
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 アルゴリズムが「私」を決める
ジョン・チェニー
=リッポルド著/
高取芳彦訳

日経BP社/日
経BPマーケティ
ング (発売)

007.3||Li 218000286

2
プロフェッショナルの未来 : AI、IoT時代に専
門家が生き残る方法

リチャード・サスカ
インド, ダニエル・
サスカインド著/小
林啓倫訳

朝日新聞出版 007.3||Su 218000287

3
ITパスポートパーフェクトラーニング過去問題
集 平成30年下半期

五十嵐聡著 技術評論社 007.6||Ig||30 218000237

4
ITパスポートのよくわかる教科書 平成30年
度

福嶋宏訓著/原
山麻美子編著

技術評論社 007.6||It||30 218000236

5
大学4年間のデータサイエンスが10時間で
ざっと学べる

久野遼平, 木脇
太一著

KADOKAWA 007.609||Hi 218000272

6
頭にやさしい雑学の本 (知的生きかた文
庫:8537, [た1-32])

竹内均編 三笠書房 049.1||At 218000251

7
最新Raspberry Piで学ぶ電子工作 : 作って動
かしてしくみがわかる : カラー図解 (ブルー
バックス:B-1977)

金丸隆志著 講談社 080||Bu||1977 218000310

8
鳥!驚異の知能 : 道具をつくり、心を読み、確
率を理解する (ブルーバックス:B-2053)

ジェニファー・アッ
カーマン著/鍛原
多惠子訳

講談社 080||Bu||2053 218000309

9
音律と音階の科学 : ドレミ…はどのように生
まれたか 新装版 (ブルーバックス:B-2060)

小方厚著 講談社 080||Bu||2060 218000308

10 昭和史 (ちくま新書:1184) 古川隆久著 筑摩書房 080||Ch||1184 218000246

11 サイコパスの真実 (ちくま新書:1324) 原田隆之著 筑摩書房 080||Ch||1324 218000248

12
ダ・ヴィンチ絵画の謎 : カラー版 (中公新
書:2425)

斎藤泰弘著 中央公論新社 080||Ch||2425 218000249

13
「いじめ」や「差別」をなくすためにできること
(ちくまプリマー新書:283)

香山リカ著 筑摩書房 080||Ch||283 218000247

14 アドラーをじっくり読む (中公新書ラクレ:586) 岸見一郎著 中央公論新社 080||Ch||586 218000232

本館ブックハンティング購入図書(７月)



15
学びとは何か : 「探究人」になるために (岩波
新書:新赤版 1596)

今井むつみ著 岩波書店 080||Iw||D1596 218000432

16
小説の言葉尻をとらえてみた (光文社新
書:910)

飯間浩明著 光文社 080||Ko||910 218000898

17
総力取材!トランプ時代と分断される世界 : ア
メリカ、EU、そして東アジア (NHK出版新
書:520)

NHK取材班著 NHK出版 080||Nh||520 218000317

18
美貌のひと : 歴史に名を刻んだ顔 (PHP新
書:1145)

中野京子著 PHP研究所 080||Ph||1145 218000572

19
理系という生き方 : 東工大講義 : 生涯を賭け
るテーマをいかに選ぶか (ポプラ新書:144)

最相葉月著 ポプラ社 080||Po||144 218000245

20
正しい筋肉学 : メリハリある肉体美を作る理
論と実践 (サイエンス・アイ新書:SIS-387)

岡田隆著
SBクリエイティ
ブ

080||Sa||387 218000304

21
アイデアの科学 : この1冊で、ひらめきや発想
から企画書、説得まで「論理的に」解決 (サイ
エンス・アイ新書:SIS-396)

ポーポー・ポロ
ダクション著

SBクリエイティ
ブ

080||Sa||396 218000230

22
論理的にプレゼンする技術 : 聴き手の記憶
に残る話し方の極意 改訂版 (サイエンス・ア
イ新書:SIS-405)

