
通番 請求記号
1 B092.35-56
2 B092.2-124
3 B092.2-236
4 B092.2-238
5 B092.2-239
6 B092.52-18
7 B092.72-7
8 B092.2-189
9 B092.2-255
10 B092.2-125

通番 請求記号
11 B834-158
12 B835-462
13 B835-375.G
14 B834-163
15 B830.7-549

通番 請求記号
16 B410-320
17 B410-458

通番 請求記号
18 B413.3-403
19 B413.3-420

通番 請求記号
20 B420-197.Ba
21 B420-271

通番 請求記号
22 B015-72
23 B407-271
24 B816-151
25 B816-377.B

通番 請求記号
26 B377.9-246
27 B377.1-679.C
28 B377.1-481.C
29 B407-304
30 B377.9-259
31 B377.9-261

計　31冊

横浜文化・歴史（計10冊）

英語（計5冊）

数学（基礎学習　計2冊）

数学（微分・積分　計2冊）

数学（物理学　計2冊）

国語（文章表現、検索スキル　計4冊）

大学生の学習テクニック / 森靖雄著. -- 第3版. -- 大月書店, 2014. -- (シリーズ大学生の学びをつくる).
大学生のためのキャリアデザイン入門 / 岩上真珠, 大槻奈巳編. -- 有斐閣, 2014.

資料情報

資料情報

資料情報

資料情報

資料情報

資料情報
図書館のプロが教える「調べるコツ」 : 誰でも使えるレファレンス・サービス事例集 / 浅野高史, かながわレファレンス探検隊著. -- 柏書房, 2006.

大学新入生ハンドブック : 大学生活これだけは知っておきたい! / 世界思想社編集部編. -- 世界思想社, 2014.
大学生が出会うリスクとセルフマネジメント : 社会人へのステップ / 逸見敏郎, 山中淑江編著. -- 学苑社, 2015.
はじめての研究生活マニュアル : 解消します!理系大学生の疑問と不安 / 西澤幹雄著. -- 化学同人, 2015.
大学生学びのハンドブック : 勉強法がよくわかる! / 世界思想社編集部編. -- 3訂版. -- 世界思想社, 2015.

資料情報

学生生活（新生活　計6冊）

思考を鍛えるレポート・論文作成法 = Developing critical thinking to write papers / 井下千以子著. -- 第2版. -- 慶応義塾大学出版会, 2014.
だれも教えなかった論文・レポートの書き方 / 阪田せい子, ロイ・ラーク著. -- 総合法令出版, 1998.
科学技術文を書くための基礎知識 : 「書き言葉」って? / 深尾百合子著. -- アグネ技術センター, 2013.

大学新入生の数学 : 高校から大学へのステップアップ / 田澤義彦著. -- 東京電機大学出版局, 2008.
大学新入生のための基礎数学 / 桑野泰宏著. -- コロナ社, 2015.

大学新入生のための物理入門 / 廣岡秀明著. -- 共立出版, 2008.
やさしく学べる基礎物理 / 基礎物理教育研究会編 ; : 新装版. -- 森北出版, 2012.

サクサク読んで単位を取得サク単!微分積分 / 江見圭司, 中西祥彦著. -- 東京図書, 2014.
微分積分ノート術 / 阿原一志著. -- 東京図書, 2013.

KUヨコハマライブラリー　配架資料リスト（2017.3.27現在）

横浜謎とき散歩 : 異国情緒あふれる歴史の街を訪ねて / 谷内英伸著. -- 広済堂出版, 1998.
横浜港ものがたり : 文学にみる港の姿 / 志澤政勝著. -- 有隣堂, 2015.

TOEICテスト英文法・語彙トレーニング / 白野伊津夫著. -- 学習研究社, 2008. -- (資格・検定V books).
英熟語記憶術 : 重要5000熟語の体系的征服 / 岩田一男著. -- 筑摩書房, 2015. -- (ちくま文庫 ; [い82-3]).
総合英語Forest / 墺タカユキ [ほか] 著. -- 第7版. -- 桐原書店, 2013.
英文法のエッセンス / 江藤裕之著. -- 大修館書店, 2015.
語源でふやそう英単語 / 小池直己著. -- 岩波書店, 2010. -- (岩波ジュニア新書 ; 661).

図説横浜外国人居留地 / 横浜開港資料館, 横浜開港資料普及協会編. -- 有隣堂, 1998.
横浜山下公園 : 海辺に刻まれた街の記憶 / 横浜都市発展記念館編. -- 横浜市ふるさと歴史財団, 2016.
横浜アーカイブス : 100年前の港町風景 = Yokohama archives / 服部一景構成・文 ; Mai Hattori, Bethany Watson訳. -- 生活情報センター, 2006. -- (Archive series).
横浜浮世絵 / 横田洋一編. -- 有隣堂, 1989. -- (Yokohama Grafica).
横浜洋館散歩 : 山手とベイエリアを訪ねて. -- 淡交社, 2005.
横浜駅西口STORY : 横濱オーセンティック・パラダイス : 市民が捉えた半世紀 : 横浜CIAL50周年記念写真集 / 横浜ステーシヨンビル, 神奈川新聞社編著. -- 神奈川新聞社, 2011.
横浜ノスタルジア : 昭和30年頃の街角 : 広瀬始親写真集 / 広瀬始親 [撮影] ; 横浜開港資料館編. -- 河出書房新社, 2011.
モダン横濱案内 : modan / 吉崎雅規執筆・編集 ; 横浜都市発展記念館編. -- 横浜都市発展記念館, 2010.
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