778.2||WRI

2681609

816||KAN

2681501

国語教師が教える二百字作文練習 : 楽しく身につくシンプルな文章
文章.文体.
表現 : 短文から長文まで
３階固定一般
作文
/ 金子泰子著. -- 溪水社, 2018.11.

英語で東京道案内
読本.解釈. ラーニングコモン
/ キャサリン・A.クラフト著 ; 東京探検隊著. -- 大和書房, 2019.1. -837.8||KUR
会話
ズ
(だいわ文庫 ; 382-1E).

2681811

もう一人の僕と光差す未来. -- 新潮社, 2019.2. -- (新潮文庫 ;
11075, あ-89-3 . 夜と会う。
/ 蒼月海里著 ; 3).

小説.物語 ３階文庫架

913.6||AOT 2681919

闇夜の訪問者 : 実話ホラー
/ 匠平著. -- 大和書房, 2016.6. -- (だいわ文庫 ; 322-1I).

小説.物語 ３階文庫架

913.6||SYO

2681927

世界の家族/家族の世界
/ 椎名誠著. -- 新日本出版社, 2019.1.

日記.書簡.
３階固定一般
紀行

915.6||SHI

2682011

『家なき子』の原典と初期邦訳の文化社会史的研究 : エクトール・マ
ロ、五来素川、菊池幽芳をめぐって
小説.物語 ３階固定一般
/ 渡辺貴規子著. -- 風間書房, 2018.12.

953.6||WAT 2682001

