
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 002321800 地方財政白書 令和3年版

総務省編

日経印刷/全国官報販 １Ｆ参考図書閲覧室 349//S-15 2021/04/30

和書 002321776 教育小六法 2021

勝野正章 [ほか] 編集委員

学陽書房 １Ｆ参考図書閲覧室 373.2//K-1 2021/04/30

和書 002321503 建築関係法令集 令和3年版告示編

総合資格学院編

総合資格 １Ｆ参考図書閲覧室 520.92//S-15 2021/04/29

和書 002321511 建築関係法令集 令和3年版法令編

総合資格学院編

総合資格 １Ｆ参考図書閲覧室 520.92//S-15 2021/04/29

和書 002321529 機械要素 : ねじを除く 2021 (JISハンドブック:7)

日本規格協会編

日本規格協会 １Ｆ参考図書閲覧室 531.3//N-9 2021/04/29

和書 002321768 離散群の幾何学 (現代基礎数学:5)

藤原耕二著

朝倉書店 ２Ｆ図書閲覧室 411.6//F-21 2021/04/30

和書 002321727 代数幾何学入門 : 代数学の基礎を出発点として

永井保成著

森北出版 ２Ｆ図書閲覧室 414.6//N-1 2021/04/30

和書 002321347 データ分析のための数理モデル入門 : 本質をとらえた分析のために

江崎貴裕著

ソシム ２Ｆ図書閲覧室 417.5//E-26 2021/04/28
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和書 002321750 SPSSによる統計処理の手順 第9版

石村光資郎著

東京図書 ２Ｆ図書閲覧室 417.5//I-19 2021/04/30

和書 002321685 教養の近代測地学 : メフィストのマントをひろげて

石原あえか著

法政大学出版局 ２Ｆ図書閲覧室 448.9//I-19 2021/04/30

和書 002321602 保全生物学

樋口広芳編

東京大学出版会 ２Ｆ図書閲覧室 468//H-9 2021/04/29

和書 002321560 日本のサル : 哺乳類学としてのニホンザル研究

辻大和, 中川尚史編

東京大学出版会 ２Ｆ図書閲覧室 489.9//T-19 2021/04/29

和書 002321719 大気環境モデリング

鵜野伊津志編著/弓本桂也, 板橋秀一共著

森北出版 ２Ｆ図書閲覧室 519.5//U-14 2021/04/30

和書 002321784 危機がデザインする都市 (JA : the Japan architect:118. Place + Urbanism)

[新建築社編]

新建築社 ２Ｆ図書閲覧室 519.8//S-8 2021/04/30

和書 002321495 建築物の構造関係技術基準解説書 : 2020年版

建築行政情報センター, 日本建築防災協会編集

全国官報販売協同組合 ２Ｆ図書閲覧室 524//K-5 2021/04/29

和書 002321388 電気法規と電気施設管理 令和3年度版

竹野正二著

東京電機大学出版局 ２Ｆ図書閲覧室 540.91//T-1 2021/04/28
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和書 002321453 HTML5&CSS3完全 (コンプリート) 大事典 (今すぐ使えるかんたんPLUS+)

中島真洋著

技術評論社 ２Ｆ図書閲覧室 547.8//N-1 2021/04/28

和書 900048117 雑談の一流、二流、三流

桐生稔著

明日香出版社 ２Ｆ学習閲覧室（カレント 336.4//K-9 2021/04/30

和書 002321735 情報科学入門

野本弘平著

朝倉書店 ３Ｆ図書閲覧室 007//N-15 2021/04/30

和書 002321214 東日本大震災あの時の図書館員たち

日本図書館協会「東日本大震災あの時の図書館員たち」編集委員会編

日本図書館協会 ３Ｆ図書閲覧室 010.212//N-9 2021/04/28

和書 002321131 より活発に利用される図書館を目指して : 伊藤昭治が言いたかったこと

日本図書館研究会読書調査研究グループ編

日本図書館研究会 ３Ｆ図書閲覧室 016.21//N-9 2021/04/29

和書 002321180 教育現場と研究者のための著作権ガイド

上野達弘編

有斐閣 ３Ｆ図書閲覧室 021.2//U-5 2021/04/27

和書 002321115 人生のレシピ : 哲学の扉の向こう

神崎繁著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 104//K-1 2021/04/29

和書 002321107 現象学入門 : 新しい心の科学と哲学のために

ステファン・コイファー, アントニー・チェメロ著/田中彰吾, 宮原克典訳

勁草書房 ３Ｆ図書閲覧室 116.7//K-1 2021/04/29
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和書 002321099 ジャック・デリダ : 死後の生を与える

宮﨑裕助著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 135.9//M-9 2021/04/29

和書 002321149 愛知県史 別編 文化財1 : 建造物・史跡

愛知県史編さん委員会編集

愛知県 ３Ｆ図書閲覧室 215.5//A-9 2021/04/29

和書 002321123 新編名古屋市中区史

中区制八十周年記念事 ３Ｆ図書閲覧室 215.5//S-8 2021/04/29

和書 002321172 データプライバシーの国際政治 : 越境データをめぐる対立と協調

須田祐子著

勁草書房 ３Ｆ図書閲覧室 316.1//S-21 2021/04/27

和書 002321404 トライバル化する世界 : 集合的トラウマがもたらす戦争の危機

クルト・ドゥブーフ著/小松﨑利明, 武田健, 松尾秀哉訳

明石書店 ３Ｆ図書閲覧室 319//D-5 2021/04/28

和書 002321461 刑法犯 7訂版 (犯罪事実記載の実務)

末永秀夫 [ほか] 共著

実務法規 ３Ｆ図書閲覧室 327.63//S-21 2021/04/29

和書 002321164 ゲーム理論 第3版

岡田章著

有斐閣 ３Ｆ図書閲覧室 331.19//O-11 2021/04/27

和書 002321198 日本のSDGs : それってほんとにサステナブル?

