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量子プログラミングの基礎
/ Mingsheng Ying著 ; 川辺治之訳. -- 共立出版, 2017.3.

情報科学 ４階固定一般 007.1||YIN 2630427

人工知能の創発 : 知能の進化とシミュレーション
/ 伊庭斉志著. -- オーム社, 2017.5.

情報科学 ４階固定一般 007.13||IBA 2630672

コンピュータ科学の基礎
/ 田嶋拓也, 阿部武彦著. -- 共立出版, 2017.3.

情報科学 ４階固定一般 007.6||KIM 2630613

親子でベーシック入門 : IchigoJamではじめてのプログラミング
/ 蘆田昇, 福野泰介著. -- ジャムハウス, 2015.12.

情報科学 ４階固定一般
007.64||AS
H

2629781

読書で離婚を考えた。
/ 円城塔著 : 田辺青蛙著. -- 幻冬舎, 2017.6.

読書.読書
法

３階固定一般 019.9||ENJ 2629976

異名・ニックネーム辞典
/ 杉村喜光編著. -- 三省堂, 2017.5.

日本語 ３階固定参考 031.8||SUG 2630893

ぐるぐる〓博物館
/ 三浦しをん著. -- 実業之日本社, 2017.6.

博物館 ３階固定一般
069.021||MI
U

2629712

地方紙の眼力 : 改憲・安全保障・震災復興・原発・TPP・地方創生
/ 農山漁村文化協会編. -- 農山漁村文化協会, 2017.5. -- (農文協
ブックレット ; 17).

ジャ－ナリ
ズム.新聞

３階固定一般
070.21||NO
S

2630494

哲学しててもいいですか? : 文系学部不要論へのささやかな反論
/ 三谷尚澄著. -- ナカニシヤ出版, 2017.3.

論文集.評
論集.講演
集

３階固定一般 104||MIT 2630915

鏡のなかのギリシア哲学
/ 小坂国継著. -- ミネルヴァ書房, 2017.3. -- (Minerva21世紀ライブ
ラリー ; 93).

古代哲学 ３階固定一般 131||KOS 2630958

ポテンシャル知覚心理学
/ 中村浩, 戸澤純子著. -- サイエンス社, 2017.4. -- (テキストライブ
ラリ心理学のポテンシャル ; 2).

普通心理
学.心理各
論

３階固定一般
141.27||NA
K

2630761

頭がこんがらがってうまく話せない時に試してほしい知的な伝え方
/ 出口汪著. -- 大和書房, 2017.7.

普通心理
学.心理各
論

３階固定一般 141.5||DEG 2629801

新時代のやさしいトラウマ治療 : NLP、マインドフルネス・トレーニン
グ、EFT、EMDR、動作法への招待
/ 岡本浩一, 角藤比呂志編. -- 春風社, 2017.3. -- (東洋英和女学
院大学社会科学研究叢書 ; 4).

臨床心理
学.精神分
析学

３階固定一般 146.8||KAK 2630931

可愛いお金持ち養成講座 : お金ドバーッ〓思考
/ 宮本佳実著. -- WAVE出版, 2017.5.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159.6||MIY 2630885

仕事で眠れぬ夜に勇気をくれた言葉
/ 田中和彦著. -- WAVE出版, 2017.5. -- (WAVEポケット・シリーズ ;
9).

人生訓.教
訓

３階固定一般
159.84||TA
N

2630907
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あっ!命の授業
/ ゴルゴ松本著. -- 廣済堂出版, 2015.5.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||GOL 2630176

もっと「自分のため」に生きていい! : すると、才能、自信、お金…必
要なものが必要なときにやってくる
/ ジェン・シンセロ著 : 山川紘矢訳 : 山川亜希子訳. -- 三笠書房,
2017.7.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||SIN 2629951

奈良の古社寺 : 知っておけば3倍たのしい
/ 淡交社編集局編. -- 淡交社, 2017.4. -- (淡交ムック).

寺院.僧職 ３階固定一般
185.916||TA
N

2631083

文明に抗した弥生の人びと
/ 寺前直人著. -- 吉川弘文館, 2017.7. -- (歴史文化ライブラリー ;
449).

日本史 ３階固定一般 210.2||TER 2630311

中国の近現代史をどう見るか
/ 西村成雄著. -- 岩波書店, 2017.6. -- (岩波新書 ; 新赤版 1254 .
シリーズ中国近現代史 ; 6).

中国 ４階新書架
222.077||NI
S

2629984

ある奴隷少女に起こった出来事
/ ハリエット・アン・ジェイコブズ [著] ; 堀越ゆき訳. -- 新潮社,
2017.7. -- (新潮文庫 ; 10732, シ-43-1).

個人伝記 ３階文庫架 289.3||JAC 2630291

Challenging researches in economic sciences : legal informatics,
environmental economics, economics, OR and mathematics
/ edited by Munenori Kitahara, Hiroaki Teramoto. -- Kyushu
University Press, c2017. -- (Series of monographs of
contemporary social systems solutions ; v. 8).

論文集.評
論集.講演
集

３階固定一般 304||KIT 2630575

家族と法
/ 齋藤哲著. -- 信山社編集第2部, 2017.4.

民法 ３階固定一般 324.6||SAI 2630851

経済学入門
/ 中村保, 大内田康徳編著. -- ミネルヴァ書房, 2017.3. -- (Minerva
スタートアップ経済学 ; 2).

