
新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002320380 消防白書 令和2年版

消防庁編

勝美印刷 １Ｆ参考図書閲覧室 317.79//S-8 2021/04/13

和書 002320117 六法全書 令和3年版 1

佐伯仁志, 大村敦志編集代表

有斐閣 １Ｆ参考図書閲覧室 320.91//S-1 2021/04/08

和書 002320125 六法全書 令和3年版 2

佐伯仁志, 大村敦志編集代表

有斐閣 １Ｆ参考図書閲覧室 320.91//S-1 2021/04/08

和書 002320406 人口動態統計 令和元年

厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)編

厚生労働統計協会 １Ｆ参考図書閲覧室 358.1//K-15 2021/04/13

和書 002320174 化学便覧 改訂6版 基礎編

日本化学会編

丸善出版 １Ｆ参考図書閲覧室 430.3//N-9 2021/04/08

和書 002320364 都市計画年報 令和元年

都市計画協会 １Ｆ参考図書閲覧室 519.8//T-15 2021/04/12

和書 002320398 ポストコロナのDX戦略 (インターネット白書:2021)

インターネット白書編集委員会編

インプレスR&D/イン １Ｆ参考図書閲覧室 547.8//I-14 2021/04/13

和書 002320273 はじめての科学哲学

八木沢敬著

岩波書店 ２Ｆ図書閲覧室 401//Y-1 2021/04/12

2021 年 4 月 22 日 1 / 8 ページ



新着図書リスト
和洋 資料ID タイトル

著者名

出版社 配架場所 請求記号 受入日

予算差細目：図書館図書
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和書 002320232 数学で考える!世界をつくる方程式50

リッチ・コクラン著/山本常芳子訳

ニュートンプレス ２Ｆ図書閲覧室 411.4//C-15 2021/04/12

和書 002320281 理工系のための一般化学

柴田高範編著/石原浩二 [ほか] 著

東京化学同人 ２Ｆ図書閲覧室 430//S-8 2021/04/12

和書 002320562 花粉症と人類 (岩波新書:新赤版 1869)

小塩海平著

岩波書店 ２Ｆ図書閲覧室 493.14//K-15 2021/04/15

和書 002320646 情熱のアフリカ大陸 : サラヤ「消毒剤普及プロジェクト」の全記録

田島隆雄著

幻冬舎メディアコンサ ２Ｆ図書閲覧室 498//T-1 2021/04/16

和書 002320331 基礎の支持力と変形入門 (入門シリーズ:39)

基礎の支持力と変形入門編集委員会編集

地盤工学会/丸善出版 ２Ｆ図書閲覧室 511.3//K-9 2021/04/12

和書 002320323 鋼橋の環境振動・騒音に関する予測,評価および対策技術 : 振動・騒音のミニマム化を目指して (鋼構造シリーズ:34)

土木学会鋼構造委員会鋼橋の騒音・振動低減に向けた設計検討小委員会編集

土木学会/丸善出版 ２Ｆ図書閲覧室 515.45//D-15 2021/04/12

和書 002320265 図説日本建築の歴史 : カラー版

矢ケ崎善太郎編著/髙井昭 [ほか] 著

学芸出版社 ２Ｆ図書閲覧室 521//Y-1 2021/04/12

和書 002320497 日本の歴史的建造物 : 社寺・城郭・近代建築の保存と活用 (中公新書:2633)

光井渉著

中央公論新社 ２Ｆ図書閲覧室 521.8//M-9 2021/04/15
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和書 002320349 英国ホテルに魅せられて : 英国住宅の建築家がお薦めする英国ホテル20軒

小尾光一著

ブリティッシュ・プ ２Ｆ図書閲覧室 523.33//O-2 2021/04/12

和書 002320208 楮・三椏 (生活工芸双書 : 地域資源を活かす)

田中求, 宍倉佐敏, 冨樫朗著

農山漁村文化協会 ２Ｆ図書閲覧室 618.72//T-1 2021/04/08

和書 002320372 柿 (ものと人間の文化史:185)

今井敬潤著

法政大学出版局 ２Ｆ図書閲覧室 625.4//I-13 2021/04/13

和書 002320216 桐 (生活工芸双書 : 地域資源を活かす)

八重樫良暉 [ほか] 著

農山漁村文化協会 ２Ｆ図書閲覧室 653.7//Y-1 2021/04/08

和書 002320224 漆掻きと漆工 : ウルシ利用 (生活工芸双書 : 地域資源を活かす. 漆:1)

阿部芳郎 [ほか] 著

農山漁村文化協会 ２Ｆ図書閲覧室 658.7//A-2 2021/04/08

和書 900048109 発毛・育毛はコロンブスの卵

東田雪子著

角川学芸出版角川出版 ２Ｆ学習閲覧室（カレント 494.8//H-9 2021/04/16

和書 900048091 集中できないのは、部屋のせい。 : 東大卒「収納コンサルタント」が開発!科学的片づけメソッド37

米田まりな著

PHP研究所 ２Ｆ学習閲覧室（カレント 597.5//K-15 2021/04/08

和書 002320307 暗号技術を支える数学

長瀬智行, 吉岡良雄, 別宮耕一共著

弘前大学出版会 ３Ｆ図書閲覧室 007.1//N-1 2021/04/12
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　予算部署：図書館

和書 002320240 音声UX : ことばをデザインするための111の法則

安藤幸央著

技術評論社 ３Ｆ図書閲覧室 007.13//A-14 2021/04/12

和書 002320299 AIの倫理学

M.クーケルバーク [著]/直江清隆訳者代表

丸善出版 ３Ｆ図書閲覧室 007.13//C-15 2021/04/12

和書 900048083 情報センターハンドブック2021 2021版

大同大学情報センター編

大同大学情報センター ３Ｆ図書閲覧室 007.6//D-1 2021/04/06

和書 002320604 時代を撃つノンフィクション100 (岩波新書:新赤版 1873)

