
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 002328581 住民基本台帳人口・世帯数表 令和3年版

国土地理協会 [編]

国土地理協会 １Ｆ参考図書閲覧室 358.1//K-15 2021/09/23

和書 002328599 公害紛争処理白書 : 我が国の公害紛争処理・土地利用調整の現況 令和3年版

公害等調整委員会編

蔦友印刷/全国官報販 １Ｆ参考図書閲覧室 519.5//K-15 2021/09/23

和書 002328805 交通安全白書 令和3年版

内閣府編

勝美印刷 １Ｆ参考図書閲覧室 681.3//N-1 2021/09/24

和書 002328813 コンピュータアーキテクチャのエッセンス

Douglas E. Comer著/吉川邦夫翻訳

翔泳社 １Ｆ参考図書閲覧室（図書館 007.6//C-15 2021/09/24

和書 002328821 葉っぱでわかる造園樹木図鑑 : 造園技能検定に出題される170樹種を掲載

船越亮二著

講談社 １Ｆ参考図書閲覧室（図書館 629.7//F-21 2021/09/24

和書 900048299 メジャーリーグ世界一の組織と選手たち : 誰も歩んだことのない道で何が待っているのか

建山義紀著

日本文芸社 １Ｆ参考図書閲覧室（図書館 783.7//T-1 2021/09/24

和書 900048265 浜村渚の計算ノート (講談社文庫:[あ-118-1])

青柳碧人 [著]

講談社 １Ｆ参考図書閲覧室（図書館 913.6//A-15 2021/09/23

和書 900048273 ふえるま島の最終定理 (講談社文庫:[あ-118-4]. 浜村渚の計算ノート:3と1/2さつめ)

青柳碧人 [著]

講談社 １Ｆ参考図書閲覧室（図書館 913.6//A-15 2021/09/23
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予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 900048307 ふしぎの国の期末テスト (講談社文庫:[あ-118-2]. 浜村渚の計算ノート:2さつめ)

青柳碧人 [著]

講談社 １Ｆ参考図書閲覧室（図書館 913.6//A-15 2021/09/24

和書 900048281 方程式は歌声に乗って (講談社文庫:[あ-118-6]. 浜村渚の計算ノート:4さつめ)

青柳碧人 [著]

講談社 １Ｆ参考図書閲覧室（図書館 913.6//A-15 2021/09/23

和書 900048315 水色コンパスと恋する幾何学 (講談社文庫:[あ-118-3]. 浜村渚の計算ノート:3さつめ)

青柳碧人 [著]

講談社 １Ｆ参考図書閲覧室（図書館 913.6//A-15 2021/09/24

和書 002328524 理系研究者の「実験メシ」 : 科学の力で解決!食にまつわる疑問 (光文社新書:1134)

松尾佑一著

光文社 ２Ｆ図書閲覧室 407//M-1 2021/09/20

和書 002328714 世界を変えた微生物と感染症

左巻健男編著

祥伝社 ２Ｆ図書閲覧室 465//S-1 2021/09/24

和書 002328797 ボクはやっと認知症のことがわかった : 自らも認知症になった専門医が、日本人に伝えたい遺言

長谷川和夫, 猪熊律子著

KADOKAWA ２Ｆ図書閲覧室 493.75//H-1 2021/09/24

和書 002328730 誰が科学を殺すのか : 科学技術立国「崩壊」の衝撃

毎日新聞「幻の科学技術立国」取材班著

毎日新聞出版 ２Ｆ図書閲覧室 509.1//M-1 2021/09/24

和書 002328789 超入門カーボンニュートラル (講談社+α新書:827-2C)

夫馬賢治 [著]

講談社 ２Ｆ図書閲覧室 519.5//F-21 2021/09/24
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　予算部署：図書館

和書 002328540 1995年のエアマックス (中公新書ラクレ:735)

小澤匡行著

中央公論新社 ２Ｆ図書閲覧室 589.253//O-26 2021/09/20

和書 002328607 日本学術会議の使命 (岩波ブックレット:No. 1051)

池内了 [ほか] 著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 061//I-11 2021/09/23

和書 002328763 考えるとはどういうことか (知のトレッキング叢書)

外山滋比古著

集英社インターナショ ３Ｆ図書閲覧室 141.5//T-15 2021/09/24

和書 002328482 AI分析でわかったトップ5%社員の習慣

越川慎司 [著]

ディスカヴァー・ ３Ｆ図書閲覧室 159//K-15 2021/09/20

和書 002328532 「仕事ができる」とはどういうことか? (宝島社新書:615)