経済学.経
済思想

３階固定一般 331||NAK 2630818

中小企業のライフサイクル : 次世代への継承
/ 中小企業庁編. -- 日経印刷, 2017.6. -- (中小企業白書 / 中小企
業庁編 ; 2017年版).

企業.経営 ３階固定参考
335.35||CH
U||2017

2630117

日本の「いい会社」 : 地域に生きる会社力
/ 坂本光司, 法政大学大学院坂本光司研究室著. -- ミネルヴァ書
房, 2017.4. -- (シリーズニッポン再発見 = Series Nippon re-
discovery ; 6).

企業.経営 ３階固定一般
335.35||SA
K

2630834

そうだ、星を売ろう : 「売れない時代」の新しいビジネスモデル
/ 永井孝尚著. -- KADOKAWA, 2016.4.

経営管理 ３階固定一般 336.1||NAG 2630273

多変量ノンパラメトリック回帰と視覚化 : Rの利用とファイナンスへの
応用
/ Jussi Klemel◆U00E4◆著 ; 竹澤邦夫, 西田喜平次, 小林凌雅訳.
-- 共立出版, 2017.3.

金融.銀行.
信託

３階固定一般 338.01||KLE 2630591
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正当性(レジティマシー)の社会心理学 : 海と草原と基地が問う「社
会的決定の権利」
/ 野波寛著. -- ナカニシヤ出版, 2017.3. -- (関西学院大学研究叢
書 ; 第188編).

社会学 ３階固定一般 361.4||NON 2630771

ポスト〈カワイイ〉の文化社会学 : 女子たちの「新たな楽しみ」を探る
/ 吉光正絵, 池田太臣, 西原麻里編著. -- ミネルヴァ書房, 2017.4.
-- (叢書現代社会のフロンティア ; 25).

社会学 ３階固定一般 361.5||MIT 2630966

地域づくりのコミュニケーション研究 : まちの価値を創造するために
/ 田中秀幸編著. -- ミネルヴァ書房, 2017.3. -- (コミュニケーショ
ン・ダイナミクス = Communication dynamics ; 1).

社会学 ３階固定一般 361.7||TAN 2630826

国際社会学入門
/ 石井香世子編. -- ナカニシヤ出版, 2017.3.

社会学 ３階固定一般 361||ISH 2630877

アラブ権威主義国家における再分配の政治 : エジプト福祉レジーム
の変容と経路依存性
/ 河村有介著. -- ミネルヴァ書房, 2017.4. -- (シリーズ・現代の福
祉国家 ; 13).

社会保障 ３階固定一般
364.024||KA
W

2631016

課題解決型授業への挑戦 : プロジェクト・ベースト・ラーニングの実
践と評価
/ 伊吹勇亮, 木原麻子編著. -- ナカニシヤ出版, 2017.4.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般
377.15||GO
T

2630801

大学生からはじめる社会人基礎力トレーニング
/ 唐沢明著. -- 丸善出版, 2017.4.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般 377.9||KAR 2631288

就職活動これだけはやってはいけない!
/ 就職試験情報研究会著 ; [2013年度版] - [2019年度版]. -- 一ツ
橋書店, [2011.7]-.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階就職資料架 377.9||MAT 2629721

若者たちの食卓 : 自己、家族、格差、そして社会
/ 外山紀子, 長谷川智子, 佐藤康一郎編著. -- ナカニシヤ出版,
2017.3.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般 377.9||TOY 2630796

人工知能時代を生き抜く子どもの育て方
/ 神野元基〔著〕. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2017.4.

社会教育 ３階固定一般 379.9||JIN 2631369

世界は数字でできている : 数の「超」活用法
/ 野口悠紀雄著. -- 新潮社, 2017.7. -- (新潮文庫 ; 10738, の-11-
9).

数学 ３階文庫架 410.4||NOG 2631229

大学で学ぶ微分積分
/ 沢田賢 [ほか] 共著. -- 増補版. -- サイエンス社, 2017.3. -- (サ
イエンスライブラリ数学 ; 32).

数学 ４階固定一般 410.8||SAW 2630991

3次元リッチフローと幾何学的トポロジー
/ 戸田正人著 ; 新井仁之 [ほか] 編. -- 共立出版, 2017.3. -- (共立
講座 数学の輝き ; 9).

数学 ４階固定一般 410.8||TOD 2630443
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演習大学院入試問題
/ 姫野俊一, 陳啓浩共著 ; 数学1 - 物理学2. -- 第3版. -- サイエン
ス社, 2015.6-.

数学 ４階固定一般 410||HIM 2630869

なるほど!とわかる線形代数
/ 松野陽一郎著. -- 東京図書, 2017.4.

代数学 ４階固定一般 411.3||MAT 2630974

線形代数の基礎講義
/ 島田伸一, 廣島文生著. -- 共立出版, 2017.4.

代数学 ４階固定一般 411.3||SHI 2630524

モーデル-ファルティングスの定理 : ディオファントス幾何からの完
全証明
/ 森脇淳, 川口周, 生駒英晃共著. -- サイエンス社, 2017.4. -- (ライ
ブラリ数理科学のための数学とその展開 ; AL1).

代数学 ４階固定一般 411.8||MOR 2630788

なるほど!とわかる微分積分
/ 松野陽一郎著. -- 東京図書, 2017.4.

