
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 002322063 ブリタニカ国際年鑑 2021

ブリタニカ・ジャパ １Ｆ参考図書閲覧室 059//B-21 2021/05/11

和書 002322089 教育法規便覧 : 学校の法律がこれ1冊でわかる 令和3年版

窪田眞二, 小川友次著

学陽書房 １Ｆ参考図書閲覧室 373.2//K-21 2021/05/12

和書 002322311 基礎数学 : ファーストステップ

猪股俊光, 槫松理樹, 片町健太郎共著

森北出版 ２Ｆ図書閲覧室 410//I-14 2021/05/12

和書 002322246 テキスト応用解析入門 第2版

石川恒男, 服部哲也, 鎌野健共著

学術図書出版社 ２Ｆ図書閲覧室 413//I-19 2021/05/12

和書 002322444 文系のためのめっちゃやさしい三角関数 : 東京大学の先生伝授

山本昌宏監修

ニュートンプレス ２Ｆ図書閲覧室 413.59//Y-1 2021/05/14

和書 002322519 難しい数式はまったくわかりませんが、確率・統計を教えてください!

ヨビノリたくみ著

SBクリエイティブ ２Ｆ図書閲覧室 417//Y-15 2021/05/14

和書 002322402 いちばんやさしいベイズ統計入門 : 「結果」から「原因」を探し出す

佐々木淳著

SBクリエイティブ ２Ｆ図書閲覧室 417.5//S-1 2021/05/14

和書 002322451 ゼロからわかる相対性理論 : この1冊で相対性理論がよくわかる! 改訂第2版 (ニュートン別冊) (Newtonムック)

ニュートンプレス ２Ｆ図書閲覧室 421.2//N-25 2021/05/14
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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 002322386 トポロジカル物質とは何か : 最新・物質科学入門 (ブルーバックス:B-2162)

長谷川修司著

講談社 ２Ｆ図書閲覧室 428//H-1 2021/05/13

和書 002322287 霊長類図鑑 : サルを知ることはヒトを知ること

日本モンキーセンター編

京都通信社 ２Ｆ図書閲覧室 489.9//N-9 2021/05/12

和書 002322568 たたかう免疫 : 人体vsウイルス真の主役

NHKスペシャル取材班著

講談社 ２Ｆ図書閲覧室 491.8//N-8 2021/05/14

和書 002322428 感染症の日本史 (文春新書:1279)

磯田道史著

文藝春秋 ２Ｆ図書閲覧室 493.8//I-19 2021/05/14

和書 002322840 工学系の力学 : 実例でわかる, 基礎からはじめる工業力学 (専門基礎ライブラリー)

末益博志 [ほか] 執筆

実教出版 ２Ｆ図書閲覧室 501.3//S-21 2021/05/12

和書 002322303 製造現場のリアルな英語表現

髙橋信弘, 清原雅彦著

秀和システム ２Ｆ図書閲覧室 507.7//T-1 2021/05/12

和書 002322329 よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み : 発注者も施工者も知っておきたい基礎知識 第3版 (How-nual図解入門)

岩瀬泰己, 岩瀬文夫著

秀和システム ２Ｆ図書閲覧室 511.7//I-23 2021/05/12

和書 002322436 遊環構造デザイン : 円い空間が未来をひらく (放送大学叢書:053)

仙田満著

左右社 ２Ｆ図書閲覧室 519.8//S-5 2021/05/14
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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 002322469 建築物の減衰と振動

日本建築学会編集

日本建築学会/丸善出 ２Ｆ図書閲覧室 524.91//N-9 2021/05/14

和書 002322485 航空機ビジュアル図鑑

ザック・スコット著

イカロス出版 ２Ｆ図書閲覧室 538//S-3 2021/05/14

和書 002322881 平成の情報通信技術革新

日本電信電話株式会社監修

電気通信協会 ２Ｆ図書閲覧室 547//N-9 2021/05/14

和書 002322337 セラミックス驚異の世界 (Superサイエンス)

齋藤勝裕著

シーアンドアール研究 ２Ｆ図書閲覧室 573//S-1 2021/05/13

和書 002322535 Space age interior

グラフィック社編集部編

グラフィック社 ２Ｆ図書閲覧室 597//G-21 2021/05/14

和書 002322493 美しい苔の庭 : 京都の庭園デザイナーがめぐる

烏賀陽百合著

エクスナレッジ ２Ｆ図書閲覧室 629.21//U-7 2021/05/14

和書 002322915 国立情報学研究所二十年の歩み : 2000-2020

国立情報学研究所20年史編集委員会編

情報・システム研究 ３Ｆ図書閲覧室 007//K-15 2021/05/13

和書 002322527 コロナvs.AI : 最新テクノロジーで感染症に挑む

石井大輔 [ほか] 著

翔泳社 ３Ｆ図書閲覧室 007.13//I-19 2021/05/14
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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 002322220 キーワードで学ぶ最新情報トピックス : インターネットと情報機器を上手に利用するために 2021