平林純著
SBクリエイティ
ブ

080||Sa||405 218000279

23
ドッグファイトの科学 : 知られざる空中戦闘機
動の秘密 改訂版 (サイエンス・アイ新書:SIS-
409)

赤塚聡著
SBクリエイティ
ブ

080||Sa||409 218000307

24
日本の神社100選 : 一度は訪れたい古代史
の舞台ガイド : カラー版 (宝島社新書:492)

日本の神社研
究会著

宝島社 080||Ta||492 218000899

25
重ね地図で読み解く京都1000年の歴史 : カ
ラー版 (宝島社新書:498)

谷川彰英監修 宝島社 080||Ta||498 218000571

26
武器になる哲学 : 人生を生き抜くための哲
学・思想のキーコンセプト50

山口周著 KADOKAWA 104||Ya 218000350

27
それ、「心理学」で説明できます! (王様文
庫:6860, [C10-9])

清田予紀著 三笠書房 140.4||Ki 218000250

28
アルゴリズム思考術 : 問題解決の最強ツー
ル

ブライアン・クリス
チャン, トム・グリフィ
ス著/田沢恭子訳

早川書房 141.5||Ch 218000288

29
図解モチベーション大百科 (Sanctuary
books)

池田貴将編著
サンクチュアリ
出版

141.72||Ik 218000431



30 心理学でわかるひとの性格・感情辞典 渋谷昌三監修 朝日新聞出版 141.93||Sh 218000275

31 基礎から学ぶ心理療法 矢澤美香子編 ナカニシヤ出版 146.8||Ki 218000303

32
SNSカウンセリング入門 : LINEによるいじめ・
自殺予防相談の実際

杉原保史, 宮田
智基著

北大路書房 146.8||Su 218000271

33 公認心理師エッセンシャルズ
子安増生, 丹野
義彦編

有斐閣 146.89||Ko 218000784

34
心理アセスメント : 心理検査のミニマム・エッ
センス (心の専門家養成講座:3)

松本真理子, 森
田美弥子編

ナカニシヤ出版 146||Ko||3 218000557

35 学校心理臨床実践 (心の専門家養成講座:7)
窪田由紀, 平石
賢二編

ナカニシヤ出版 146||Ko||7 218000561

36 飢えと豊かさと道徳
ピーター・シン
ガー著/児玉聡
監訳

勁草書房 151.5||Si 218000435

37 働き方完全無双 ひろゆき著 大和書房 159.4||Hi 218000263

38 自分イノベーション 夏野剛著 総合法令出版 159.4||Na 218000297

39 [新訳・自助論]ワンピースな生き方。 青木龍馬編訳 ゴマブックス 159||Ao 218000296

40 週40時間の自由をつくる超時間術
メンタリスト
DaiGo著

実務教育出版 159||Da 218000900

41
防衛大式最強のメンタル : 心を守る強い武器
を持て!

濱潟好古著 青春出版社 159||Ha 218000298

42 瞬発力の高め方 (Sanctuary books)
ジョーブログ
ジョー著

サンクチュアリ
出版

159||Jo 218000299

43
生き残るための、独学。 : 20代から人生を逆
転する49の学習改革

千田琢哉著 学研プラス 159||Se 218000261

44 最速で結果を出すための最強の思考習慣 高橋歩著 A-Works 159||Ta 218000280



45
よみがえる古代の港 : 古地形を復元する (歴
史文化ライブラリー:455)

石村智著 吉川弘文館 208||Re||455 218000241

46
大人が読みたいアインシュタインの話 : エジ
ソンの発明と相対性理論の意外な関係 (B&T
ブックス)

石川憲二著
日刊工業新聞
社

289.3||Ei 218000563

47
大人が読みたいニュートンの話 : 万有引力の
法則の「完成」はリンゴが落ちて22年後だっ
た!? (B&Tブックス)