解析学 ４階固定一般 413.3||MAT 2630982

フーリエ・ラプラス解析
/ 東京大学工学教程編纂委員会編 ; 加藤雄介, 求幸年著. -- 丸善
出版, 2017.3. -- (東京大学工学教程 / 東京大学工学教程編纂委
員会編 . 基礎系数学).

解析学 ４階固定一般
413.59||TO
K

2631271

必勝法の数学
/ 徳田雄洋著. -- 岩波書店, 2017.7. -- (岩波科学ライブラリー ;
263).

確率論.数
理統計学

４階固定一般 417.2||TOK 2631326

経済・経営統計入門
/ 稲葉三男, 稲葉敏夫, 稲葉和夫著. -- 第4版. -- 共立出版,
2017.3.

確率論.数
理統計学

４階固定一般 417||INA 2630559

現代数理統計学の基礎
/ 久保川達也著. -- 共立出版, 2017.4. -- (共立講座 数学の魅力 ;
11).

確率論.数
理統計学

４階固定一般 417||KUB 2630583

量子散乱理論への招待 : フェムトの世界を見る物理
/ 緒方一介著. -- 共立出版, 2017.3.

理論物理
学

４階固定一般 421.3||OGA 2630435

熱・統計力学講義ノート
/ 森成隆夫著. -- サイエンス社, 2017.3. -- (ライブラリ理学・工学系
物理学講義ノート ; 4).

熱学 ４階固定一般 426.5||MOR 2630656

いまさらエントロピー?
/ 杉本大一郎著. -- 新装復刊. -- 丸善出版, 2017.5. -- (パリティ
ブックス).

熱学 ４階固定一般
426.55||SU
G

2631296

ARPESで探る固体の電子構造 : 高温超伝導体からトポロジカル絶
縁体
/ 高橋隆, 佐藤宇史著. -- 共立出版, 2017.4. -- (基本法則から読
み解く物理学最前線 ; 16).

物性物理
学

４階固定一般 428.4||TAK 2630451

原子核物理 : 物質の究極の世界を覗く
/ Frank Close著 ; 名越智恵子訳. -- 丸善出版, 2017.4. -- (サイエ
ンス・パレット ; 033).

原子物理
学

４階固定一般 429.5||CLO 2631318
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中間子原子の物理 : 強い力の支配する世界
/ 比連崎悟著. -- 共立出版, 2017.3. -- (基本法則から読み解く物
理学最前線 ; 15).

原子物理
学

４階固定一般 429.6||HIR 2630397

いま、もう一つの素粒子論入門
/ 益川敏英著 ; パリティ編集委員会編. -- 新装復刊. -- 丸善出版,
2017.5. -- (パリティブックス).

原子物理
学

４階固定一般 429.6||MAS 2631301

宇宙には、だれかいますか? : 科学者18人にお尋ねします。
/ 縣秀彦編集. -- 河出書房新社, 2017.2.

天文学.宇
宙科学

４階固定一般 440.4||SAT 2631245

面白くて眠れなくなる天文学
/ 縣秀彦著. -- PHPエディターズ・グループ.

天文学.宇
宙科学

４階固定一般 440||AGA 2630052

ハッブル宇宙望遠鏡宇宙の絶景
/ 沼澤茂美, 脇屋奈々代著. -- 三笠書房, 2017.1. -- (知的生きか
た文庫 ; ぬ1-1 . [LIFE]).

天文学.宇
宙科学

４階固定一般 440||NUM 2630036

宇宙はなぜ「暗い」のか? : オルバースのパラドックスと宇宙の姿
/ 津村耕司著. -- ベレ出版, 2017.1.

天文学.宇
宙科学

４階固定一般 440||TSU 2630061

星空案内人になろう! : 夜空が教室。やさしい天文学入門
/ 柴田晋平ほか著. -- 技術評論社, 2007.10. -- (知りたいサイエン
ス ; 018).

実地天文
学.天体観
測法

４階固定一般 442||SHI 2630044

星空ガイド : スターウオッチングを楽しもう
/ 藤井旭企画・構成 ; 2017. -- 誠文堂新光社, 2016.12.

恒星.恒星
天文学

４階固定一般 443.8||FUJ 2630109

夜空と星の物語
/ 森山晋平編集・文 ; [正], 日本の伝説編. -- パイインターナショナ
ル, 2013-.

恒星.恒星
天文学

４階固定一般 443.8||MOR 2630087

夜空と星の物語
/ 森山晋平編集・文 ; [正], 日本の伝説編. -- パイインターナショナ
ル, 2013-.

恒星.恒星
天文学

４階固定一般 443.8||MOR 2630265

ほしぞらの探訪 : 肉眼・双眼鏡・小望遠鏡による
/ 山田卓著. -- 新装版. -- 地人書館, 2017.4.

恒星.恒星
天文学

４階固定一般 443.8||YAM 2630541

星検公式問題集3級、2級 : 星空宇宙天文検定 : 受験参考用問題と
解説160問収録
/ 星空宇宙天文検定協会編. -- 新版. -- 星空宇宙天文検定協会,
2015.4.

恒星.恒星
天文学

３階資格資料架 443||HOS 2630133

夜空と月の物語 = The tale of a night sky and moon
/ 日本星景写真協会 [ほか] 写真 ; 森山晋平編集・文. -- パイイン
ターナショナル, 2014.8.