高橋真樹著

大月書店 ３Ｆ図書閲覧室 333.8//T-1 2021/04/28

2021 年 5 月 13 日 4 / 7 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

　予算部署：図書館

和書 002321586 ビジネスデータの分析リテラシーと活用 : Excelによる実用データサイエンス入門

寺島和夫編著/文能照之 [ほか] 著

同文舘出版 ３Ｆ図書閲覧室 336.1//T-5 2021/04/29

和書 002321743 情報システムデザイン : 体験で学ぶシステムライフサイクルの実務

高橋真吾 [ほか] 著

共立出版 ３Ｆ図書閲覧室 336.5//T-1 2021/04/30

和書 002321321 最新重要判例200労働法 第6版

大内伸哉著

弘文堂 ３Ｆ図書閲覧室 366.18//O-21 2021/04/28

和書 002321677 民主主義と教育の再創造 : デューイ研究の未来へ

日本デューイ学会編

勁草書房 ３Ｆ図書閲覧室 371.1//N-9 2021/04/30

和書 002321792 教員環境の国際比較 : OECD国際教員指導環境調査(TALIS)2018報告書 : 学び続ける教員と校長

国立教育政策研究所編

ぎょうせい ３Ｆ図書閲覧室 374.3//K-15 2021/04/30

和書 002321222 大学事務組織の始動書

大学行政管理学会大学事務組織研究会編著

学校経理研究会 ３Ｆ図書閲覧室 377.11//D-1 2021/04/28

和書 002321230 大人の「勉強」大作戦 : 自信がつく!毎日が面白くなる! (日経ホームマガジン. 日経WOMAN別冊)

日経BP/日経BPマーケ ３Ｆ図書閲覧室 379.6//O-20 2021/04/28

和書 002321693 生活道具の文化誌 : 日用品から大型調度品まで

エイミー・アザリート著/大間知知子訳

原書房 ３Ｆ図書閲覧室 383.9//A-26 2021/04/30
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和書 002321701 天空のアルストピア : カラヴァッジョからジャンバッティスタ・ティエポロへ (イタリア美術叢書:4)

木村太郎 [ほか] 著/金井直, 金山弘昌責任編集/石井朗企画構成

ありな書房 ３Ｆ図書閲覧室 702.37//K-9 2021/04/30

和書 002321255 脚本の科学 : 認知と知覚のプロセスから理解する映画と脚本のしくみ

ポール・ジョセフ・ガリーノ, コニー・シアーズ著/石原陽一郎訳

フィルムアート社 ３Ｆ図書閲覧室 778.5//G-21 2021/04/28

和書 002321206 日本のスポーツビジネスが世界に通用しない本当の理由 (光文社新書:1116)

葦原一正著

光文社 ３Ｆ図書閲覧室 780//A-19 2021/04/28

和書 002321362 ジーニアス総合英語

中邑光男, 山岡憲史, 柏野健次編集主幹

大修館書店 ３Ｆ図書閲覧室 835//N-1 2021/04/28

和書 002321248 星星のベラベラEnglish book : SNS・オンライン一発で伝わる!

星星著

飛鳥新社 ３Ｆ図書閲覧室 837.8//S-5 2021/04/28

和書 002321479 スッキリわかる日商簿記3級 第12版 (スッキリわかるシリーズ)

滝澤ななみ著

TAC株式会社出版事業 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 336.91//T-1 2021/04/29

和書 002321065 さくさくわかる!やさしい宅建士のテキスト 2021年度版 (やさしい宅建士シリーズ)

相川眞一 [著]/TAC株式会社(宅建士講座)編著

TAC株式会社出版事業 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 676.9//A-9 2021/04/27

和書 002321073 すらすらとける!やさしい宅建士のテーマ別過去問題集 2021年度版 (やさしい宅建士シリーズ)

相川眞一 [著]/TAC株式会社(宅建士講座)編著

TAC株式会社出版事業 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 676.9//A-9 2021/04/27
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予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002321040 パーフェクト宅建士基本書 2021年版

住宅新報出版著

住宅新報出版 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 676.9//J-21 2021/04/27

和書 002321057 詳解宅建士過去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 676.9//K-15 2021/04/27

和書 002321909 愛知県の数学科過去問 '22年度版 (愛知県の教員採用試験過去問シリーズ:6)

協同教育研究会編

協同出版 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 373.7//K-25 2021/04/30

和書 002321917 愛知県の論作文・面接過去問 '22年度版 (愛知県の教員採用試験過去問シリーズ:13)

協同教育研究会編

協同出版 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 373.7//K-25 2021/04/30

和書 002321420 高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 総合的な探究の時間編

文部科学省 [著]

学校図書 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375//M-15 2021/04/28

和書 002321446 小学校学習指導要領 : 平成29年告示

文部科学省 [編]

東洋館出版社 ３Ｆ図書閲覧室（教職課程 375//M-15 2021/04/28

洋書 002321156 Top secret Canada: understanding the Canadian intelligence and national security community : softcover (The Institute of Public Administration of
Canada series in public management and governance)
edited by Stephanie Carvin, Thomas Juneau, and Craig Forcese

University of ３Ｆ書庫 391.6//C-1 2021/04/28
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