石川憲二著
日刊工業新聞
社

289.3||Ne 218000562

48 辺境を歩いた人々 (河出文庫:[み19-7]) 宮本常一著 河出書房新社 291.091||Mi 218000893

49 平等主義基本論文集 広瀬巌編・監訳 勁草書房 311.1||By 218000897

50
マクロ経済学 (公務員試験新スーパー過去
問ゼミ5)

資格試験研究
会編

実務教育出版 317.4||Ma 218000234

51
ミクロ経済学 (公務員試験新スーパー過去問
ゼミ5)

資格試験研究
会編

実務教育出版 317.4||Mi 218000235

52
グラフィック行政法入門 (グラフィック「法
学」:6)

原田大樹著
新世社/サイエ
ンス社 (発売)

323.9||Ha 218000243

53 民法の基礎から学ぶ民法改正 山本敬三著 岩波書店 324||Ya 218000244

54
なぜ、あのリーダーはチームを本気にさせる
のか? : 内なる力を引き出す「ファシリーダー
シップ」 (Do books)

広江朋紀著 同文舘出版 336.3||Hi 218000260

55
最高のリーダーは部下の"感情"を動かす
(知的生きかた文庫:8501, [む15-1])

村田祐造著 三笠書房 336.3||Mu 218000295

56 AI時代のリーダーの原則 鳥原隆志著 ベストセラーズ 336.3||To 218000300

57
1分で話せ : 世界のトップが絶賛した大事なこ
とだけシンプルに伝える技術

伊藤羊一著
SBクリエイティ
ブ

336.49||It 218000278

58 The rhetoric人生の武器としての伝える技術
ジェイ・ハイン
リックス著/多
賀谷正子訳

ポプラ社 361.454||He 218000262

59
地方に生きる若者たち : インタビューからみ
えてくる仕事・結婚・暮らしの未来

石井まこと, 宮
本みち子, 阿部
誠編

旬報社 361.7||Ch 218000433



60
最新最強の資格の取り方・選び方全ガイド
'19年版

成美堂出版編
集部編

成美堂出版 366.29||Sa||'19 218000233

61
いじめで死なせない : 子どもの命を救う大人
の気づきと言葉

岸田雪子著 新潮社 371.42||Ki 218000434

62
不登校の子どもの理解と支援 : 学校で今でき
ることは何か

寺田道夫著 ナカニシヤ出版 371.42||Te 218000895

63 スクールカウンセリングと発達支援 改訂版
宮川充司 [ほ
か] 編

ナカニシヤ出版 371.43||Su 218000560

64
アメリカの言語教育 : 多文化性の尊重と学力
保障の両立を求めて (プリミエ・コレクショ
ン:89)

山本はるか著
京都大学学術
出版会

372.53||Ya 218000551

65
自閉症児と絵カードでコミュニケーション :
PECSとAAC

アンディ・ボンディ,
ロリ・フロスト著/園
山繁樹, 竹内康二訳

二瓶社 378||Bo 218000555

66
発達障がい児のための新しいABA療育PRT :
pivotal response treatmentの理論と実践

ロバート・L・ケーゲル,
リン・カーン・ケーゲル
著/小野真, 佐久間徹,
酒井亮吉訳

二瓶社 378||Ko 218000556

67 自閉症児のための活動スケジュール
リン・E.マクラナハン,
パトリシア・J.クラン
ツ著, 園山繁樹監訳

二瓶社 378||Mc 218000558

68
家庭教育は誰のもの? : 家庭教育支援法は
なぜ問題か (岩波ブックレット:No. 965)

