
書名 著者等 出版社 請求記号 資料ID

1
プログラマのためのDocker教科書 : インフラの基礎知
識&コードによる環境構築の自動化 第2版

阿佐志保著 翔泳社 007.63||As 219000206

2 Docker/Kubernetes実践コンテナ開発入門 山田明憲著 技術評論社 007.63||Ya 219000207

3 Excel VBA : 2016/2013/2010/2007対応 (できる大事典)
国本温子, 緑川吉行, でき
るシリーズ編集部著

インプレス 007.64||Ex 219000184

4
Excel VBA本格入門 : 日常業務の自動化からアプリケー
ション開発まで

大村あつし著 技術評論社 007.64||Om 219000185

5 反共感論 : 社会はいかに判断を誤るか
ポール・ブルーム著/高橋
洋訳

白揚社 141.6||Bl 219000208

6 神経心理学的アセスメント・ハンドブック 第2版 小海宏之著 金剛出版 146.3||Ko 219000222

7
非対面心理療法の基礎と実際 : インターネット時代のカ
ウンセリング

岩本隆茂, 木津明彦共編 培風館 146.8||Hi 219000187

8 古代エジプトうんちく図鑑 芝崎みゆき画・文 バジリコ 242.03||Sh 219000200

9 日本人の勝算 : 人口減少×高齢化×資本主義
デービッド・アトキンソ
ン著

東洋経済新報社 332.107||At 219000220

10 発達障害の僕が「食える人」に変わったすごい仕事術 借金玉著 KADOKAWA 366.28||Sh 219000199

11
ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手に働
くための本

對馬陽一郎著 翔泳社 366.28||Ts 219000198

12
Families across cultures : a 30-nation psychological

study : hardback

edited by James Georgas

... [et al.]

Cambridge University

Press
367.3||Fa 219000212

13 鳥取大災害史 : 水害・震災・大火からの復興 新訂増補 横山展宏編集
鳥取市文化財団 : 鳥取市歴
史博物館

369.3||To 219000210

14
発達障害の子の「励まし方」がわかる本 (健康ライブラ
リー. スペシャル)

有光興記監修 講談社 378||Ha 219000196

15
発達障害の子の立ち直り力「レジリエンス」を育てる本
(健康ライブラリー:スペシャル)

藤野博, 日戸由刈監修 講談社 378||Ha 219000197

16
15歳までに始めたい!発達障害の子のライフスキル・ト
レーニング (健康ライブラリー:スペシャル)

梅永雄二監修 講談社 378||Ju 219000194

17
発達障害の子どもと上手に生き抜く74のヒント : 保護者
に役立つサバイバルブック「小学生編」 (学研のヒュー
マンケアブックス)

小林みやび著 学研プラス 378||Ko 219000195

18 山上敏子の行動療法講義with東大・下山研究室 山上敏子, 下山晴彦著 金剛出版 493.72||Ya 219000228

19
基礎知識のエッセンス (高次脳機能障害マエストロシ
リーズ:1. Maestro series for cognitive dysfunction)

山鳥重 [ほか] 執筆 医歯薬出版 493.73||Ko||1 219000223

20
画像の見かた・使いかた (高次脳機能障害マエストロシ
リーズ:2. Maestro series for cognitive dysfunction)

三村將 [ほか] 執筆 医歯薬出版 493.73||Ko||2 219000233

21
リハビリテーション評価 (高次脳機能障害マエストロシ
リーズ:3. Maestro series for cognitive dysfunction)

鈴木孝治 [ほか] 編 医歯薬出版 493.73||Ko||3 219000262

22
リハビリテーション介入 (高次脳機能障害マエストロシ
リーズ:4. Maestro series for cognitive dysfunction)

鈴木孝治 [ほか] 編 医歯薬出版 493.73||Ko||4 219000263

23 弁理士試験四法横断法文集 第7版 TAC弁理士講座編 早稲田経営出版 507.29||Be 219000186

24 特許法/実用新案法 第9版 (弁理士試験エレメンツ:1) TAC弁理士講座編 早稲田経営出版 507.29||Be||1 219000183

25 意匠法/商標法 第8版 (弁理士試験エレメンツ:2) TAC弁理士講座編 早稲田経営出版 507.29||Be||2 219000226

26
条約/不正競争防止法/著作権法 第8版 (弁理士試験エレ
メンツ:3)

TAC弁理士講座編 早稲田経営出版 507.29||Be||3 219000227

27
コンクリート技士合格ガイド : コンクリート技士試験学
習書 (建築土木教科書)

三浦勇雄著 翔泳社 511.7||Ko 219000264

28
コンクリート診断士試験 : 項目別全過去問題集+短期集
中学習用要点レジュメ 2019年版

長瀧重義, 篠田佳男, 河野
一徳著

秀和システム 511.7||Ko||'19 219000234

29
コンクリート技士・主任技士試験対策 : 完全図解テキス
ト+過去問3年分×2 2019年版

長瀧重義 [ほか] 著 秀和システム 511.7||Ko||'19 219000235

30
プログラマのためのGoogle Cloud Platform入門 : サー
ビスの全体像からクラウドネイティブアプリケーション
構築まで

阿佐志保著/中井悦司著・
監修

翔泳社 547.4833||As 219000205

31
シングルページwebアプリケーション : Node.js、
MongoDBを活用したJavaScript SPA

マイケル・S・ミコウス
キー, ジョシュ・C・ポウ
エル著/木下哲也訳

オライリー・ジャパン/

オーム社 (発売)
547.4833||Mi 219000204

学生購入希望図書新着リスト(6月)



32
Kotlin Webアプリケーション : 新しいサーバサイドプロ
グラミング

長澤太郎著 リックテレコム 547.4833||Na 219000203

33 耳をすませば : サウンドトラック [野見祐二, 音楽]

Studio Ghibli Records/徳間
ジャパンコミュニケーショ
ンズ (発売)

778||CD||3725 219000211


