
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 002325645 数の発明 : 私たちは数をつくり、数につくられた

ケイレブ・エヴェレット [著]/屋代通子訳

みすず書房 ２Ｆ図書閲覧室 410.2//E-22 2021/06/15

和書 002325801 気候崩壊 : 次世代とともに考える (岩波ブックレット:No. 1047)

宇佐美誠著

岩波書店 ２Ｆ図書閲覧室 451.8//U-19 2021/06/15

和書 002325785 電気鉄道ハンドブック 改訂

電気鉄道ハンドブック編集委員会編

コロナ社 ２Ｆ図書閲覧室 546//D-5 2021/06/15

和書 002325751 EMCシミュレーション設計技術マニュアル (設計技術シリーズ)

月刊EMC編集部監修

科学情報出版 ２Ｆ図書閲覧室 548.1//G-5 2021/06/15

和書 002325652 AI新生 : 人間互換の知能をつくる

スチュアート・ラッセル [著]/松井信彦訳

みすず書房 ３Ｆ図書閲覧室 007.13//R-21 2021/06/15

和書 002325793 サイバーセキュリティ入門 : 図解×Q&A

羽室英太郎著

慶應義塾大学出版会 ３Ｆ図書閲覧室 007.609//H-1 2021/06/15

和書 002325678 古代寺院 : 新たに見えてきた生活と文化 (シリーズ古代史をひらく)

吉村武彦, 吉川真司, 川尻秋生編

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 210.3//Y-15 2021/06/15

和書 002325660 古代の都 : なぜ都は動いたのか (シリーズ古代史をひらく)

吉村武彦, 吉川真司, 川尻秋生編

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 210.3//Y-15 2021/06/15
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和書 002325686 渡来系移住民 : 半島・大陸との往来 (シリーズ古代史をひらく)

吉村武彦, 吉川真司, 川尻秋生編

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 210.3//Y-15 2021/06/15

和書 002325702 国風文化  : 貴族社会のなかの「唐」と「和」 (シリーズ古代史をひらく)

吉村武彦, 吉川真司, 川尻秋生編

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 210.37//Y-15 2021/06/15

和書 002325744 夢語り・夢解きの中世 (読みなおす日本史)

酒井紀美著

吉川弘文館 ３Ｆ図書閲覧室 210.4//S-1 2021/06/15

和書 002325728 後醍醐天皇と建武政権 (読みなおす日本史)

伊藤喜良著

吉川弘文館 ３Ｆ図書閲覧室 210.45//I-20 2021/06/15

和書 002326031 よくわかる政治思想 (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ)

野口雅弘, 山本圭, 髙山裕二編著

ミネルヴァ書房 ３Ｆ図書閲覧室 311//N-15 2021/06/18

和書 002326056 日本政治コロナ敗戦の研究

御厨貴, 芹川洋一著

日経BP日本経済新聞 ３Ｆ図書閲覧室 312.1//M-9 2021/06/18

和書 002326049 国家方針を転換する決定的十年 : 新自由主義から社会的共通資本へ

田中信一郎著

現代書館 ３Ｆ図書閲覧室 312.1//T-1 2021/06/18

和書 002326072 2040年自治体の未来はこう変わる!

今井照著

学陽書房 ３Ｆ図書閲覧室 318//I-13 2021/06/18
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和書 002326023 地域研究ハンドブック : 行政からの調査協力を上手に得るためには

中野邦彦, 本田正美著

勁草書房 ３Ｆ図書閲覧室 318//N-1 2021/06/18

和書 002326064 コロナの憲法学

大林啓吾編

弘文堂 ３Ｆ図書閲覧室 323.01//O-2 2021/06/18

和書 002325710 餅と日本人 : 「餅正月」と「餅なし正月」の民俗文化論 (読みなおす日本史)

安室知著

吉川弘文館 ３Ｆ図書閲覧室 383.8//Y-1 2021/06/15

和書 002325769 スクリーンが待っている

西川美和著

小学館 ３Ｆ図書閲覧室 778.04//N-9 2021/06/15

和書 002325777 個の力を武器にする最強のチームマネジメント論 : なぜ、チームスポーツは強くなれたのか

久木留毅著

生産性出版 ３Ｆ図書閲覧室 780.7//K-21 2021/06/15

和書 002325736 古代日本語発掘 (読みなおす日本史)