木村涼子著 岩波書店 379.9||Ki 218000554

69 世界を変えた50人の女性科学者たち
レイチェル・イグ
ノトフスキー著/
野中モモ訳

創元社 402.8||Ig 218000595

70 科学のミカタ 元村有希子著 毎日新聞出版 404||Mo 218000273

71 ビジュアル高校数学大全
涌井良幸, 涌井
貞美著

技術評論社 410||Wa 218000302

72
スバラシク実力がつくと評判の線形代数キャ
ンパス・ゼミ : 大学の数学がこんなに分かる!
単位なんて楽に取れる! 改訂6

馬場敬之著 マセマ出版社 411.3||Ba 218000313

73 哲学的な何か、あと数学とか (二見文庫) 飲茶著 二見書房 412.2||Ya 218000896

74 SPSSによる実践統計分析
林雄亮, 苫米地
なつ帆, 俣野美
咲共著

オーム社 417||Ha 218000242



75
スバラシク実力がつくと評判の振動・波動
キャンパス・ゼミ : 大学の物理がこんなに分
かる!単位なんて楽に取れる!

馬場敬之著 マセマ出版社 424||Ba 218000269

76
スバラシク実力がつくと評判の電磁気学キャ
ンパス・ゼミ : 大学の物理がこんなに分かる!
単位なんて楽に取れる! 改訂5

馬場敬之著 マセマ出版社 427||Ba 218000268

77 弱点克服大学生の電磁気学 石川裕著 東京図書 427||Is 218000270

78
ニュートリノってナンダ? : やさしく知る素粒
子・ニュートリノ・重力波

荒舩良孝著 誠文堂新光社 429.6||Ar 218000564

79 元素の名前辞典 江頭和宏著
九州大学出版
会

431.11||Ge 218000255

80
研究室で役立つ有機実験のナビゲーター :
実験ノートのとり方から機器分析まで 第3版

James W.
Zubrick [著]/上
村明男訳

丸善出版 437.075||Zu 218000256

81
幻の惑星ヴァルカン : アインシュタインはいか
にして惑星を破壊したのか

トマス・レヴェン
ソン著/小林由
香利訳

亜紀書房 440.12||Le 218000274

82 ぼくの生物学講義 : 人間を知る手がかり 日高敏隆著 昭和堂 460||Hi 218000231

83
「死」の臨床学 : 超高齢社会における「生と
死」

村上陽一郎著 新曜社 490.15||Mu 218000311

84 精神科臨床を学ぶ : 症例集 青木省三編著 日本評論社 493.72||Se 218000312

85
発達障害とはなにか : 誤解をとく (朝日選
書:948)

古荘純一著 朝日新聞出版 493.937||Fu 218000894

86
知的財産管理技能検定公式テキスト3級 : 国
家試験 改訂9版

知的財産教育
協会編

アップロード 507.2||Ch 218000569

87 ハンディブック土木 第3版 粟津清蔵監修 オーム社 510||Ha 218000277

88
きちんと知りたいにおいと臭気対策の基礎知
識

光田恵編著/岩
橋尊嗣, 棚村壽
三著

日刊工業新聞
社

519.75||Mi 218000901

89 日本の不思議な建物101
加藤純文/傍島
利浩写真

エクスナレッジ 523.1||Ka 218000566



90 自動車工学の基礎 近森順編
名古屋大学出
版会

537||Ji 218000305

91 PICと楽しむRaspberry Pi活用ガイドブック 後閑哲也著 技術評論社 548.29||Go 218000258

92 はじめてのパワーエレクトロニクス 板子一隆著 オーム社 549.8||It 218000267

93
Arduinoではじめる電子工作超入門 : これ1冊
でできる! 改訂第3版

福田和宏著 ソーテック社 549||Fu 218000306

94 トトロの生まれたところ
スタジオジブリ
編

岩波書店 778.77||To 218000552

95
科学としてのメンタルトレーニング (関西学院
大学研究叢書:第193編)

笹塲育子著 ナカニシヤ出版 780.14||Sa 218000553

96
すっきりわかる!超訳「カタカナ語」事典 (PHP
文庫)

造事務所編著 PHP研究所 814.7||Su 218000430

97
だれも教えなかったレポート・論文書き分け
術 新版 (SCC books:B-401)