楠木建, 山口周著

宝島社 ３Ｆ図書閲覧室 159//K-21 2021/09/20

和書 002328441 不安と折り合いをつけてうまいこと老いる生き方

中村恒子, 奥田弘美著

すばる舎 ３Ｆ図書閲覧室 159//N-1 2021/09/20

和書 002328458 土偶を読む : 130年間解かれなかった縄文神話の謎

竹倉史人著

晶文社 ３Ｆ図書閲覧室 210.2//T-1 2021/09/20

和書 002328664 泣くのはあした : 従軍看護婦、九五歳の歩跡

大澤重人著

冨山房インターナショ ３Ｆ図書閲覧室 289.1//O-19 2021/09/24
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　予算部署：図書館

和書 002328474 バイデンの光と影

エヴァン・オスノス著/矢口誠訳

扶桑社 ３Ｆ図書閲覧室 289.3//O-19 2021/09/20

和書 002328698 スウェーデン福祉大国の深層 : 金持ち支配の影と真実

近藤浩一著

水曜社 ３Ｆ図書閲覧室 302.388//K-15 2021/09/24

和書 002328490 エマニュエル・トッドの思考地図

エマニュエル・トッド著/大野舞訳

筑摩書房 ３Ｆ図書閲覧室 307//T-15 2021/09/20

和書 002328649 日本政治研究事始め : 大嶽秀夫オーラル・ヒストリー

大嶽秀夫著/酒井大輔, 宗前清貞編

ナカニシヤ出版 ３Ｆ図書閲覧室 311.21//O-20 2021/09/24

和書 002328573 自壊する官邸 : 「一強」の落とし穴 (朝日新書:824)

朝日新聞取材班著

朝日新聞出版 ３Ｆ図書閲覧室 312.1//A-19 2021/09/23

和書 002328565 百合子とたか子 : 女性政治リーダーの運命

岩本美砂子著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 312.1//I-23 2021/09/23

和書 002328722 なぜ科学が豊かさにつながらないのか?

矢野誠, 中澤正彦編著

慶應義塾大学出版会 ３Ｆ図書閲覧室 332.106//Y-1 2021/09/24

和書 002328656 中国「見えない侵略」を可視化する (新潮新書:919)

読売新聞取材班著

新潮社 ３Ｆ図書閲覧室 332.106//Y-15 2021/09/24
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予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002328706 未来は予測するものではなく創造するものである : 考える自由を取り戻すための「SF思考」

樋口恭介著

筑摩書房 ３Ｆ図書閲覧室 336.1//H-9 2021/09/24

和書 002328755 バックキャスト思考 : 正解のない難問を解決に導く : 21世紀型ビジネスに不可欠な発想法

石田秀輝, 古川柳蔵著

ワニ・プラス/ワニ ３Ｆ図書閲覧室 336.2//I-19 2021/09/24

和書 002328466 実力も運のうち : 能力主義は正義か?

マイケル・サンデル著/鬼澤忍訳

早川書房 ３Ｆ図書閲覧室 361.4//S-1 2021/09/20

和書 002328516 どうしても頑張れない人たち (新潮新書:903. ケーキの切れない非行少年たち:2)

宮口幸治著

新潮社 ３Ｆ図書閲覧室 368.7//M-9 2021/09/20

和書 002328672 「どんぐりの家」のデッサン : 漫画で障害者を描く (岩波現代文庫:社会:308)

山本おさむ著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 369.27//Y-1 2021/09/24

和書 002328680 SDGsと防災教育 : 持続可能な社会をつくるための自然理解

藤岡達也著

大修館書店 ３Ｆ図書閲覧室 374.9//F-21 2021/09/24

和書 002328508 第三の書く : 読むために書く書くために読む 復刻版

青木幹勇著

東洋館出版社 ３Ｆ図書閲覧室 375.86//A-15 2021/09/20

和書 002328615 「私物化」される国公立大学 (岩波ブックレット:No. 1052)

駒込武編

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 377.21//K-15 2021/09/23
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予算差細目：図書館図書

　予算部署：図書館

和書 002328748 紙1枚!独学法 : すべての知識を「20字」でまとめる

浅田すぐる著

SBクリエイティブ ３Ｆ図書閲覧室 379.6//A-19 2021/09/24

和書 002328557 リニア中央新幹線をめぐって : 原発事故とコロナ・パンデミックから見直す

山本義隆 [著]

みすず書房 ３Ｆ図書閲覧室 686.21//Y-1 2021/09/21

和書 002328771 舞台と客席の近接学 : ライブを支配する距離の法則

野村亮太著

dZERO ３Ｆ図書閲覧室 771//N-15 2021/09/24
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