
書名 著者 出版者
1 にゃんこ四字熟語辞典 西川清史 飛鳥新社
2 鎌倉うずまき案内所 (宝島社文庫:[Cあ-23-3]) 青山美智子 宝島社
3 もしも彼女が関ケ原を戦ったら : ビジネス小説 眞邊明人 サンマーク出版
4 黒石 (新宿鮫:12) 大沢在昌 光文社
5 老害の人 内館牧子 講談社
6 栞と嘘の季節 米澤穂信 集英社
7 教誨 柚月裕子 小学館
8 頭の良い人がやっている「調べ方」究極のコツ 斉藤孝 学研プラス
9 AI・ロボットと共存の倫理 西垣通編/河島茂生 [ほか執筆] 岩波書店

10 メタバース : さよならアトムの時代 加藤直人 集英社
11 1分間プログラミング : 今すぐ書ける 板垣政樹 KADOKAWA
12 マルクス・アウレリウス : 『自省録』のローマ帝国 (岩波新書:新赤版 1954) 南川高志 岩波書店
13 言語ゲームの練習問題 (講談社現代新書:2689) 橋爪大三郎 講談社
14 ミシェル・フーコー : 権力の言いなりにならない生き方 (講談社現代新書:2690) 箱田徹 講談社
15 教会建築家・鉄川与助の生涯 : 同居の孫が見た素顔 鉄川ひろ子 海鳥社
16 ルポアメリカの核戦力 (岩波新書:新赤版 1952) 渡辺丘 岩波書店
17 現代カタストロフ論 : 経済と生命の周期を解き明かす (岩波新書:新赤版 1953) 金子勝, 児玉龍彦 岩波書店
18 アフター・アベノミクス (岩波新書:新赤版 1951) 軽部謙介 岩波書店
19 未来の年表 : 業界大変化 : 瀬戸際の日本で起きること (講談社現代新書:2688) 河合雅司 講談社
20 SDGsの推進・合理的配慮提供のための「やさしい日本語」 堀清和監著 晃洋書房
21 AI時代の教師・授業・生きる力 : これからの「教育」を探る 渡部信一編著 ミネルヴァ書房

2023年1月の新着図書情報 話題の本が入りました!!

猫の写真で学ぶ四字熟語

負けた西軍を勝たせるには!?

「検索力」を鍛えて信頼される人になろう

おじいちゃんの思い出と美しい教会



22
持続可能な社会実現に向け加速する「連帯・連携」
(東洋経済academic. SDGsに取り組む大学特集:Vol. 4)

東洋経済新報社

23 大学数学の教則 (ちくま学芸文庫:[ヤ32-1]) 矢崎成俊 筑摩書房
24 ストラング : 線形代数とデータサイエンス (世界標準MIT教科書) ギルバート・ストラング 近代科学社
25 量子力学の多世界解釈 (ブルーバックス:B-2219) 和田純夫 講談社

26
安定性・相転移・化学熱力学・重力場や量子論 第2版
(熱力学の基礎:2. Principles of thermodynamics)

清水明 東京大学出版会

27 今こそ「わかる」有機化学入門 : マンガと図解ですらすら読める! 齋藤勝裕著/保田正和イラスト SBクリエイティブ
28 人体最強の臓器皮膚のふしぎ (ブルーバックス:B-2220) 椛島健治 講談社
29 運動脳 アンデシュ・ハンセン サンマーク出版
30 機械学習を活用したマテリアルDX超入門 (マテリアルズ・インフォマティクス:2) 岩崎悠真 日刊工業新聞社
31 JIA建築年鑑 15 : 2019-2020 日本建築家協会
32 7日でおぼえるAutodesk Revit : Revit & Revit LT 2022/2021対応 阿部秀之 エクスナレッジ
33 培養肉とは何か? (岩波ブックレット:No. 1072) 竹内昌治,日比野愛子 岩波書店
34 思わずクリックしたくなるバナーデザインのきほん カトウヒカル インプレス
35 ロゴのつくりかたアイデア帖 : "いい感じ"に仕上げる65の引き出し 遠島啓介 インプレス
36 英語はもっとやさしく・短く話そう : 1分間英会話のすすめ 宮田あつこ 語研
37 森鷗外、自分を探す (岩波ジュニア新書:961) 出口智之 岩波書店

他大学のSDGs事例

シンプルで目を引くデザインとは？

あらゆるパフォーマンスを高める方法は？

読みたい本を

リクエストできます。

カウンターで希望図書申込書を

記入して提出して下さい。



＜共通＞
書名 著者 出版者

1 論点・日本史学 岩城卓二 [ほか] 編著 ミネルヴァ書房
2 日清戦争論 : 日本近代を考える足場 ("本の泉社"転換期から学ぶ歴史書シリーズ) 原田敬一 本の泉社
3 日本に「近代」到来 (高校生のための「歴史総合」入門 : 世界の中の日本・近代史:1) 浅海伸夫 藤原書店
4 戦後の世界と日本 (明日のための現代史:下巻 1948-2022) 伊勢弘志 芙蓉書房出版
5 町村合併から生まれた日本近代 : 明治の経験 (講談社選書メチエ:563) 松沢裕作 講談社

6 イラク戦争を知らない君たちへ
イラク戦争の検証を求め

るネットワーク編
あけび書房

7 ハラスメントの境界線 : セクハラ・パワハラに戸惑う男たち (中公新書ラクレ:656) 白河桃子 中央公論新社
8 「歴史総合」をつむぐ : 新しい歴史実践へのいざない 歴史学研究会編 東京大学出版会
9 731部隊全史 : 石井機関と軍学官産共同体 常石敬一 高文研

【学生用推薦図書】

【講義期間中の開館時間】

平日 8：30～20：00

土曜日 9：00～12：00

日祝日 休館

EBSCO hostの

電子ジャーナル

無料トライアル中です。
（学内アクセスのみ）

ぜひご利用下さい。

グループ室もあるよ
（1部屋4人まで）
換気をしながら使おう
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