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007.13/B75/
2020 000127950

ディープ・シンキング : 知のトップランナー25人が語るAIと人類の
未来

ジョン・ブロッ
クマン編/日
暮雅通訳

青土社 2階西側

007.13/SU26
/2019 000127951 動物と機械から離れて : AIが変える世界と人間の未来 菅付雅信著 新潮社 2階西側

104/O24/20
20 000127961 孤独を生き抜く哲学 小川仁志著

河出書房新
社 2階西側

114.2/MU43
/2020 000127957 死ねない時代の哲学 (文春新書:1252)

村上陽一郎
著 文藝春秋 2階西側

133/N35/20
20 000127958 現代哲学の最前線 (NHK出版新書:627) 仲正昌樹著 NHK出版 2階西側

141.93/O77/
2020 000127933 性格とは何か : より良く生きるための心理学 (中公新書:2603) 小塩真司著

中央公論新
社 2階西側

159/O65/20
20 000127960

自分の軸で生きる練習 : オックスフォード・国連で学んだ答えのな
い時代の思考法 大仲千華著 大和書房 2階西側

210.01/F93/
2020 000127983 建国神話の社会史 : 史実と虚偽の境界 (中公選書:102) 古川隆久著

中央公論新
社 2階西側

210.6/F64/2
020 000127935 民衆暴力 : 一揆・暴動・虐殺の日本近代 (中公新書:2605) 藤野裕子著

中央公論新
社 2階西側

280/MA14/2
020 000127986 ニューヨーク・タイムズが報じた100人の死亡記事

ウィリアム・
マクドナルド
編/矢羽野

河出書房新
社 2階西側

289.1/Y97/2
020 000127926

湯川秀樹の戦争と平和 : ノーベル賞科学者が遺した希望 (岩波
ブックレット:No. 1029) 小沼通二著 岩波書店 2階西側

302.21/H34/
2020 000127932

韓国社会の現在 : 超少子化、貧困・孤立化、デジタル化 (中公新
書:2602) 春木育美著

中央公論新
社 2階西側

302.279/SA9
3/2020 000127988 世界を動かすイスラエル (NHK出版新書:628) 澤畑剛著 NHK出版 2階西側

304/MU43/2
020 000127925 コロナ後の世界を生きる : 私たちの提言 (岩波新書:新赤版 1840)

村上陽一郎
編 岩波書店 2階西側

311.13/TA87
/2020 000127989

デジタル・デモクラシーがやってくる! : AIが私たちの社会を変える
んだったら、政治もそのままってわけにはいかないんじゃない?

谷口将紀, 宍
戸常寿著

中央公論新
社 2階西側

312.1/MA31
/2020 000127990 汚れた桜 : 「桜を見る会」疑惑に迫った49日

毎日新聞「桜
を見る会」取
材班著

毎日新聞出
版 2階西側

313.2/A15ji/
1/2020 000127992 自由の命運 : 国家、社会、そして狭い回廊 上

ダロン・アセ
モグル, ジェ
イムズ・A.ロ

早川書房 2階西側

313.2/A15ji/
2/2020 000127993 自由の命運 : 国家、社会、そして狭い回廊 下

ダロン・アセ
モグル, ジェ
イムズ・A.ロ

早川書房 2階西側

319.04/KR1/
2020 000127987 コロナ・ショックは世界をどう変えるか : 政治・経済・社会を襲う危機

イワン・クラ
ステフ著/山
田文訳

中央公論新
社 2階西側

319.102/KO
39/2020 000127994 子どもたちに語る日中二千年史 (ちくまプリマー新書:346) 小島毅著 筑摩書房 2階西側

326.26/G39/
2020 000127997

「深層」カルロス・ゴーンとの対話 : 起訴されれば99%超が有罪にな
る国で 郷原信郎著 小学館 2階西側

327.04/J52/
2020 000127999

暴走する検察 : 歪んだ正義と日本の劣化 (マル激トーク・オン・
ディマンド:v. 12)

神保哲生
[ほか] 著 光文社 2階西側

327.12/I96/2
020 000127998 裁判官も人である : 良心と組織の狭間で 岩瀬達哉著 講談社 2階西側

329.39/KA55
/2020 000127934 SDGs(持続可能な開発目標) (中公新書:2604) 蟹江憲史著

中央公論新
社 2階西側

332.72/D33/
2020 000127911

人間のための経済 : ニュージーランドがめざすもの (阪南大学翻
訳叢書:28)

ポール・ダル
ジール, キャ
ロライン・

晃洋書房 2階西側

336.17/B18/
2018 000127944

中小企業の「システム外注」はじめに読む本 : 2時間でざっくりつ
かむ! 坂東大輔著 すばる舎 2階西側

336.57/R79/
2018 000127946

60分でわかる!RPAビジネス最前線 : the beginner's guide to
robotic process automation

RPAビジネス
研究会著 技術評論社 2階西側

348.3/A29/2
020 000127991 私は真実が知りたい : 夫が遺書で告発「森友」改ざんはなぜ?