月 ４階固定一般 446||MOR 2630095

海洋の物理学
/ 花輪公雄著. -- 共立出版, 2017.4. -- (現代地球科学入門シリー
ズ / 大谷栄治, 長谷川昭, 花輪公雄編 ; 4).

海洋学 ４階固定一般
452.12||HA
N

2630532

まちぶせるクモ : 網上の10秒間の攻防
/ 中田兼介著 ; 辻和希コーディネーター. -- 共立出版, 2017.3. --
(共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection ; 14).

節足動物 ４階固定一般
485.73||NA
K

2630486
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昆虫の行動の仕組み : 小さな脳による制御とロボットへの応用
/ 山脇兆史著 ; 巌佐庸コーディネーター. -- 共立出版, 2017.3. --
(共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection ; 13).

昆虫類 ４階固定一般 486.1||YAM 2630401

看護学生・看護職が知りたい統計学 : 問題解決への道しるべ
/ 山田覚, 井上正隆著. -- 東京図書, 2017.4.

医学 ４階固定一般
490.19||YA
M

2631059

3.11後の子どもと健康 : 保健室と地域に何ができるか
/ 大谷尚子, 白石草, 吉田由布子著. -- 岩波書店, 2017.7. -- (岩波
ブックレット ; No. 969).

内科学 ４階固定一般
493.19||OH
T

2631334

尿細胞診報告様式パリシステム
/ Dorothy L.Rosenthal, Eva M.Wojcik, Daniel F.I.Kurtycz編 ; 都築豊
徳監訳. -- 丸善出版, 2017.4.

外科学 ４階固定一般
494.92||TS
U

2631253

病院事務のための医療事務総論
/医療秘書実務 / 日本医療福祉実務教育協会監修 : 有吉澄江編
著 : 沖山圭子編著 : 岩崎充孝〔ほか〕共著. -- 建帛社, 2017.4.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般
498.163||NI
H

2630516

ゴジベリーで老けない体をつくる! : 和・洋・中のレシピ付き
/ 杏仁美友監修. -- ◆U67BB◆出版社, 2017.6. -- (エイムック ;
3725).

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般
498.38||KY
O

2631351

食品学実験書
/ 青柳康夫編著 ; 青木隆子 [ほか] 共著. -- 新版改訂. -- 建帛社,
2017.4.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般
498.53||AO
Y

2630567

研修医・医学生のための症例で学ぶ栄養学
/ 折茂英生 [ほか] 編著. -- 建帛社, 2017.3.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般 498.58||ORI 2630605

知的財産
/ 知的財産編集委員会編 ; 淺見節子 [ほか] 著. -- 丸善出版,
2017.4. -- (理工系の基礎).

研究法.指
導法.技術
教育

４階固定一般 507.2||CHI 2631261

楽しく学べる「知財」入門
/ 稲穂健市著. -- 講談社, 2017.2. -- (講談社現代新書 ; 2412).

研究法.指
導法.技術
教育

４階固定一般 507.2||INA 2629968

技術士第二次試験建設部門答案作成のテクニック : 5つの手順で
書いてみよう
/ 森谷仁著. -- オーム社, 2017.3.

建設工学.
土木工学

３階資格資料架 510.7||MOR 2630753

ここがポイント土木技術ノウハウ集
/ 前田邦夫編 ; 1, 2, 3. -- 近代図書, 1987.3-1990.5.

建設工学.
土木工学

４階固定一般 510||MAE||2 1172221

ここがポイント土木技術ノウハウ集
/ 前田邦夫編 ; 1, 2, 3. -- 近代図書, 1987.3-1990.5.

建設工学.
土木工学

４階固定一般 510||MAE||3 1172212

目でみる基礎と地盤の工学
/ 吉田巖編著. -- 技報堂出版, 1990.6.

土木力学.
建設材料

４階固定一般 511.2||YOS 1201689

モールの応力円
/ モールの応力円編集委員会編集. -- 土質工学会, 1993.8. -- (ジ
オテクノート ; 4).

土木力学.
建設材料

４階固定一般 511.3||DOS 1379976
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有効応力
/ 有効応力編集委員会編集. -- 土質工学会, 1993.1. -- (ジオテク
ノート ; 3).

土木力学.
建設材料

４階固定一般 511.3||DOS 1387596

技術手帳 : 実務に役立つ土質工学用語の解説
/ 教育関係資料編集委員会編 ; [1], 2, 3. -- 土質工学会, 1978-
1992.

土木力学.
建設材料

４階固定一般
511.3||DOS|
|2

1280775

土質力学の基礎とその応用
/ 石橋勲, ハザリカ ヘマンタ著. -- 共立出版, 2017.3.

土木力学.
建設材料

４階固定一般 511.3||ISH 2630461

コンクリートのはなし
/ 藤原忠司 [ほか] 編著 ; 1, 2. -- 技報堂出版, 1993.6.

土木力学.
建設材料

４階固定一般
511.7||FUJ||
2

1369555

セメントの常識 ; 1989, 1994.
-- セメント協会, 1989-.

土木力学.
建設材料

４階固定一般
511.71||CE
M

1481622

コンクリートの組織構造の診断
/ 鈴木一孝, 野尻陽一, 松岡康訓共著. -- 森北出版, 1993.9. -- (コ
ンクリート構造物の耐久性診断シリーズ / 小林一輔編集 ; 4).