佐藤義弘 [ほか] 著

日経BP/日経BPマーケ ３Ｆ図書閲覧室 007.6//S-1 2021/05/12

和書 002322097 PowerPointでかんたん!動画作成 : オンライン教材・授業動画・解説動画・プロモ動画を手軽に作って配信

澤崎敏文著

技術評論社 ３Ｆ図書閲覧室 007.63//S-1 2021/05/12

和書 002322295 Pythonコードレシピ集

黒住敬之著

技術評論社 ３Ｆ図書閲覧室 007.64//K-21 2021/05/12

和書 002322501 基礎Python 改訂2版 (Impress kiso series)

大津真著

インプレス ３Ｆ図書閲覧室 007.64//O-20 2021/05/14

和書 002322105 新ブレンダーからはじめよう! : 無料でできる3Dアニメーション 第2版

原田大輔著

技術評論社 ３Ｆ図書閲覧室 007.642//H-1 2021/05/12

和書 002322899 デジタル時代の国立国会図書館1998-2018 : 国立国会図書館七十年記念館史

国立国会図書館 ３Ｆ図書閲覧室 016.1//K-15 2021/05/13

和書 002322261 環境心理学 : 人間と環境の調和のために 第2版 (ライブラリ実践のための心理学:5)

羽生和紀著

サイエンス社 ３Ｆ図書閲覧室 141.92//H-1 2021/05/12

和書 002322030 宗教と日本人 : 葬式仏教からスピリチュアル文化まで (中公新書:2639)

岡本亮輔著

中央公論新社 ３Ｆ図書閲覧室 160.2//O-11 2021/05/10
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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 002322394 神々と人間のエジプト神話 : 魔法・冒険・復讐の物語 (歴史文化ライブラリー:517)

大城道則著

吉川弘文館 ３Ｆ図書閲覧室 162.42//O-19 2021/05/14

和書 002322410 絶対に挫折しない日本史 (新潮新書:876)

古市憲寿著

新潮社 ３Ｆ図書閲覧室 210.1//F-21 2021/05/14

和書 002322477 図解日本史 新版 (一冊でわかるイラストでわかる)

成美堂出版編集部編

成美堂出版 ３Ｆ図書閲覧室 210.1//S-5 2021/05/14

和書 002322022 幣原喜重郎 : 国際協調の外政家から占領期の首相へ (中公新書:2638)

熊本史雄著

中央公論新社 ３Ｆ図書閲覧室 289.1//K-21 2021/05/10

和書 002321925 女性たちの保守運動 : 右傾化する日本社会のジェンダー

鈴木彩加著

人文書院 ３Ｆ図書閲覧室 311//S-21 2021/05/10

和書 002322006 「オピニオン」の政治思想史 : 国家を問い直す (岩波新書:新赤版 1876)

堤林剣, 堤林恵著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 311.2//T-19 2021/05/10

和書 002322154 権威主義の誘惑 : 民主政治の黄昏

アン・アプルボーム著/三浦元博訳

白水社 ３Ｆ図書閲覧室 311.8//A-16 2021/05/12

和書 002322121 ヘイトスピーチと対抗報道 (集英社新書:1062B)

角南圭祐著

集英社 ３Ｆ図書閲覧室 316.81//S-21 2021/05/12
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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 002322352 防火・消火・耐火が一番わかる : 火災のメカニズムを理解し防ぎ方・消し方を学ぶ (しくみ図解:068)

榎本満帆, 浅川新著

技術評論社 ３Ｆ図書閲覧室 317.79//E-14 2021/05/13

和書 002322014 好循環のまちづくり! (岩波新書:新赤版 1877)

枝廣淳子著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 318//E-4 2021/05/10

和書 002322162 概説日本の地方自治 第2版

新藤宗幸, 阿部斉著

東京大学出版会 ３Ｆ図書閲覧室 318//S-8 2021/05/12

和書 002322188 地方自治制度 第7次改訂版 (地方公務員新研修選書:11)

久世公堯著

学陽書房 ３Ｆ図書閲覧室 318.1//K-21 2021/05/12

和書 002322170 地方公務員制度講義 第7版

猪野積著

第一法規 ３Ｆ図書閲覧室 318.13//I-14 2021/05/12

和書 002322378 図解SDGs入門

村上芽著

日経BP日本経済新聞 ３Ｆ図書閲覧室 333.8//M-21 2021/05/13

和書 002322113 日系カナダ人の移動と運動 : 知られざる日本人の越境生活史

和泉真澄著

小鳥遊書房 ３Ｆ図書閲覧室 334.451//I-26 2021/05/12

和書 002322147 マイノリティ問題から考える社会学・入門 : 差別をこえるために

西原和久, 杉本学編

有斐閣 ３Ｆ図書閲覧室 361.4//N-9 2021/05/12
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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 002322139 会社に人生を振り回されない武器としての労働法

佐々木亮著

KADOKAWA ３Ｆ図書閲覧室 366.14//S-1 2021/05/12

和書 002322907 避難所のあり方 : 避難者・避難生活にかかわる実態と課題 (危機管理レビュー:vol. 12)

