
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1 メモの魔力 (NewsPicks book) 前田裕二著 幻冬舎 002.7||Ma 218003243

2 Factfulness : 10の思い込みを乗り越え、データを
基に世界を正しく見る習慣

ハンス・ロスリング, オー
ラ・ロスリング, アンナ・
ロスリング・ロンランド著
/上杉周作, 関美和訳

日経BP社/日経
BPマーケティング
(発売)

002.7||Ro 218003250

3 質的研究資料の収集と解釈 (質的研究ハンドブッ
ク:3巻)

N・K・デンジン, Y・S・
リンカン編/大谷尚,
伊藤勇編訳

北大路書房 002.7||Sh 218003254

4 Pythonクローリング&スクレイピング : データ収
集・解析のための実践開発ガイド

加藤耕太著 技術評論社 007.58||Ka 218003132

5 UIデザインの教科書 : マルチデバイス時代のイン
ターフェース設計 新版

原田秀司著 翔泳社 007.6||Ha 218003253

6
実戦で役立つC#プログラミングのイディオム/定
石&パターン : レベルアップのために不可欠、自
分のものにしておくべき知識の数々

出井秀行著 技術評論社 007.64||Id 218003131

7 情報生産者になる (ちくま新書:1352) 上野千鶴子著 筑摩書房 080||Ch||1352 218003119

8 国家はいつも嘘をつく : 日本国民を欺く9のペテン
(祥伝社新書:555)

植草一秀 [著] 祥伝社 080||Sh||555 218003137

9 世界一周経験者169人が選んだ究極の絶景50 A-Works編集 A-Works 290.87||Se 218003157

10 旅情熱帯夜 竹沢うるま著
エス・アイ・ピー/実
業之日本社 (発売)

290.87||Ta 218003161

11 地球でデート! : Love trip guide A-Works編 A-Works 290.9||Ch 218003155

12 一度きりの人生、絶対に行きたい夢の旅50 : 心
震える絶景&体験ガイド

A-Works編集 A-Works 290.9||Ic 218003158

13 行かずに死ねるか! (世界9万5000km自転車ひと
り旅)

石田ゆうすけ著 実業之日本社 290.9||Is 218003143

14 洗面器でヤギごはん (世界9万5000km自転車ひ
とり旅:3)

石田ゆうすけ著 実業之日本社 290.9||Is 218003144

15 人生で最高の1日 : 極上のハッピーに包まれる旅
のストーリー88選

A-Works編集 A-Works 290.9||Ji 218003152

学生購入希望図書新着リスト（２月）



16 7日間で人生を変える旅 A-Works編集 A-Works 290.9||Na 218003154

17 両親に贈りたい旅 : 26選 : guide book for
traveling with parents

A-Works編集 A-Works 290.9||Ry 218003153

18 死ぬまでに行きたい!世界の絶景 ホテル編 詩歩著 三才ブックス 290.9||Sh 218003159

19 純情ヨーロッパ : 呑んで、祈って、脱いでみて : 21
カ国をめぐる鉄道旅 西欧&北欧編

たかのてるこ文&
写真

ダイヤモンド・ビッグ
社/ダイヤモンド社
(発売)

293.09||Ta 218003162

20 人情ヨーロッパ : 人生、ゆるして、ゆるされて :
21ヵ国をめぐる鉄道旅 中欧&東欧編

たかのてるこ文&
写真

ダイヤモンド・ビッグ
社/ダイヤモンド社
(発売)

293.09||Ta 218003163

21 2040年自治体の未来はこう変わる! 今井照著 学陽書房 318||Im 218003120

22 刑務所しか居場所がない人たち : 学校では教え
てくれない、障害と犯罪の話

山本譲司著 大月書店 326.52||Ya 218003118

23 ブルー・オーシャン・シフト
W・チャン・キム, レ
ネ・モボルニュ著/有
賀裕子訳

ダイヤモンド社 336.1||Ki 218003251

24

日本を直撃する「複合崩壊」の正体 : expert
reviews of the best investment strategies 2019 :
波乱相場に打ち勝つ賢者の投資戦略 (TRI
report:CY2019)

植草一秀著 ビジネス社 338.1||Ue 218003130

25 ケースブック・日本の居住貧困 : 子育て/高齢障
がい者/難病患者

早川和男編集代表
/岡本祥浩, 早川潤
一編

藤原書店 365.3||Ke 218003121

26 大好きに会いに行こう! : 世界のお祭り (フェス) &
イベントガイド

trippiece監修
ローソンHMVエンタ
テイメント/サンク
チュアリ出版 (発売)

386||Da 218003156

27 保険の数学 : 生保・損保・年金 : 改装版 小暮雅一著 保険毎日新聞社 410||Ko 218003138

28 アクチュアリー試験 : 合格へのストラテジー : 数
学

MAH著 : 藤田岳彦
監修 : 岩沢宏和企
画協力

東京図書 410||Ma 218003124

29 アクチュアリー試験合格へのストラテジー生保数
理

MAH, 西林信幸,
寺内辰也著

東京図書 410||Ma 218003125

30 ブラウン運動と確率積分

I. カラザス, S. E. シュ
レーブ著/渡邉壽夫訳/
シュプリンガー・ジャパ
ン編集

丸善出版 417.1||Ka 218003244

31 シミュレーションで探る災害と人間 井田喜明著 近代科学社 519.9||Id 218003255



32 これからWebをはじめる人の
HTML&CSS,JavaScriptのきほんのきほん

たにぐちまこと著 マイナビ出版 547.4833||Ta 218003252

33 いまからでも遅くない!一生困らないお金の貯め
方・増やし方 (マイナビムック. らくらくマネー講座)

マイナビ出版 591||Im 218003134

34 凡人のための地域再生入門 : 地元がヤバい…と
思ったら読む

木下斉著 ダイヤモンド社 601.1||Ki 218003135

35 庭「にわ」を読み解く : 京都の古寺 : なぜ京都の
お寺には名庭が多いのか?

白幡洋三郎著 淡交社 629.21||Sh 218003139

36 「キャラの背景」描き方教室 : CLIP STUDIO
PAINTで描く!キャラの想いを物語る風景の技術

よー清水著 SBクリエイティブ 726.507||Sh 218003142

37 Walkabout
竹沢うるま写真・
文

小学館 748||Ta 218003160

38 海に癒される。 : 働く大人のための「海時間」のス
スメ

高橋啓介, 清水
浩史著

草思社 785||Ta 218003141

39 全戦型対応!将棋・端の攻め方、受け方 (マイナビ
将棋BOOKS)

安用寺孝功著 マイナビ出版 796||An 218003128

40 振り飛車の核心さばきの基本手筋 (マイナビ将棋
BOOKS)

藤倉勇樹著 マイナビ出版 796||Fu 218003127

41 美濃囲いを極める77の手筋 (マイナビ将棋
BOOKS)

藤倉勇樹著 マイナビ出版 796||Fu 218003129

42 逃れ将棋 [1] 森信雄著 実業之日本社 796||Mo 218003136

43 寄せが見える本 応用編 (最強将棋レクチャーブッ
クス:1-2)

森鶏二著 浅川書房 796||Mo 218003140

44 三間飛車新時代 (マイナビ将棋BOOKS)
小倉久史, 山本
博志著

マイナビ出版 796||Og 218003126

45 必修!相振り戦の絶対手筋105 (マイナビ将棋
BOOKS)

杉本昌隆著 マイナビ 796||Su 218003245

46 イメージでつかむ似ている英語使い分けBOOK
清水建二, すずき
ひろし共著

ベレ出版 834||Sh 218003133