土木力学.
建設材料

４階固定一般 511.78||SUZ 1370111

パソコンによるPC-9801シリーズ土木構造物の設計計算プログラム
/ 土木構造物設計計算プログラム研究委員会編 ; 第1集 - 第6集.
-- 山海堂, 1984.2-1988.2.

土木設計・
施工法

４階固定一般
513.1||DOB|
|3

1036301

土木計画システム分析
/ 飯田恭敬編著 ; 最適化編, 現象分析編. -- 森北出版, 1991.4-
1992.12. -- (基礎土木工学シリーズ / 赤井浩一監修 ; 22-23).

土木設計・
施工法

４階固定一般 513.1||IID 1211471

建設技術者の数学
/ 鎌谷秀男,芦田謙二共著. -- 改訂版. -- 理工図書, 1984.3.

土木設計・
施工法

４階固定一般 513.1||KAM 1661681

地盤改良のトラブルの要因とその対策
/ 地盤改良のトラブルの要因とその対策編集委員会編集. -- 土質
工学会, 1993.9. -- (トラブルと対策シリーズ ; 2).

土木設計・
施工法

４階固定一般 513.3||JIB 1793314

斜面崩壊防止工事の設計と実例 : 急傾斜地崩壊防止工事技術指
針
/ 急傾斜地崩壊防止工事技術指針作成委員会編 ; 本編, 参考編. -
- 改訂版. -- 全国治水砂防協会, 1987.

土木設計・
施工法

４階固定一般
513.3||KYU||
2

1325515

盛土の調査・設計から施工まで
/ 盛土の調査・設計から施工まで改訂編集委員会編. -- 第1回改
訂版. -- 地盤工学会, 1990.7. -- (現場技術者のための土と基礎シ
リーズ ; 4).

土木設計・
施工法

４階固定一般 513.3||MOR 1284258

杭基礎の調査・設計から施工まで
/ 杭基礎の調査・設計から施工まで改訂編集委員会編集. -- 第2
回改訂版. -- 土質工学会, 1993.5. -- (現場技術者のための土と基
礎シリーズ ; 1).

土木設計・
施工法

４階固定一般 513.4||KUI 1356801

杭・ケーソンおよび鋼管矢板基礎の設計計算例
/ 岡原美知夫[ほか]著. -- 山海堂, 1991.1. -- (土木構造物設計計
算例シリーズ ; 4).

土木設計・
施工法

４階固定一般 513.4||OKA 1921274
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現場技術者のための仮締切工の設計計算法と施工法
/ 福岡正巳〔ほか〕共編. -- 最新改訂版. -- 近代図書, 1991.11.

土木設計・
施工法

４階固定一般 513.41||FUK 1276298

現場技術者のための建設機械と施工法
/ 日本建設機械化協会編. -- 技報堂, 1966.11.

土木設計・
施工法

４階固定一般 513.8||NIH 1380907

鋼合成げた橋の設計計算例
/ 中村正平〔ほか〕著. -- 改訂. -- 山海堂, 1980.6. -- (土木構造物
設計計算例シリーズ ; 1).

土木設計・
施工法

４階固定一般 513||DOB||1 1000951

現場の疑問に答える土木技術解決ノウハウ
/ 福岡正巳編 ; Part 1 - Part 12. -- 近代図書, 1992-1998.

土木設計・
施工法

４階固定一般
513||FUK||1
0

1510312

現場の疑問に答える土木技術解決ノウハウ
/ 福岡正巳編 ; Part 1 - Part 12. -- 近代図書, 1992-1998.

土木設計・
施工法

４階固定一般
513||FUK||1
1

1488325

現場の疑問に答える土木技術解決ノウハウ
/ 福岡正巳編 ; Part 1 - Part 12. -- 近代図書, 1992-1998.

土木設計・
施工法

４階固定一般
513||FUK||1
2

1488333

現場の疑問に答える土木技術解決ノウハウ
/ 福岡正巳編 ; Part 1 - Part 12. -- 近代図書, 1992-1998.

土木設計・
施工法

４階固定一般 513||FUK||2 1329715

現場の疑問に答える土木技術解決ノウハウ
/ 福岡正巳編 ; Part 1 - Part 12. -- 近代図書, 1992-1998.

土木設計・
施工法

４階固定一般 513||FUK||2 1510231

現場の疑問に答える土木技術解決ノウハウ
/ 福岡正巳編 ; Part 1 - Part 12. -- 近代図書, 1992-1998.

土木設計・
施工法

４階固定一般 513||FUK||3 1510241

現場の疑問に答える土木技術解決ノウハウ
/ 福岡正巳編 ; Part 1 - Part 12. -- 近代図書, 1992-1998.

土木設計・
施工法

４階固定一般 513||FUK||4 1510258

現場の疑問に答える土木技術解決ノウハウ
/ 福岡正巳編 ; Part 1 - Part 12. -- 近代図書, 1992-1998.

土木設計・
施工法

４階固定一般 513||FUK||5 1510266

現場の疑問に答える土木技術解決ノウハウ
/ 福岡正巳編 ; Part 1 - Part 12. -- 近代図書, 1992-1998.

土木設計・
施工法

４階固定一般 513||FUK||6 1510274

現場の疑問に答える土木技術解決ノウハウ
/ 福岡正巳編 ; Part 1 - Part 12. -- 近代図書, 1992-1998.