築島裕著

吉川弘文館 ３Ｆ図書閲覧室 810.23//T-19 2021/06/15

和書 002325694 文字とことば : 文字文化の始まり (シリーズ古代史をひらく)

吉村武彦, 吉川真司, 川尻秋生編

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 811//Y-15 2021/06/15

和書 002325819 インターンシップ 2023-2025 (絶対内定)

藤本健司著

ダイヤモンド社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 336.42//F-21 2021/06/16
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和書 002325835 最新最強のSPIクリア問題集 '23年版

成美堂出版編集部編著

成美堂出版 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 336.42//S-5 2021/06/16

和書 002325827 最新最強の一般常識クリア問題集 : SPI3対応 '23年版

成美堂出版編集部編著

成美堂出版 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 336.42//S-5 2021/06/16

和書 002325850 カンタン総まとめ就活の一般常識&時事 2023年度版

就職情報研究会編

実務教育出版 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 336.42//S-8 2021/06/16

和書 002325843 就活のやり方 : いつ・何を・どう? ぜんぶ! 2023年度版

就職情報研究会編

実務教育出版 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 336.42//S-8 2021/06/16

和書 002325868 面接 2023 (絶対内定)

杉村太郎, 藤本健司著

ダイヤモンド社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 336.42//S-21 2021/06/16

和書 002325876 面接の質問 2023 (絶対内定)

杉村太郎, 藤本健司著

ダイヤモンド社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 336.42//S-21 2021/06/16

和書 002325884 こう動く!就職活動オールガイド '23年版

高嶌悠人監修

成美堂出版 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 336.42//T-1 2021/06/17

和書 002325892 福祉住環境コーディネーター2級短期合格テキスト '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 2021/06/17
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和書 002325900 福祉住環境コーディネーター3級短期合格テキスト '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 2021/06/17

和書 002325918 技術士第一次試験「建設部門」受験必修キーワード700 第8版

杉内正弘著

日刊工業新聞社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 510.7//S-21 2021/06/17

和書 002325926 公害防止管理者等国家試験正解とヒント 2016年度～2020年度大気関係第1種～第4種/特定粉じん関係/一般粉じん関係

産業環境管理協会/丸 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 519.5//S-1 2021/06/17

和書 002325934 公害防止管理者等国家試験正解とヒント 2016年度～2020年度水質関係第1種～第4種

産業環境管理協会/丸 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 519.5//S-1 2021/06/17

和書 002325942 公害防止管理者等国家試験正解とヒント 2016年度～2020年度ダイオキシン類関係

産業環境管理協会/丸 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 519.5//S-1 2021/06/17

和書 002325959 公害防止管理者等国家試験正解とヒント 2016年度～2020年度騒音・振動関係

産業環境管理協会/丸 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 519.5//S-1 2021/06/17

和書 002325967 エクステリアプランナーハンドブック 第10版

エクステリアプランナー・ハンドブック編集委員会編

建築資料研究社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 524.89//E-11 2021/06/17

和書 002325975 インテリアコーディネーター資格試験問題集 : 最新5か年 2021年版

インテリアコーディネーター試験研究会編

井上書院 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 529//I-14 2021/06/17
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　予算部署：図書館

和書 002325983 電気通信主任技術者試験全問題解答集 : 伝送交換主任技術者線路主任技術者 21-22年版 共通編

電気通信主任技術者試験研究会編

日本理工出版会 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 547//D-5 2021/06/17

和書 002325991 スピード合格!カラーコーディネータースタンダードクラステキスト&問題集

垣田玲子著

ナツメ社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 757.3//K-1 2021/06/17

和書 002326015 カラーコーディネーター検定試験アドバンスクラス公式テキスト 第2版

東京商工会議所編

東京商工会議所検定セ ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 757.3//T-15 2021/06/17

和書 002326007 カラーコーディネーター検定試験スタンダードクラス公式テキスト

東京商工会議所編

東京商工会議所検定セ ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 757.3//T-15 2021/06/17

洋書 002325611 Constitutional pariah : reference re senate reform and the future of parliament : paperback (Landmark cases in Canadian law)

Emmett Macfarlane

UBCPress ３Ｆ書庫 314.51//M-1 2021/06/14

洋書 002325629 Lessons in enumerative combinatorics (Graduate texts in mathematics:290)

Ömer E�ecio�lu, Adriano M. Garsia

Springer ３Ｆ書庫 411.22//E-7 2021/06/14
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