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予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002320661 素形材年鑑 平成31年/令和元年版

素形材センター １Ｆ参考図書閲覧室 566//S-15 2021/04/21

和書 002320679 ウィズダム英和辞典 第4版 : [普通版]

井上永幸, 赤野一郎編

三省堂 １Ｆ参考図書閲覧室 833.2//I-14 2021/04/21

和書 002320703 サルと屋久島 : ヤクザル調査隊とフィールドワーク

半谷吾郎, 松原始著

旅するミシン店 ２Ｆ図書閲覧室 489.9//H-1 2021/04/21

和書 002320869 変化し続ける都市 (JA : the Japan architect:116. Place + Urbanism)

[新建築社編]

新建築社 ２Ｆ図書閲覧室 519.8//S-8 2021/04/22

和書 002320877 有機農業で変わる食と暮らし : ヨーロッパの現場から (岩波ブックレット:No. 1044)

香坂玲, 石井圭一著

岩波書店 ２Ｆ図書閲覧室 615.7//K-15 2021/04/22

和書 002320760 オードリー・タンデジタルとAIの未来を語る

オードリー・タン著

プレジデント社 ３Ｆ図書閲覧室 007.3//T-15 2021/04/21

和書 002320737 権力分立論の誕生 : ブリテン帝国の『法の精神』受容

上村剛著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 311//K-1 2021/04/21

和書 002320786 ナショナリズムを陶冶する : ドイツから日本への問い (朝日選書:1018)

藤田直央著

朝日新聞出版 ３Ｆ図書閲覧室 311.3//F-21 2021/04/21
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和書 002320745 リベラル・ナショナリズムの理論

川瀬貴之著

法律文化社 ３Ｆ図書閲覧室 311.3//K-1 2021/04/21

和書 002320802 権威主義 : 独裁政治の歴史と変貌

エリカ・フランツ著/上谷直克, 今井宏平, 中井遼訳

白水社 ３Ｆ図書閲覧室 311.8//F-18 2021/04/21

和書 002320794 欧州の排外主義とナショナリズム : 調査から見る世論の本質

中井遼著

新泉社 ３Ｆ図書閲覧室 316.83//N-1 2021/04/21

和書 002320729 新自由主義にゆがむ公共政策 : 生活者のための政治とは何か (朝日選書:1016)

新藤宗幸著

朝日新聞出版 ３Ｆ図書閲覧室 317//S-8 2021/04/21

和書 002320778 プライマリー国際関係学

足立研幾 [ほか] 編

ミネルヴァ書房 ３Ｆ図書閲覧室 319//A-4 2021/04/21

和書 002320653 核のない未来を! : ヒロシマから世界へ届けよう核被害者の声を! : 世界核被害者フォーラム報告記録集&追録 : グローバル危機の時代に問い直す

森瀧春子, 田室武勝責任編集/青木克明 [ほか] 編集委員

世界核被害者フォーラ ３Ｆ図書閲覧室 319.8//M-15 2021/04/21

和書 002320844 人新世の「資本論」 (集英社新書:1035A)

斎藤幸平著

集英社 ３Ｆ図書閲覧室 331.6//S-1 2021/04/21

和書 002320828 武器としての「資本論」

白井聡著

東洋経済新報社 ３Ｆ図書閲覧室 331.6//S-8 2021/04/21
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和書 002320752 AIは社会を豊かにするのか (人工知能の経済学:2)

馬奈木俊介編著

ミネルヴァ書房 ３Ｆ図書閲覧室 331.81//M-1 2021/04/21

和書 002320810 アメリカ批判理論 : 新自由主義への応答

マーティン・ジェイ, 日暮雅夫共編

晃洋書房 ３Ｆ図書閲覧室 361.253//J-1 2021/04/21

和書 002320851 図表でみる教育 : OECDインディケータ 2020年版

経済協力開発機構編著/矢倉美登里 [ほか] 訳

明石書店 ３Ｆ図書閲覧室 373//O-18 2021/04/22

和書 002320885 第四次産業革命と教育の未来 : ポストコロナ時代のICT教育 (岩波ブックレット:No. 1045)

佐藤学著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 375.19//S-1 2021/04/22

和書 002320836 現代アートを殺さないために : ソフトな恐怖政治と表現の自由

小崎哲哉著

河出書房新社 ３Ｆ図書閲覧室 702.06//O-26 2021/04/21

和書 002320893 出るとこだけ!基本情報技術者テキスト&問題集 2021年版 (情報処理教科書) (Exam press. 情報処理技術者試験学習書)

矢沢久雄著

翔泳社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 007.6//Y-1 2021/04/22

和書 002320901 出るとこだけ!情報セキュリティマネジメントテキスト&問題集 2021年版 (情報処理教科書) (Exam press. 情報処理技術者試験学習書)

橋本祐史著

翔泳社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 007.609//H-1 2021/04/22

和書 002320919 公務員試験速攻の時事 : 令和3年度試験完全対応 : 教養・専門のあらゆる科目に対応! [本編]

資格試験研究会編

実務教育出版 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 317.4//S-8 2021/04/22
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和書 002320927 公務員用一般常識 ['23年度版]

上野法律セミナー編著

高橋書店 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 317.4//U-5 2021/04/22

和書 002320935 福祉住環境コーディネーター検定試験2級過去5回問題集 '21年版

コンデックス情報研究所編著

成美堂出版 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 369//K-15 2021/04/22

和書 002320943 福祉住環境コーディネーター2級過去&模擬問題集 '21-22年版

渡辺光子著

日本能率協会マネジメ ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 369//W-1 2021/04/22

和書 002320950 CAD利用技術者試験2次元1級(機械)公式ガイドブック 2021年度版

コンピュータ教育振興協会著

日経BP/日経BPマーケ ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 501.8//K-15 2021/04/23

和書 002320968 CAD利用技術者試験2次元2級・基礎公式ガイドブック 2021年度版

コンピュータ教育振興協会著

日経BP/日経BPマーケ ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 501.8//K-15 2021/04/23

和書 002320976 CAD利用技術者試験3次元公式ガイドブック : 2級・準1級・1級のすべてに対応 2021年度版

コンピュータ教育振興協会著

日経BP/日経BPマーケ ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 501.8//K-15 2021/04/23

和書 002320984 技術士第一次試験基礎・適性科目完全解答 2021年版

オーム社編

オーム社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 507.3//O-13 2021/04/23

和書 002320992 環境社会検定試験eco検定公式過去・模擬問題集 : 持続可能な社会をわたしたちの手で 2021年版

東京商工会議所監修

日本能率協会マネジメ ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 519.5//T-15 2021/04/23
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和書 002321008 詳解2級建築士過去7年問題集 '21年版

コンデックス情報研究所編著

成美堂出版 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 520.79//K-15 2021/04/23

和書 002321016 ビル管理士試験模範解答集 : 建築物環境衛生管理技術者 2021年版

ビル管理士試験突破研究会著

電気書院 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 525.8//B-9 2021/04/23

和書 002321024 第2種電気工事士技能試験すい～っと合格 : ぜんぶ絵で見て覚える 2021年版

藤瀧和弘著

ツールボックス/オー ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 544//F-21 2021/04/23

和書 002321032 第一種電気工事士筆記試験完全解答 2021年版

オーム社編

オーム社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 544//O-13 2021/04/23
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