土木設計・
施工法

４階固定一般 513||FUK||7 1510282

現場の疑問に答える土木技術解決ノウハウ
/ 福岡正巳編 ; Part 1 - Part 12. -- 近代図書, 1992-1998.

土木設計・
施工法

４階固定一般 513||FUK||8 1510291

現場の疑問に答える土木技術解決ノウハウ
/ 福岡正巳編 ; Part 1 - Part 12. -- 近代図書, 1992-1998.

土木設計・
施工法

４階固定一般 513||FUK||9 1510304
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平面交差の計画と設計
/ 交通工学研究会編 ; 基礎編, 応用編. -- 改訂. -- 交通工学研究
会, 1989.5-2002.7.

道路工学 ４階固定一般
514.15||KO
U

1407287

トンネルの歴史
/ 村上良丸著 ; 第1巻, 第2巻, 第3巻. -- 土木工学社, 1975-1979.

道路工学 ４階固定一般
514.9||MUR|
|2

1040294

トンネルの歴史
/ 村上良丸著 ; 第1巻, 第2巻, 第3巻. -- 土木工学社, 1975-1979.

道路工学 ４階固定一般
514.9||MUR|
|3

1040308

NATMの設計と施工実例集
/ [日本国有鉄道鉄道技術研究所]編 ; 1, 2, 3. -- 土木工学社,
1980-.

道路工学 ４階固定一般
514.9||TON|
|2

1044541

NATMの設計と施工実例集
/ [日本国有鉄道鉄道技術研究所]編 ; 1, 2, 3. -- 土木工学社,
1980-.

道路工学 ４階固定一般
514.9||TON|
|3

1044559

道路橋の横分配実用計算法
/ 高島春生著 ; 前編, 後編. -- 現代社, 1965-1966.

橋梁工学 ４階固定一般
515.1||TAK||
2

1197533

鋼桁橋の設計計算例
/ 山寺徳明[ほか]著. -- 山海堂, 1991.5. -- (土木構造物設計計算
例シリーズ ; 1).

橋梁工学 ４階固定一般
515.51||YA
M

1224565

都市の計画と設計
/ 宇於崎勝也 [ほか] 著. -- 第3版. -- 共立出版, 2017.3.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||KOJ 2630478

環境白書 : 平成29年度版/ 環境から拓く、経済・社会のイノベーショ
ン
/ 環境省編 ; 平成29年度版. -- 日経印刷. -- (環境白書/循環型社
会白書/生物多様性白書 / 環境省編 ; 平成29年版).

公害.環境
工学

４階固定参考
519||KAN||2
017

2630125

近江の古民家 : 素材・意匠
/ 石川慎治著. -- サンライズ出版, 2017.4. -- (淡海文庫 ; 57).

日本の建
築

４階固定一般 521.86||ISH 2630648

サイクル・サイエンス : 自転車を科学する
/ マックス・グラスキン著 ; 黒輪篤嗣訳. -- 河出書房新社, 2013.7.

運輸工学.
車輌.運搬
機械

４階固定一般
536.86||GL
A

2629798

宇宙ビジネス : 入門から業界動向までひと目でわかる
/ 的川泰宣監修. -- アスキー・メディアワークス. -- (図解ビジネス
情報源).

航空宇宙
工学

４階固定一般
538.09||MA
T

2630079

HAKUTO、月面を走れ
/ 袴田武史著. -- 祥伝社, 2016.4.

航空宇宙
工学

４階固定一般 538.9||HAK 2630011

宇宙からのことば
/ 毛利衛文 ; 豊田充穂絵. -- 学研プラス, 2016.12.

航空宇宙
工学

４階固定一般 538.9||MOU 2630621
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宇宙と地球を視る人工衛星100 : スプートニク1号からひまわり、
ハッブル、WMAP、スターダスト、はやぶさ、みちびきまで
/ 中西貴之著. -- ソフトバンククリエイティブ, 2010.11. -- (サイエン
ス・アイ新書 ; SIS-186).

航空宇宙
工学

４階固定一般 538.9||NAK 2630257

宇宙ロケット工学入門
/ 宮澤政文著. -- 朝倉書店, 2016.11.

航空宇宙
工学

４階固定一般 538.93||MIY 2630028

超巨大ブラックホールに迫る : 「はるか」が創った3万kmの瞳
/ 平林久作. -- 新日本出版社, 2017.2.

航空宇宙
工学

４階固定一般 538.94||HIR 2630303

電験二種二次試験の完全研究
/ 新井信夫著. -- オーム社, 2017.5.

電気工学 ３階資格資料架
540.79||AR
A

2630681

電験三種公式&用語集 : ポケット版要点整理
/ 不動弘幸著. -- 第2版. -- オーム社, 2017.4.

電気工学 ３階資格資料架
540.79||FU
D

2630631

電験三種365問の完全攻略
/ 不動弘幸著. -- オーム社, 2017.3.

電気工学 ３階資格資料架
540.79||FU
D

2630745

電験三種過去問題集 ; 2017年度版.
-- オーム社, 2017.4.

電気工学 ３階資格資料架
540.79||OH
M||2017

2630737

第一種電気工事士技能試験公表問題の合格解答 ; 2017年版.
-- オーム社, 2017.5.

送電.変電.
配電

３階資格資料架
544.07||OH
M||2017

2630711

第二種電気工事士技能試験公表問題の合格解答 ; 2017年版.
-- オーム社, 2017.3.

