
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 002334936 日本統計年鑑 第71回(令和4年)

総務省統計局編

日本統計協会 : 毎日 １Ｆ参考図書閲覧室 351//S-15 2021/12/14

和書 002334928 地図 (ものと人間の文化史:187)

鳴海邦匡著

法政大学出版局 ２Ｆ図書閲覧室 448.9//N-1 2021/12/14

和書 002334902 ハイデガー『存在と時間』を解き明かす (NHKブックス:1270)

池田喬著

NHK出版 ３Ｆ図書閲覧室 134.944//I-11 2021/12/14

和書 002334910 アンコール王朝興亡史 (NHKブックス:1271)

石澤良昭著

NHK出版 ３Ｆ図書閲覧室 223.5//I-19 2021/12/14

和書 002334894 入門・行動科学と公共政策 : ナッジからはじまる自由論と幸福論

キャス・サンスティーン著/吉良貴之訳

勁草書房 ３Ｆ図書閲覧室 301//S-21 2021/12/14

和書 002334860 くじ引き民主主義 : 政治にイノヴェーションを起こす (光文社新書:1165)

吉田徹著

光文社 ３Ｆ図書閲覧室 311.7//Y-15 2021/12/14

和書 002334852 ネット社会と民主主義 : 「分断」問題を調査データから検証する

辻大介編

有斐閣 ３Ｆ図書閲覧室 312.1//T-19 2021/12/14

和書 002334886 アメリカ政治の地殻変動 : 分極化の行方

久保文明 [ほか] 編

東京大学出版会 ３Ｆ図書閲覧室 312.53//K-21 2021/12/14
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和書 002334878 トランプvsバイデン : 「冷たい内戦」と「危機の20年」の狭間 (PHP新書:1287)

村田晃嗣著

PHP研究所 ３Ｆ図書閲覧室 312.53//M-21 2021/12/14

和書 002335164 核兵器禁止から廃絶へ (岩波ブックレット:No. 1055)

川崎哲著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 319.8//K-1 2021/12/16

和書 002334845 夫婦別姓 : 家族と多様性の各国事情 (ちくま新書:1613)

栗田路子 [ほか] 著

筑摩書房 ３Ｆ図書閲覧室 324.87//K-21 2021/12/14

和書 002334837 ルポ入管 : 絶望の外国人収容施設 (ちくま新書:1521)

平野雄吾著

筑摩書房 ３Ｆ図書閲覧室 329.94//H-9 2021/12/14

和書 002335149 DXとは何か : 意識改革からニューノーマルへ (角川新書:[K-352])

坂村健 [著]

KADOKAWA ３Ｆ図書閲覧室 336.1//S-1 2021/12/16

和書 002335172 #教師のバトンとはなんだったのか : 教師の発信と学校の未来 (岩波ブックレット:No. 1056)

内田良 [ほか] 著

岩波書店 ３Ｆ図書閲覧室 372.1//U-3 2021/12/16

和書 002335156 プロジェクト学習とは : 地域や世界につながる教室

スージー・ボス, ジョン・ラーマー [著]/池田匡史, 吉田新一郎訳

新評論 ３Ｆ図書閲覧室 375//B-15 2021/12/16

和書 002334944 戦後初期コア・カリキュラム研究資料集 第10巻

金馬国晴, 安井一郎, 溝邊和成編集・解題

クロスカルチャー出版 ３Ｆ図書閲覧室 375//K-9 2021/12/15
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和書 002334951 戦後初期コア・カリキュラム研究資料集 第11巻

金馬国晴, 安井一郎, 溝邊和成編集・解題

クロスカルチャー出版 ３Ｆ図書閲覧室 375//K-9 2021/12/15

和書 002334969 戦後初期コア・カリキュラム研究資料集 第12巻

金馬国晴, 安井一郎, 溝邊和成編集・解題

クロスカルチャー出版 ３Ｆ図書閲覧室 375//K-9 2021/12/15

和書 002334977 戦後初期コア・カリキュラム研究資料集 第13巻

金馬国晴, 安井一郎, 溝邊和成編集・解題

クロスカルチャー出版 ３Ｆ図書閲覧室 375//K-9 2021/12/15

和書 002335016 うかる!基本情報技術者 : 福嶋先生の集中ゼミ 2022年版午後・アルゴリズム編

福嶋宏訓著

日経BP日本経済新聞 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 007.6//F-21 2021/12/15

和書 002335008 うかる!基本情報技術者 : 福嶋先生の集中ゼミ 2022年版午前編

福嶋宏訓著

日経BP日本経済新聞 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 007.6//F-21 2021/12/15

和書 002335032 栢木先生のITパスポート教室 : イメージ&クレバー方式でよくわかる 令和04年

栢木厚著

技術評論社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 007.6//K-1 2021/12/15

和書 002335024 栢木先生の基本情報技術者教室 : イメージ&クレバー方式でよくわかる 令和04年

栢木厚著

技術評論社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 007.6//K-1 2021/12/15

和書 002334993 出るとこだけ!ITパスポートテキスト&問題集 : 対応試験:IP 2022年版 (情報処理教科書) (Exam press. 情報処理技術者試験学習書)

城田比佐子著

翔泳社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 007.6//S-8 2021/12/15
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和書 002335040 基本情報技術者パーフェクトラーニング過去問題集 令和04年 上期

山本三雄著

技術評論社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 007.6//Y-1 2021/12/15

和書 002335057 公務員をめざす人の本 '23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 317.3//K-15 2021/12/15

和書 002335065 成功する!公務員の面接採用試験 : 何をきかれ、どこをみられるか? '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 317.4//S-5 2021/12/15

和書 002335073 市役所試験早わかりブック : 大卒程度事務系 市役所職員 町村役場職員等 2023年度版

資格試験研究会編

実務教育出版 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 318.13//S-8 2021/12/15

和書 002335081 建築学生の「就活」完全マニュアル : 建設業界・企業が一目で解る! 2022-2023

星裕之, 就活マニュアル委員会著

エクスナレッジ ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 520.9//H-15 2021/12/15

和書 002335107 電験3種過去問マスタ機械の15年間 : テーマ別でがっつり学べる 2022年版

電気書院編

電気書院 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 540.79//D-5 2021/12/15

和書 002335115 電験3種過去問マスタ電力の15年間 : テーマ別でがっつり学べる 2022年版

電気書院編

電気書院 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 540.79//D-5 2021/12/15

和書 002335123 電験3種過去問マスタ法規の15年間 : テーマ別でがっつり学べる 2022年版

電気書院編

電気書院 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 540.79//D-5 2021/12/15
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和書 002335099 電験3種過去問マスタ理論の15年間 : テーマ別でがっつり学べる 2022年版

電気書院編

電気書院 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 540.79//D-5 2021/12/15

和書 002335131 どこでも学ぶ宅建士基本テキスト 2022年度版 (日建学院「宅建士一発合格!」シリーズ)

日建学院編著

建築資料研究社 ３Ｆ図書閲覧室（就職・資 676.9//N-9 2021/12/15

洋書 002334985 Pandemic societies : pbk

edited by Jean-Louis Denis, Catherine Régis, Daniel M. Weinstock/with the collaboration of Clara Champagne

McGill-Queen's ３Ｆ書庫 304//D-5 2021/12/14
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