大竹秀一著 エスシーシー 816.5||Ot 218000567

98 中検3級問題集 2018年版
日本中国語検
定協会編

光生館 820.7||Ch||'18 218000314

99 中検4級問題集 2018年版
日本中国語検
定協会編

光生館 820.7||Ch||'18 218000315

100 TOEIC L&Rテスト600点攻略ルールブック 石井洋佑著 テイエス企画 830.79||Is 218000570

101 TOEIC L&Rテスト文法問題でる1000問 TEX加藤著 アスク出版 830.79||Ka 218000294

102 TOEIC L&R TEST初心者特急 パート3
神崎正哉,
Daniel Warriner
著

朝日新聞出版 830.79||Ka||3 218000284

103 TOEIC L&R TEST初心者特急 パート4
神崎正哉,
Daniel Warriner
著

朝日新聞出版 830.79||Ka||4 218000283

104
完全攻略!TOEFLテスト英単語4000 : for the
TOEFL ITP test & TOEFL iBT test

河野太一著 アルク 830.79||Ko 218000292



105 TOEIC L&Rテスト究極のゼミ Part5&6
西嶋愉一, ヒロ
前田共著

アルク 830.79||Ma 218000290

106 TOEIC L&Rテスト究極のゼミ Part7
西嶋愉一, ヒロ
前田共著

アルク 830.79||Ma 218000291

107 TOEIC TEST単語特急新形式対策 森田鉄也著 朝日新聞出版 830.79||Mo 218000281

108 新TOEIC TEST熟語特急全パート攻略
森田鉄也, Ross
Tulloch著

朝日新聞出版 830.79||Mo 218000289

109
The official guide to the TOEFL test 5th ed
[book and DVD-ROM set]

McGraw-Hill 830.79||Of 218000316

110
毎日ミニ模試TOEIC LISTENING AND
READING テスト

小川慶著 テイエス企画 830.79||Og 218000293

111
世界一わかりやすいTOEICテストの授業 : 関
先生が教える 改訂版 Part7読解

関正生著 KADOKAWA 830.79||Se 218000238

112
世界一わかりやすいTOEICテストの授業 : 関
先生が教える 改訂版 Part5&6文法

関正生著 KADOKAWA 830.79||Se 218000239

113
世界一わかりやすいTOEICテストの授業 : 関
先生が教える 改訂版 Part1-4リスニング

関正生著 KADOKAWA 830.79||Se 218000240

114
TOEIC L&R TEST サラリーマン特急新形式
リーディング

八島晶著 朝日新聞出版 830.79||Ya 218000282

115 はじめて読む人の「古事記」
今野華都子文/
中尾早乙里画

致知出版社 913.2||Ko 218000559

116 未来のミライ (角川文庫:20991, [ほ17-3]) 細田守 [著] KADOKAWA 913.6||Ho 218000276

117 傘をもたない蟻たちは (角川文庫:か66-4)
加藤シゲアキ
[著]

KADOKAWA 913.6||Ka 218000252

118 高校入試 湊かなえ著 角川書店 913.6||Mi 218000902

119
君にさよならを言わない 2 (宝島社文庫:[Cな
-10-2], [Cな-10-3])

七月隆文著 宝島社 913.6||Na||2 218000565



120 銀河英雄伝説 1:黎明篇 (創元SF文庫) 田中芳樹著 東京創元社 913.6||Ta||1 218000257

121 拝啓、本が売れません 額賀澪著
KKベストセラー
ズ

914.6||Nu 218000253

122
ゴリラからの警告 : 「人間社会、ここがおかし
い」

山極寿一著 毎日新聞出版 914.6||Ya 218000259

123 小さな幸せ46こ
よしもとばなな
著

中央公論新社 914.6||Yo 218000568

124
いつかすべてが君の力になる (14歳の世渡り
術)

梶裕貴著 河出書房新社 916||Ka 218000301

125
絵のない絵本 改版 (岩波文庫:赤(32)-754,
赤(32)-741-3)

アンデルセン作
/大畑末吉訳

岩波書店 949.7||An 218000903