送電.変電.
配電

３階資格資料架
544.07||OH
M||2017

2630729

現場からの電気事故・ヒヤリハット報告 : 経験から学ぶ電気管理の
極意
/ 東京電気管理技術者協会編. -- オーム社, 2017.4.

送電.変電.
配電

４階固定一般 544||TOK 2630699

USBオーディオデバイスクラスの教科書
/ 岡村喜博著. -- オーム社, 2017.5.

通信工学.
電気通信

４階固定一般
547.33||OK
A

2630664

ns3によるネットワークシミュレーション
/ 銭飛著. -- 森北出版, 2014.1.

通信工学.
電気通信

４階固定一般
547.482||SE
N

2630151

無線ネットワークシステムのしくみ : IoTを支える基盤技術
/ 塚本和也著 ; 尾家祐二コーディネーター. -- 共立出版, 2017.3. --
(共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection ; 15).

通信工学.
電気通信

４階固定一般 547.5||TSU 2630419

第一級陸上無線技術士試験吉川先生の過去問解答・解説集 : 一
陸技
/ 吉川忠久著 ; 2016-2017年版, 2017-2018年版. -- オーム社,
2016.4-.

通信工学.
電気通信

３階資格資料架
547.507||YO
S

2630702
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Semiconductors for Photocatalysis
/ edited by Zetian Mi, Lianzhou Wang, Chennupati Jagadish. --
Academic Press, Mass.. -- (Semiconductors and semimetals ; v.
97).

電子工学 ４階固定一般
549.8||SEM|
|97

2631091

できる男になりたいなら、鏡を見ることから始めなさい。 : 会話術を
磨く前に知っておきたい、ビジネスマンのスーツ術
/ 石徹白未亜著. -- CCCメディアハウス, 2017.7.

その他の雑
工業

４階固定一般
589.214||IT
O

2630168

はじめてでもおいしく作れる魚料理 : 教えて!笠原さん
/ 笠原将弘著. -- 家の光協会, 2017.3.

食品.料理 ４階固定一般
596.35||KA
S

2631075

野崎さんに教わる野菜料理おいしさのひみつ
/ 野崎洋光著. -- 家の光協会, 2017.5.

食品.料理 ４階固定一般
596.37||NO
Z

2631041

3ステップで簡単!ご馳走山料理 = QUICK MOUNTAIN COOKING
/ 小雀陣二著 ; 永易量行写真. -- 山と溪谷社, 2017.6.

食品.料理 ４階固定一般 596.4||KOS 2629739

パンと料理 : おいしく食べる最高の組み合わせ : シニフィアンシニ
フィエ
/ 志賀勝栄著. -- 家の光協会, 2017.5.

食品.料理 ４階固定一般 596.63||SIG 2631067

珈琲女子 : 「わたしのコーヒー」の見つけ方.
-- 旭屋出版, 2017.5. -- (旭屋出版MOOK).

食品.料理 ４階固定一般 596.7||ASA 2630192

毎日がしあわせになるはちみつ生活
/ 木村幸子著. -- 主婦の友インフォス.

食品.料理 ４階固定一般 596||KIM 2629933

わたしの好きなお酢・レモンの料理
/ ワタナベマキ著. -- 家の光協会, 2017.4.

食品.料理 ４階固定一般 596||WAT 2631032

「地方創生」時代の中小都市の挑戦 : 産業集積の先駆モデル・岩手
県北上市の現場から
/ 関満博著. -- 新評論, 2017.4.

産業政策・
行政.総合
開発

４階固定一般
601.122||SE
K

2631024

バッタを倒しにアフリカへ
/ 前野ウルド浩太郎著. -- 光文社, 2017.5. -- (光文社新書 ; 883).

作物栽培.
作物学

４階固定一般 615.8||MAE 2629941

慕われる店長になるために大切なこと : 幸せな売り場をつくるねぎ
らいの技術
/ 兼重日奈子著. -- WAVE出版, 2017.5.

商業経営.
商店

３階固定一般 673.7||KAN 2630923

ブレーン : brain
/ 宣伝会議[編] ; Vol. 57 No. 1 - Vol. 57 No. 8. -- 宣伝会議,
2017.1-.

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||BRA|
|'17-8

2629852

お菓子の包み紙
/ 甲斐みのり著. -- グラフィック社, 2017.6.

マーケティ
ング

４階固定一般 675.18||KAI 2630249

ルポどうなる?どうする?築地市場 : みんなの市場をつくる
/ 永尾俊彦著. -- 岩波書店, 2017.7. -- (岩波ブックレット ; No. 968).

マーケティ
ング

４階固定一般 675.5||NAG 2631342
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琵琶湖を巡る鉄道 : 湖西線と10路線の四季
/ 清水薫著. -- サンライズ出版, 2017.5.

鉄道 ４階固定一般 686.21||SHI 2631008

モーツァルトの人生 : 天才の自筆楽譜と手紙
/ ジル・カンタグレル著 ; 博多かおる訳. -- 西村書店, 2017.4.

音楽史.各
国の音楽

３階固定一般
762.346||CA
N

2630508

柔道 : その歴史と技法
/ 藤堂良明著. -- 日本武道館.

武術 ３階固定一般 789.2||TOU 2629861

知的技法としてのコミュニケーション : 「話す力」は「生きる力」
/ 児島建次郎編著 ; 山田匡一, 寺西裕一, 都築由美著. -- ミネル
ヴァ書房, 2017.3.

