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10020715 007/Ku プログラミング言語大全 クジラ飛行机 技術評論社 10020726 291/O ショート・ショート・キョート おおえさき 淡交社

20013112 007/Shi 教養としてのプログラミング講座 清水亮 中央公論新社 10020702 302/I ロシアを知る。
池上彰 ,
佐藤優

東京堂出版

10020708 019/Na 積読こそが完全な読書術である 永田希 イースト・プレス 10020704 302/Ni 格差と分断のアメリカ 西山隆行 東京堂出版

10020691 019/Ha
ブック・ハントのすすめ
読書により“知識を知恵に変える"道を学ぶ

浜邊秀喜
幻冬舎メディアコン
サルティング

10020711 304/Ge ゲラーさん、ニッポンに物申す
ロバート・ゲ
ラー

東京堂出版

10020720 022/Pa ブックデザイン365
パイインター
ナショナル編

パイインターナショ
ナル

20013089 312/A 米軍と農民 : 沖縄県伊江島 阿波根昌鴻 岩波書店

20013106 031/Mi
水上ノート : 東大No.1頭脳が作った究極の「知
力アップ」テキスト

水上颯 KADOKAWA 20013078 314/Ya 有権者って誰? 藪野祐三 岩波書店

20013096
059/A
/2020

調べる学習子ども年鑑 岩崎書店 10020723 319/Ko
「帝国」ロシアの地政学 :
 「勢力圏」で読むユーラシア戦略

小泉悠 東京堂出版

20013090 070/Fa
データ・リテラシー
 : フェイクニュース時代を生き抜く

マーティン・
ファクラー

光文社 20013104 327/I/130 検察官になるには 飯島一孝 ぺりかん社

10020735 104/Na 眠れなくなるほど面白い哲学の話 中谷彰宏 リベラル社 10020725 330/Va
父が娘に語る美しく、深く、壮大で、とんでもなく
わかりやすい経済の話。

ヤニス・バル
ファキス

ダイヤモンド社

10020713 141/Do
Think clearly : 最新の学術研究から導いた、よ
りよい人生を送るための思考法

ロルフ・ドベリ サンマーク出版 20013087 366/Ko
仕事の未来 : 「ジョブ・オートメーション」の罠と
「ギグ・エコノミー」の現実

小林雅一 講談社

10020741 159/Sa 本当の「頭のよさ」ってなんだろう? 齋藤孝 誠文堂新光社 10020710 336/Sa
感性思考 : デザインスクールで学ぶMBAより論
理思考より大切なスキル

佐々木康裕 SBクリエイティブ

10020740 159/Mc ナマケモノ哲学
ジェニファー・
マッカート
ニー

ハーパーコリンズ・
ジャパン

10020700 376/O 環境学部 大岳美帆 ぺりかん社

10020724 167/A イスラーム基礎講座 渥美堅持 東京堂出版 20013107 379/Qu 勉強が楽しくなっちゃう本 QuizKnock 朝日新聞出版

10020688 209/Sa 世界の歴史大年表 : ビジュアル版 定延由紀訳 創元社 10020703 379/O 非進学校出身東大生が高校時代にしてたこと 太田あや 小学館

20013113 210/A キリシタン教会と本能寺の変 浅見雅一 KADOKAWA 10020716 407/Ga
実験でわかる科学のなぜ? : AI時代を生きぬく
理系脳が育つ

コリン・スチュ
アート

誠文堂新光社

20013054 230/Sa 百年戦争 : 中世ヨーロッパ最後の戦い 佐藤猛 中央公論新社 10020717 407/Ga ためしてわかる身のまわりのテクノロジー
 ニック・アーノ
ルド

誠文堂新光社

10020712 253/St/3 人類史上もっとも危険な瞬間
エリック・シン
ガー

あすなろ書房 10020718 407/Ga 工作でわかるモノのしくみ
 ニック・アーノ
ルド

誠文堂新光社

～新しい本が入りました！～

新着図書案内
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10020719 410/Ga クイズ&パズルでわかる数と図形のナゾ
コリン・スチュ
アート

誠文堂新光社 10020721 830/A 英語の本を読むためのガイドブック 穴倉隆矢
講談社エディトリア
ル

10020737 450/Sa 面白くて眠れなくなる地学 左巻健男
PHPエディターズ・
グループ

10020694 913/A 蒼玉の令嬢 荒井修子 河出書房新社

10020697 451/To 雨の自然誌
シンシア・
バーネット

河出書房新社 10020733 913/A 金木犀とメテオラ 安壇美緒 集英社

10020698 481/Fo 動物になって生きてみた
チャールズ・
フォスター

河出書房新社 20013109 913/A ハッチとマーロウ 青山七恵 小学館

20013077 486/Ka 博士の愛したジミな昆虫 金子修治 岩波書店 20013115 913/A 読書嫌いのための図書室案内 青谷真未 早川書房

20013079 498/U ラクうま!健康!大豆缶レシピ 栗原毅監修 河出書房新社 10020729 913/I 逆ソクラテス 伊坂幸太郎 集英社

20013082 596/O 並べて焼くだけ!グリラーレシピ 岡本ゆかこ 河出書房新社 20013101 913/I 人間たちの話 柞刈湯葉 早川書房

20013081 596/Ki 今年こそ、梅しごと 杵島直美 河出書房新社 10020728 913/O ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい 大前粟生 河出書房新社

