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　書　名 　著者 　請求記号

　総　記 （0類）

絵と図でわかるAIと社会 : 未来をひらく技術とのかかわり方  江間有沙著 007.13||E||B10050409

　哲　学 （1類）

自分のアタマで考えよう : 知識にだまされない思考の技術  ちきりん著 141.5||C||B10050389

情報を正しく選択するための認知バイアス事典  情報文化研究所 [ほか] 著 141.51||J||B10050408

一生使える!プロカウンセラーの傾聴の基本  古宮昇著 146.8||K||B10050397

さあ、才能 (じぶん) に目覚めよう : ストレングス・ファインダー2.0 トム・ラス (著) 159.4||R||B10050394

20代にしておきたい17のこと  本田健 著 159||H||B10050392

多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。  Jam著 159||J||B10050387

私は私のままで生きることにした  キム・スヒョン著 159||K||B10050385

いちいち気にしない心が手に入る本  内藤誼人著 159||N||B10050393

Life shift (ライフシフト) : 100年時代の行動戦略  アンドリュー・スコット著 159||S||B10050395

世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 : 人生のモヤモヤから解放される自己理解メソッド  八木仁平著 159||Y||B10050390

　社　会　科　学 （3類）

持続可能な地域のつくり方 : 未来を育む「人と経済の生態系」のデザイン  筧裕介著 318.6||K||B10050432

未来につなぐまちおこし : 長寿の里・山梨県上野原市の実践  山口好昭著 318.6||Y||B10050430

今さら聞けないお金の超基本 : 節約・貯蓄・投資の前に : ビジュアル版  坂本綾子著 330||S||B10050402

「意思決定」の科学 : なぜ、それを選ぶのか  川越敏司著 331.19||K||B10050424

チームワーキング : ケースとデータで学ぶ「最強チーム」のつくり方  中原淳, 田中聡著 336.3||N||B10050406

OODA LOOP : 次世代の最強組織に進化する意思決定スキル  チェット・リチャーズ著 336.3||R||B10050407

ポケットブック影響力の武器 : 仕事と人間関係が変わる21の心理学 ノア・J・ゴールドスタイン 著 361.4||G||B10050391

学生のためのワークルール入門 : アルバイト・インターンシップ・就活でトラブルにならないために  道幸哲也著 366.14||D||B10050400

性差 (ジェンダー) の日本史 「性差の日本史」展示プロジェクト編 367.21||J||B10050435

絶望の国の幸福な若者たち  古市憲寿著 367.68||F||B10050388

LGBTを読みとく : クィア・スタディーズ入門  森山至貴著 367.9||M||B10050434

LGBTってなんだろう? : 自認する性・からだの性・好きになる性・表現する性  藥師実芳 [ほか] 著 367.9||Y||B10050433

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー2  ブレイディみかこ著 372.333||B||B10050461

独学大全 : 絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない人のための55の技法  読書猿著 379.7||D||B10050405