言語生活 ３階固定一般 809.2||KOJ 2630842

新完全マスター読解日本語能力試験N1
/ 福岡理恵子 [ほか] 著. -- スリーエーネットワーク, 2011.8.

日本語 ３階日本語学習 810.7||FUK 2630338

マンガで学ぶ日本語上級表現使い分け100
/ 増田アヤ子著 ; 柳原満月マンガ. -- アルク, 2011.11.

日本語 ３階日本語学習 810.7||MAS 2630214

新完全マスター聴解 : 日本語能力試験N1
/ 中村かおり, 福島佐知, 友松悦子著. -- スリーエーネットワーク,
2011.5.

日本語 ３階日本語学習 810.7||NAK 2630346

ビジネス日本語 : オフィスで使える!マナーも身につく!
/ 日本映像教育社教育事業部編著 ; テキスト1, テキスト2. -- 日本
映像教育社.

日本語 ３階日本語学習
810.7||NIH||
1

2630206

新完全マスター文法日本語能力試験N1
/ 友松悦子, 福島佐知, 中村かおり著. -- スリーエーネットワーク,
2011.6.

日本語 ３階日本語学習 810.7||TOM 2630321

中級からの日本語プロフィシェンシーライティング
/ 由井紀久子 [ほか] 著. -- 凡人社, 2012.10.

日本語 ３階日本語学習 810.7||YUI 2630222

1駅1題TOEIC L&R test読解特急 : 新形式対応
/ 神崎正哉, TEX加藤, Daniel Warriner著. -- 朝日新聞出版, 2017.5.

英語 ラーニングコモンズ
830.79||KA
N

2630281

2カ月で攻略TOEIC L&Rテスト600点! : 逆算!
/ 溝口優美子, 中村信子共著. -- アルク, 2017.5. -- (残り日数逆算
シリーズ).

英語 ラーニングコモンズ830.79||MIZ 2630184

「おつかれさま」を英語で言えますか?
/ デイビッド・セイン著. -- KADOKAWA, 2017.5. -- (中経の文庫 ;
C51で).

読本.解釈.
会話

ラーニングコモンズ837.8||THA 2629747

100回泣いても変わらないので恋することにした。
/ 堀川アサコ著. -- 新潮社, 2017.7. -- (新潮文庫 ; 10742, ほ-21-
23).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HOR 2631181

ご破算で願いましては : みとや・お瑛仕入帖
/ 梶よう子著. -- 新潮社, 2017.7. -- (新潮文庫 ; 10734, か-79-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KAJ 2631202
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笹の舟で海をわたる
/ 角田光代著. -- 新潮社, 2017.7. -- (新潮文庫 ; 10731, か-38-
13).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KAK 2631113

女たちの避難所
/ 垣谷美雨著. -- 新潮社, 2017.7. -- (新潮文庫 ; 10735, か-72-2).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KAK 2631237

豆の上で眠る
/ 湊かなえ著. -- 新潮社, 2017.7. -- (新潮文庫 ; 10730, み-56-2).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||MIN 2631172

荒神
/ 宮部みゆき著. -- 新潮社, 2017.7. -- (新潮文庫 ; 10728, み-22-
31).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||MIY 2631199

月光のスティグマ
/ 中山七里著. -- 新潮社, 2017.7. -- (新潮文庫 ; 10736, な-98-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||NAK 2631121

サラバ!
/ 西加奈子著 ; 上, 下. -- 小学館, 2014.11.

小説.物語 ３階固定一般
913.6||NIS||
1

2629763

サラバ!
/ 西加奈子著 ; 上, 下. -- 小学館, 2014.11.

小説.物語 ３階固定一般
913.6||NIS||
2

2629771

渡良瀬
/ 佐伯一麦著. -- 新潮社, 2017.7. -- (新潮文庫 ; 10733, さ-28-7).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SAE 2631211

砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない
/ 桜庭一樹 [著]. -- 角川書店. -- (角川文庫 ; 15565).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SAK 2629925

モノクロの君に恋をする
/ 坂上秋成著. -- 新潮社, 2017.7. -- (新潮文庫 ; 10741, さ-88-1).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SAK 2631164

一人っ子同盟
/ 重松清著. -- 新潮社, 2017.7. -- (新潮文庫 ; 10729, し-43-26).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||SHI 2631131

とんでもない奴
/ 藤原正彦著. -- 新潮社, 2017.7. -- (新潮文庫 ; 10737, ふ-12-16
. 管見妄語 / 藤原正彦著).

評論. エッ
セイ. 随筆

３階文庫架 914.6||FUJ 2631148

恩人の思想 : わが半生追憶の人びと
/ 山折哲雄著. -- ミネルヴァ書房, 2017.2. -- (セミナー・知を究める
; 2).

評論. エッ
セイ. 随筆

３階固定一般 914.6||YAM 2630941

英国諜報員アシェンデン
/ サマセット・モーム [著] ; 金原瑞人訳. -- 新潮社, 2017.7. -- (新
潮文庫 ; 10768, モ-5-14).

小説.物語 ３階文庫架 933.7||MAU 2631156

ハリネズミの願い
/ トーン・テレヘン著 ; 長山さき訳. -- 新潮社, 2016.6.

その他のゲ
ルマン文学

３階固定一般 949.33||TEL 2629755