20013083 596/Ku プティ・ガトーのデコレーション・メソッド 熊谷裕子 河出書房新社 10020730 913/O/1 ぷくぷく、お肉 赤瀬川原平 河出書房新社

20013084 596/Ku 魔法のデコレーション・メソッド 熊谷裕子 河出書房新社 10020731 913/O/2 ずるずる、ラーメン 荒木経惟 河出書房新社

20013080 596/Ba
無国籍ヴィーガン食堂メウノータの野菜料理「味
つけ」レッスン

伴奈美 河出書房新社 10020696 913/Ka 山猫クー 川口晴 河出書房新社

20013085 596/Ho 「ストウブ」で、こだわりパン 堀田誠 河出書房新社 20013102 913/Ka あこがれ 川上未映子 新潮社

10020692 704/Su
13歳からのアート思考 : 「自分だけの答え」が見
つかる

末永幸歩 ダイヤモンド社 20013105 913/Ga/4
5分後に恋の結末 : そして、誰かの恋がはじま
る。

学研プラス

20013088 723/Mo バンクシー : アート・テロリスト 毛利嘉孝 光文社 20013099 913/Ki/9 博多豚骨ラーメンズ 9 木崎ちあき KADOKAWA

20013086 742/O フィルムカメラ・スタートブック 大村祐里子 玄光社 10020695 913/Sho 花歌は、うたう 小路幸也 河出書房新社

10020690 778/Ka 人生を変えるアニメ
河出書房新
社編

河出書房新社 10020722 913/Ta ゆゆのつづき 高楼方子 理論社

10020706 816/Ka
大学1年生の君が、はじめてレポートを書くま
で。

川崎昌平 ミネルヴァ書房 10020707 913/Na 夜がどれほど暗くても 中山七里 角川春樹事務所

10020689 816/Ko
自分で考え、自分で書くためのゆかいな文章教
室

今野真二 河出書房新社 10020714 913/Na 山月記 (乙女の本棚). 中島敦 立東舎

20013015 821/A 日本人のための漢字入門 阿辻哲次 講談社 10020727 913/Ni 赤とんぼ(乙女の本棚). 新美南吉 立東舎
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10020701 913/Ni きっと、物語はよりそう
日本児童文
学者協会編

偕成社

10020738 913/Ni そして、物語は決着する
日本児童文
学者協会編

偕成社

10020739 913/Ni さらに、物語は迷いこむ
日本児童文
学者協会編

偕成社

10020709 913/Ho 背中の蜘蛛 誉田哲也 双葉社

20013110 913/Mi 錦繍 宮本輝 新潮社

20013100 913/Mi/8
雪の名前と甘いレモンコンポート
万国菓子舗 お気に召すまま 8

溝口 智子 マイナビ出版

10020732 913/Mu 丸の内魔法少女ミラクリーナ 村田沙耶香 KADOKAWA

10020699 913/Ya 趣味で腹いっぱい
山崎ナオコー
ラ

河出書房新社

20013114 913/Ya 93番目のキミ 山田悠介 河出書房新社

20013103 913/Yu 夏の庭 : The friends 湯本香樹実 新潮社

10020736 913/Wa 愛の言い換え 渡邊璃生 KADOKAWA

10020693 914/O こんがり、パン (おいしい文藝). 河出書房新社

20013111 933/Ca 野良犬トビーの愛すべき転生
W・ブルース・
キャメロン

新潮社

10020705 933/Cl 希望の図書館
 リサ・クライ
ン・ランサム

ポプラ社,

※お願い※

学校からの本を持ち出し又は長期になる場合は必ず

カウンターに借りに来てください

カウンターに来ない場合は必ずその日に返却ボックス

に返却してくだい

図書館の本は学院みんなのものです

メディアライブラリー 利用案内

冊数 約２万冊

電子書籍（LibrariE）3000冊

利用時間

平日 9：30～17：30 土曜 9：30～15：00 日曜 休館

電子書籍（LibrariE）

貸出 借りたい本をもってカウンターまで

図書 5冊 2週間 （延長1週間）

ライトノベル・人気本・新刊 5冊 1週間（延長なし）

雑誌 5冊 1週間

電子書籍（LibrariE）5冊 2週間

※ID/PW発行しています 詳しくは司書カウンターまで

返却

司書コーナー か 返却BOX

（各階ティーチャーズコーナーのカウンターに設置）

返却できます

本の配置

日本十進分類法に基づき大まかに階ごとに分類が分けられています

1階 Port W(Wil) 総記・文学・辞書 文庫本 A行 ライトノベル

岩波ジュニア新書

2階 Port G(Global) 哲学・歴史・言語 文庫本 K・G・S・T・D行

3階 Port S(Science) 自然科学・社会科学 文庫本 N・H・B行

なるにはシリーズ

4階 Port I(Information Technology) 技術・産業・芸術

文庫本 M・Y・R・W行