日本防火・危機管理促進協会編

日本防火・危機管理 ３Ｆ図書閲覧室 369.3//N-9 2021/05/13

和書 002322204 最新教育動向 : 必ず押さえておきたい時事ワード60&視点120 2021

教育の未来を研究する会編

明治図書出版 ３Ｆ図書閲覧室 372.1//K-25 2021/05/12

和書 002322931 教育原論 (新しい教職教育講座:教職教育編:1)

山内清郎, 原清治, 春日井敏之編著

ミネルヴァ書房 ３Ｆ図書閲覧室 373.7//Y-1 2021/05/14

和書 002321982 大学は何処へ : 未来への設計 (岩波新書:新赤版 1874)

吉見俊哉著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 377.11//Y-15 2021/05/10

和書 002321933 ディスレクシア入門 : 「読み書きのLD」の子どもたちを支援する

加藤醇子編著

日本評論社 ３Ｆ図書閲覧室 378//K-1 2021/05/10

和書 002322873 あいち山車まつり図鑑

あいち山車まつり日本一協議会編集

あいち山車まつり日本 ３Ｆ図書閲覧室 386.2//A-9 2021/05/14

和書 002322550 文化人類学のエッセンス : 世界をみる/変える (有斐閣アルマ:Interest)

春日直樹, 竹沢尚一郎編

有斐閣 ３Ｆ図書閲覧室 389//K-1 2021/05/14
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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 002322360 電子契約の教科書 : 基礎から導入事例まで 3訂版

宮内宏編著

日本法令 ３Ｆ図書閲覧室 670//M-9 2021/05/13

和書 002322345 江戸時代の瀬戸内海交通 (歴史文化ライブラリー:516)

倉地克直著

吉川弘文館 ３Ｆ図書閲覧室 683.217//K-21 2021/05/13

和書 002322865 ヤマトグループ100年史

ヤマトホールディングス株式会社編/小島尚烈, 石井晋執筆

ヤマトホールディング ３Ｆ図書閲覧室 685.9//Y-1 2021/05/12

和書 002322048 鉄道と政治 : 政友会、自民党の利益誘導から地方の自立へ (中公新書:2640)

佐藤信之著

中央公論新社 ３Ｆ図書閲覧室 686.1//S-1 2021/05/10

和書 002322592 日本印刷文化史

印刷博物館編

講談社 ３Ｆ図書閲覧室 749.21//I-14 2021/05/14

和書 002322543 日本の色 新版 (コロナ・ブックス:225)

コロナ・ブックス編集部編

平凡社 ３Ｆ図書閲覧室 757.3//K-15 2021/05/14

和書 002322576 災害ドキュメンタリー映画の扉 : 東日本大震災の記憶と記録の共有をめぐって (東北アジア研究専書)

是恒さくら, 高倉浩樹編

新泉社 ３Ｆ図書閲覧室 778.74//K-15 2021/05/14

和書 002322584 筋力トレーニング解剖学アドバンス! : 写真とCGイラスト対比で学ぶ

豊島悟著

ベースボール・マガ ３Ｆ図書閲覧室 780.7//T-15 2021/05/14
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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 002322600 世界最高の話し方 : 1000人以上の社長・企業幹部の話し方を変えた!「伝説の家庭教師」が教える門外不出の50のルール

岡本純子著

東洋経済新報社 ３Ｆ図書閲覧室 809.4//O-11 2021/05/14

和書 002321990 モダン語の世界へ : 流行語で探る近現代 (岩波新書:新赤版 1875)

山室信一著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 814.7//Y-1 2021/05/10

和書 002322055 小説読解入門 : 『ミドルマーチ』教養講義 (中公新書:2641)

廣野由美子著

中央公論新社 ３Ｆ図書閲覧室 933//H-9 2021/05/11

和書 002322857 JIDAデザインミュージアムセレクション VOL.22

[日本インダストリアルデザイナー協会著作]

日本インダストリアル ３Ｆ図書閲覧室（大型図書 757.2//N-9 2021/05/14

和書 002321818 基本情報技術者午後試験対策書 2021 (情報処理技術者試験対策書)

アイテックIT人材教育研究部編著

アイテック ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 007.6//A-9 2021/05/10

和書 002321826 ビジネス能力検定ジョブパス3級 : 要点と演習 2021年度版

ビジネス能力検定ジョブパス研究会, 杉﨑みどり, 城戸宏之著

実教出版 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 336//B-9 2021/05/10

和書 002321834 福祉住環境コーディネーター3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 2021/05/10

和書 002321842 詳解1級土木施工管理技術検定過去5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 513//K-15 2021/05/10
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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 002321859 環境社会検定試験eco検定公式テキスト : 持続可能な社会をわたしたちの手で 改訂8版

東京商工会議所編著

日本能率協会マネジメ ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 519.5//T-15 2021/05/10

和書 002321867 2級建築士試験設計製図テキスト 令和3年度版

総合資格学院編

総合資格 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 520.79//S-15 2021/05/10

和書 002321875 徹底解説1次試験インテリアコーディネーター資格試験問題 : 学科試験 2021年版

産業能率大学出版部編著
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