赤木雅子, 相
澤冬樹著 文藝春秋 2階西側

364.4/ME14
/R2/2020 000127928

診療報酬請求事務能力認定試験 : 医科 : 最新問題と受験対策
令和2年4月版

メディカル
データ制作

社会保険研
究所 1階西側就職・検定等

367.9/TA13/
2020 000127959 女と男なぜわかりあえないのか (文春新書:1265) 橘玲著 文藝春秋 2階西側
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369.37/N37/
2020 000127757 明子のピアノ : 被爆をこえて奏で継ぐ (岩波ブックレット:No.1028) 中村真人著 岩波書店 2階西側

373.4/KO94
/2020 000127912 交通遺児育英会50年史

交通遺児育
英会 2階西側大型

414.7/B32/2
020 000127914

ベクトル : 使いこなせば数学ができる 物理がわかる (Newtonライ
ト : 理系脳をきたえる!) (Newtonムック) (ニュートン別冊) (ニュート
ンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側

443.9/Z3/20
20 000127948

ゼロからわかる宇宙論 : 最新科学が描きだす138億歳の宇宙
(ニュートン別冊) (Newtonムック) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側大型

486/KO71/2
020 000127920 昆虫のとんでもない世界 (別冊太陽)

丸山宗利監
修 平凡社 2階東側大型

509.5/O67/2
016 000127945 俯瞰図から見えるIoTで激変する日本型製造業ビジネスモデル 大野治著

日刊工業新
聞社 2階東側

538.1/H57/2
020 000127913

飛行機 : 飛行機が飛べるしくみがよくわかる! (Newtonライト : 理系
脳をきたえる!) (Newtonムック) (ニュートン別冊) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側

547.48/N84/
2020 000127943

よくわかる最新IoTシステムの導入と運用 : デバイス/ネットワーク
/サーバーの3階層 (How-nual図解入門) 西村泰洋著

秀和システ
ム 2階東側

609/TA83/2
020 000127947

単位と法則大百科 : 身近な単位と重要法則がこの1冊ですべてわ
かる! (ニュートン別冊) (Newtonムック) (ニュートンムック)

ニュートンプ
レス 2階東側大型

675/H69/20
20 000127910 ブランド価値基盤の転換とブランド再構築 (阪南大学叢書:117) 平山弘著 晃洋書房 2階東側

689.4/H89/2
020 000127909

観光による課題解決 : グローバリゼーションと人口減少による歪
みを越える (阪南大学叢書:115) 堀内史朗著 晃洋書房 2階東側

726.1/D92/2
019 000127963 サブリナ

ニック・ドル
ナソ著/藤井
光訳

早川書房 1階東側漫画

726.101/SU4
6/2020 000127962 ドラえもん論 : ラジカルな「弱さ」の思想 (Ele-king books) 杉田俊介著

Pヴァイン/日
販アイ・
ピー・エス

1階東側漫画

913.6/H25/2
019 000127972 ブルー 葉真中顕著 光文社 2階東側

913.6/I85/20
20 000127975 ピカソになれない私たち 一色さゆり著 幻冬舎 2階東側

913.6/I89/20
19 000127968 きみはだれかのどうでもいい人 伊藤朱里著 小学館 2階東側

913.6/KI56/
2019 000127971 図書室 岸政彦著 新潮社 2階東側

913.6/MI13/
2019 000127969 いけない 道尾秀介著 文藝春秋 2階東側

913.6/MO45
/2019 000127976 できない相談 森絵都著 筑摩書房 2階東側

913.6/N18/2
020 000127966 緋色の残響 長岡弘樹著 双葉社 2階東側

913.6/N37/2
017 000127978 R帝国 中村文則著

中央公論新
社 2階東側

913.6/N78/2
020 000127977 終の盟約 楡周平著 集英社 2階東側

913.6/O61/2
020 000127967 ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい 大前粟生著

河出書房新
社 2階東側

913.6/O65/2
020 000127974 ドミノin上海 恩田陸著 KADOKAWA 2階東側

913.6/O67/2
020 000127979 ピュア

小野美由紀
著 早川書房 2階東側

913.6/SA95/
2019 000127973 予言の島 澤村伊智著 KADOKAWA 2階東側

913.6/SH63/
2019 000127970 地面師たち 新庄耕著 集英社 2階東側

913.6/W47ki
/1/2019 000127964 生のみ生のままで 上 綿矢りさ著 集英社 2階東側

913.6/W47ki
/2/2019 000127965 生のみ生のままで 下 綿矢りさ著 集英社 2階東側

914.68/O78/
2020 000127980 惚れるマナー

大下一真
[ほか] 著

中央公論新
社 2階東側

933.7/A94/2
020 000127981 ライフ・アフター・ライフ (海外文学セレクション)

ケイト・アトキ
ンソン著/青
木純子訳 東京創元社 2階東側

933.7/R74/2
014 000127982 プロット・アゲンスト・アメリカ : もしもアメリカが…

フィリップ・ロ
ス著/柴田元
幸訳

集英社 2階東側

　【5--】　技　術　

　【6--】　産　業　

　【7--】　芸　術　

　【9--】　文　学　

　【4--】　自然科学