佐高信著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 019//S-1 2021/04/16

和書 002320547 ヒンドゥー教10講 (岩波新書:新赤版 1867)

赤松明彦著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 129//A-11 2021/04/15

和書 002320455 はじめてのウィトゲンシュタイン (NHKブックス:1266)

古田徹也著

NHK出版 ３Ｆ図書閲覧室 134.8//F-21 2021/04/15

和書 002320570 尊厳 : その歴史と意味 (岩波新書:新赤版 1870)

マイケル・ローゼン [著]/内尾太一, 峯陽一訳

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 150.23//R-15 2021/04/15

和書 002320521 古代日本の官僚 : 天皇に仕えた怠惰な面々 (中公新書:2636)

虎尾達哉著

中央公論新社 ３Ｆ図書閲覧室 210.3//T-15 2021/04/15
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　予算部署：図書館

和書 002320471 現代民主主義 : 指導者論から熟議、ポピュリズムまで (中公新書:2631)

山本圭著

中央公論新社 ３Ｆ図書閲覧室 311.7//Y-1 2021/04/15

和書 002320588 戦後政治史 第4版 (岩波新書:新赤版 1871)

石川真澄, 山口二郎著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 312.1//I-19 2021/04/16

和書 002320554 プライバシーという権利 : 個人情報はなぜ守られるべきか (岩波新書:新赤版 1868)

宮下紘著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 316.1//M-9 2021/04/15

和書 002320513 文部科学省 : 揺らぐ日本の教育と学術 (中公新書:2635)

青木栄一著

中央公論新社 ３Ｆ図書閲覧室 317.27//A-15 2021/04/15

和書 002320166 移民現象の新展開 (グローバル関係学:6)

松尾昌樹, 森千香子編集

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 319//M-1 2021/04/08

和書 002320463 グローバル・ヒストリーとしての独仏戦争 : ビスマルク外交を海から捉えなおす (NHKブックス:1267)

飯田洋介著

NHK出版 ３Ｆ図書閲覧室 319.34//I-9 2021/04/15

和書 002320257 建築学科のための不動産学基礎

高橋寿太郎 [ほか] 著

学芸出版社 ３Ｆ図書閲覧室 324.2//T-1 2021/04/12

和書 002320414 死刑廃止を考える 新版 (岩波ブックレット:No.1040)

菊田幸一著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 326.41//K-9 2021/04/15
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予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002320158 プレゼン資料のデザイン図鑑

前田鎌利著

ダイヤモンド社 ３Ｆ図書閲覧室 336.4//M-1 2021/04/08

和書 002320505 サラ金の歴史 : 消費者金融と日本社会 (中公新書:2634)

小島庸平著

中央公論新社 ３Ｆ図書閲覧室 338.7//K-15 2021/04/15

和書 002320182 図説日本の財政 令和2年度版

廣光俊昭編著

財経詳報社 ３Ｆ図書閲覧室 342.1//H-9 2021/04/08

和書 002320448 狙われる18歳!? : 消費者被害から身を守る18のQ&A (岩波ブックレット:No. 1043)

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 365//N-9 2021/04/15

和書 002320596 労働組合とは何か (岩波新書:新赤版 1872)

木下武男著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 366.6//K-9 2021/04/16

和書 002320489 男が介護する : 家族のケアの実態と支援の取り組み (中公新書:2632)

津止正敏著

中央公論新社 ３Ｆ図書閲覧室 369.26//T-19 2021/04/15

和書 002320422 震災復興10年の総点検 : 「創造的復興」に向けて (岩波ブックレット:No.1041)

五十嵐敬喜, 加藤裕則, 渡辺勝道著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 369.31//I-7 2021/04/15

和書 002320430 3.11を心に刻んで 2021 (岩波ブックレット:no. 1042)

岩波書店編集部編

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 369.31//I-23 2021/04/15
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予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002320190 大学での学び : その哲学と拡がり

田中俊也著

関西大学出版部 ３Ｆ図書閲覧室 377.15//T-1 2021/04/08

和書 002320356 国道16号線 : 「日本」を創った道

柳瀬博一著

新潮社 ３Ｆ図書閲覧室 685.213//Y-1 2021/04/12

和書 002320315 コ・デザイン : デザインすることをみんなの手に

上平崇仁著

NTT出版 ３Ｆ図書閲覧室 757//K-1 2021/04/12

和書 002320539 英語の読み方 : ニュース、SNSから小説まで (中公新書:2637)

北村一真著

中央公論新社 ３Ｆ図書閲覧室 837.5//K-9 2021/04/15

和書 002320638 細井平洲 : 完全版

童門冬二著

PHPエディターズ・ ３Ｆ図書閲覧室 913.6//D-15 2021/04/16

洋書 002320620 Political ideology in parties, policy, and civil society : interdisciplinary insights : paperback

edited by David Laycock

UBC Press ３Ｆ書庫 311//L-1 2021/04/15

洋書 002320612 What is democracy and how do we study it ? : paper

edited by Cameron D. Anderson and Laura B. Stephenson

University of ３Ｆ書庫 311.7//A-14 2021/04/13

洋書 002320133 Mind the gaps : Canadian perspectives on gender and politics (Alternatives series)

edited by Roberta Lexier & Tamara A. Small

Fernwood Publishing ３Ｆ書庫 367.251//L-5 2021/04/07
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予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

洋書 002320141 Ergodic dynamics : from basic theory to applications (Graduate texts in mathematics:289)

Jane Hawkins

Springer ３Ｆ書庫 415.5//H-1 2021/04/07
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