　自　然　科　学 （4類）

客観性  ロレイン・ダストン著 402||D||B10050396

論理パズル100 : 世界の名作から現代の良問まで  小野田博一著 410.79||O||B10050427

絵と図でわかるデータサイエンス : 難しい数式なしに考え方の基礎が学べる  上藤一郎著 417||U||B10050410

細胞とはなんだろう : 「生命が宿る最小単位」のからくり  武村政春著 463||T||B10050425

「顔」の進化 : あなたの顔はどこからきたのか  馬場悠男著 469.43||B||B10050426

漢方的おうち健診 : 顔をみるだけで不調と養生法がわかる  櫻井大典著 490.9||S||B10050440

すばらしい人体 : あなたの体をめぐる知的冒険  山本健人著 491.3||Y||B10050438

呼吸の科学 : いのちを支える驚きのメカニズム  石田浩司著 491.33||I||B10050428

免疫の守護者 : 制御性T細胞とはなにか  坂口志文, 塚﨑朝子著 491.8||S||B10050423

ケアとは何か : 看護・福祉で大事なこと  村上靖彦著 492.901||M||B10050441

認知症世界の歩き方 : 認知症のある人の頭の中をのぞいてみたら?  筧裕介著 493.758||K||B10050439

教育振興会のご支援いただき、106冊の図書を受

入れました。専門分野以外の文芸書や読みやす

い一般書を中心に、学生の皆さんに是非手に取っ

ていただきたい図書です。

ご希望の図書が貸出中の場合には、予約申込を

ご利用ください。
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　書　名 　著者 　請求記号

　技　術（5類）

超入門カーボンニュートラル  夫馬賢治 著 519.13||F||B10050429

Webアプリケーション開発の教科書 : 最短距離でしっかり身に付く!  飯尾淳著 547.4833||I||B10050412

Webプログラミングが面白いほどわかる本  吉村総一郎著 547.4833||Y||B10050411

我々は生命を創れるのか : 合成生物学が生みだしつつあるもの  藤崎慎吾著 579.9||F||B10050422

本当の自由を手に入れるお金の大学  両@リベ大学長著 591||R||B10050401

ココ・シャネルの言葉  山口路子著 593.3||Y||B10050382

正しいスキンケア事典 : 素肌美人になれる : 3人の専門家が教える、基礎知識完全バイブル  吉木伸子監修 595.5||Y||B10050442

医者が教える人生が変わる美容大事典  上原恵理著 595||U||B10050443

旅行者の朝食  米原万里著 596.04||Y||B10050378

　産　業 （6類）

進化する里山資本主義  Japan Times Satoyama推進コンソーシアム編 601.1||J||B10050431

あるあるデザイン  ingectar-e著 674.3||I||B10050404

マーケティングとSNSのミカタ : 地方創生への処方箋  西村順二著 675||N||B10050403

　芸　術 （7類）

フラジャイル : 病理医岸京一郎の所見 [11]～[21]  草水敏原作 ; 恵三朗漫画 726.1||M||

オードリー・ヘップバーンの言葉  山口路子著 778.253||Y||B10050381

「体育会系女子」のポリティクス : 身体・ジェンダー・セクシュアリティ  井谷聡子著 780.13||I||B10050463

筋肉(ニュートン式超図解最強に面白い!!)  石井直方監修 780.193||I||B10050437

最後の一年 : 緊急事態宣言--学生アスリートたちの闘い  毎日新聞運動部著 780.21||M||B10050436

聖の青春  大崎善生著 796.021||O||B10050367

　言　語 （8類）

短くても伝わる文章の書き方 : 学校生活・就活に役立つ!  白藍塾編 816||H||B10050399

新しい文章力の教室 : 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング  唐木元著 816||K||B10050398

英語が話せる人はやっている魔法のイングリッシュルーティン  Miracle Vell Magic著 830.7||M||B10050444

TOEIC L&Rテスト470点奪取の方法  濵﨑潤之輔著 830.79||H||B10050446

TOEIC L&Rテストはじめて受験のパスポート  駒井亜紀子著 830.79||K||B10050445

　文　学 （9類）

華岡青洲の妻  有吉佐和子著 913.6||A||B10050350

木曜日にはココアを  青山美智子著 913.6||A||B10050363

六人の嘘つきな大学生  浅倉秋成著 913.6||A||B10050364

キネマの神様  原田マハ著 913.6||H||B10050369

常設展示室 = Permanent collection  原田マハ著 913.6||H||B10050370

MOMENT  本多孝好著 913.6||H||B10050373

砂漠  伊坂幸太郎著 913.6||I||B10050365

フーガはユーガ  伊坂幸太郎著 913.6||I||B10050366

ヴァイタル・サイン  南杏子著 913.6||M||B10050374

四畳半神話大系  森見登美彦著 913.6||M||B10050375

いのちの停車場  南杏子著 913.6||M||B10050459

きみの友だち  重松清著 913.6||M||B10050462

ミッキーマウスの憂鬱  松岡圭祐著 913.6||M||B10050464

神様のカルテ[0]～[3]  夏川草介著 913.6||N||

准教授・高槻彰良の推察 シリーズ 全7冊  澤村御影著 913.6||S||

そして、バトンは渡された  瀬尾まいこ著 913.6||S||B10050368

BUTTER  柚木麻子著 913.6||Y||B10050376

夜に駆ける : YOASOBI小説集  星野舞夜[ほか]著 913.68||H||B10050372

注文の多い料理小説集  柚木麻子 [ほか] 著 913.68||Y||B10050377

神田川デイズ  豊島ミホ著 913.7||T||B10050460

そして生活はつづく  星野源著 914.6||H||B10050371

東京百景  又吉直樹著 914.6||M||B10050458

九十八歳。戦いやまず日は暮れず  佐藤愛子著 914.6||S||B10050383

すべての瞬間が君だった : きらきら輝いていた僕たちの時間  ハテワン著 929.14||H||B10050384

死にたいけどトッポッキは食べたい  ペクセヒ著 929.16||P||B10050386

ティファニーで朝食を  カポーティ [著] ; 村上春樹訳 933.7||C||B10050379

赤毛のアン  モンゴメリ [著] ; 村岡花子訳 933.7||M||B10050380

………………………………………………………………………………………………
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