
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
日常をポジティブに変える : 究極の持久力 : 疲
れない身体とアタマのつくり方

鏑木毅 [著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

498.3||Ka 218000016

2 コンドームの歴史
アーニェ・コリア
著/藤田真利子
訳

河出書房新社 384.7||Co 218000037

3 心理学検定基本キーワード 改訂版
日本心理学諸学
会連合心理学検
定局編

実務教育出版 140||Sh 218000038

4 現場で使える発泡プラスチックハンドブック 秋元英郎著
シーエムシー出
版

578.46||Ge 218000041

5 メンタリストDaiGoの心を強くする300の言葉 DaiGo著
セブン&アイ出
版

159||Da 218000042

6 日本再興戦略 (NewsPicks book) 落合陽一著 幻冬舎 304||Oc 218000043

7
SNSで夢を叶える : ニートだった私の人生を変
えた発信力の育て方

ゆうこす著 KADOKAWA 547.4833||Yu 218000044

8 愛のほん
ペニラ・スタール
フェルト作/川上
麻衣子訳

小学館 141.62||St 218000045

9
熱狂顧客戦略 : 「いいね」の先にある熱が伝わ
るマーケティング・コミュニケーション (MarkeZine
BOOKS)

高橋遼著 翔泳社 675||Ta 218000046

10 ミニマリスト、親の家を片づける
やまぐちせいこ
著

KADOKAWA 597.5||Ya 218000047

11 みんなの当事者研究 (臨床心理学増刊:第9号) 熊谷晋一郎編 金剛出版 369.27||Mi 218000048

12 当事者研究の研究 (シリーズケアをひらく) 石原孝二編 医学書院 369.27||To 218000049

13 プログラミング言語Ruby

David Flanagan, まつ
もとゆきひろ著/長尾
高弘訳/why the
lucky stiff挿絵

オライリー・ジャ
パン/オーム社
(発売)

007.64||Fl 218000050

14
アディクション臨床入門 : 家族支援は終わらな
い

信田さよ子著 金剛出版 146.8||No 218000051

学生購入希望図書新着リスト(４月)



15 心理学検定一問一答問題集 B領域編
日本心理学諸学
会連合心理学検
定局編

実務教育出版 140.7||Sh 218000052

16 心理学検定公式問題集 2018年度版
日本心理学諸学
会連合心理学検
定局編

実務教育出版 140.7||Sh||'18 218000053

17 薬物依存臨床の焦点 松本俊彦著 金剛出版 493.155||Ma 218000054

18 薬物依存とアディクション精神医学 松本俊彦著 金剛出版 493.155||Ma 218000055

19 SMARPP-24物質使用障害治療プログラム
松本俊彦, 今村
扶美著

金剛出版 493.155||Ma 218000056

20 月山・鳥海山 : 新装版 (文春文庫:[も-2-2]) 森敦著 文藝春秋 913.6||Mo 218000057

21 リーダーの教養書
出口治明 [ほか]
著

幻冬舎 019||Ri 218000058

22
熱膨張制御材料の開発と応用 (新材料・新素材
シリーズ)

竹中康司監修
シーエムシー出
版

501.4||Ne 218000059

23
私はすでに死んでいる : ゆがんだ「自己」を生
みだす脳

アニル・アナンサス
ワーミー[著]/藤井
留美訳

紀伊國屋書店 493.7||An 218000060

24
医者が教える食事術最強の教科書 : 20万人を
診てわかった医学的に正しい食べ方68

牧田善二著 ダイヤモンド社 498.583||Ma 218000061

25 川端康成無常と美 藤尾健剛著 翰林書房 910.268||Fu 218000062

26
図解・やるべきことがよくわかるドラッカー式マ
ネジメント入門

竹石健編著 イースト・プレス 336||Ta 218000065

27
メディアは環境問題をどう伝えてきたのか : 公
害・地球温暖化・生物多様性 (早稲田大学現代
政治経済研究所研究叢書:40)

関谷直也, 瀬川
至朗編著

ミネルヴァ書房 519.04||Me 218000066

28
超AI時代の生存戦略 : 「2040年代」シンギュラリ
ティに備える34のリスト

落合陽一著 大和書房 304||Oc 218000076

29
ザ・会社改造 : 340人からグローバル1万人企業
へ : 実話をもとにした企業変革ドラマ

三枝匡著
日本経済新聞
出版社

336||Sa 218000077



30

Discrete variational derivative method : a structure-
preserving numerical method for partial differential equations
: hbk (Chapman & Hall/CRC numerical analysis and scientific
computing)

Daisuke Furihata,
Takayasu Matsuo CRC Press 413.6||Fu 218000079

31
ブランド論 : 無形の差別化をつくる20の基本原
則

デービッド・アー
カー著/阿久津
聡訳

ダイヤモンド社 675||Aa 218000092

32
都市と地方をかきまぜる : 「食べる通信」の奇跡
(光文社新書:833)

高橋博之著 光文社 080||Ko||833 218000093

33
ソーシャルサポートを活用したスポーツカウンセ
リング : バーンアウト予防のためのチームビル
ディング

土屋裕睦著 風間書房 780.14||Ts 218000094

34 川端康成 : 新装版 (Century books. 人と作品)
福田清人, 板垣
信著

清水書院 910.268||Fu 218000095


