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人工知能 : AIの基礎から知的探索へ
/ 趙強福, 樋口龍雄著. -- 共立出版, 2017.7.

情報科学 ４階固定一般
007.13||CY
O

2646081

Rによるやさしいテキストマイニング
/ 小林雄一郎著 ; [本編], 機械学習編. -- オーム社, 2017.2-.

情報科学 ４階固定一般 007.6||KOB 2646561

革命のファンファーレ : 現代のお金と広告
/ 西野亮廣著. -- 幻冬舎, 2017.10.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159.4||NIS 2645734

頑張りすぎな人がまだ知らない勝手に幸せがつづく方法
/ 大木ゆきの著. -- 大和書房, 2017.10.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||OKI 2646285

世界最古の物語 : バビロニア・ハッティ・カナアン
/ Th・H・ガスター著 ; 矢島文夫訳. -- 平凡社, 2017.9. -- (東洋文庫
; 884).

神話.神話
学

３階固定一般
164.27||GA
S

2646587

織田信長と戦国の村 : 天下統一のための近江支配
/ 深谷幸治著. -- 吉川弘文館, 2017.12. -- (歴史文化ライブラリー ;
457).

日本史 ３階固定一般 210.47||FUK 2646331

もしも坂本竜馬がヤンキー高校の転校生だったなら
/ 井上ミノル著. -- 創元社, 2017.7.

日本史 ３階固定一般 210.58||INO 2645904

古代上毛野をめぐる人びと
/ 関口功一著. -- 岩田書院, 2013.12.

関東地方 ３階固定一般 213.3||SEK 2645807

古代上毛野の地勢と信仰
/ 関口功一著. -- 岩田書院, 2013.8.

関東地方 ３階固定一般 213.3||SEK 2645815

上毛野の古代農業景観
/ 関口功一著. -- 岩田書院, 2012.8.

関東地方 ３階固定一般 213.3||SEK 2645823

独裁君主の登場宋の太祖と太宗
/ 竺沙雅章著. -- 清水書院, 2017.8. -- (新・人と歴史拡大版 ; 20).

中国 ３階固定一般
222.053||CH
I

2646498

司馬遷と『史記』の成立
/ 大島利一著. -- 清水書院, 2017.8. -- (新・人と歴史拡大版 ; 19).

個人伝記 ３階固定一般 289.2||OSH 2646501

最新世界大地図.
-- 小学館クリエイティブ. a.

地理.地誌.
紀行

３階固定参考
290.38||SY
O

2646714

新着図書のご案内
2017年12月1日～12月15日
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日本問答
/ 田中優子, 松岡正剛著. -- 岩波書店, 2017.11. -- (岩波新書 ; 新
赤版 1684).

論文集.評
論集.講演
集

４階新書架 304||TAN 2645671

ダーク・マネー : 巧妙に洗脳される米国民
/ ジェイン・メイヤー著 ; 伏見威蕃訳. -- 東洋経済新報社, 2017.2.

政治史・事
情

３階固定一般
312.53||MA
Y

2646609

まちをひらく技術 : 建物・暮らし・なりわい : 地域資源の一斉公開
/ オープンシティ研究会著. -- 学芸出版社, 2017.9.

地方自治.
地方行政

３階固定一般 318.7||OKA 2646404

スノーデンが語る「共謀罪」後の日本 : 大量監視社会に抗するため
に
/ 軍司泰史著. -- 岩波書店, 2017.12. -- (岩波ブックレット ; No.
976).

刑法.刑事
法

３階固定一般
326.81||GU
N

2646161

倒産法
/ 三上威彦著. -- 信山社, 2017.7. -- (法律学講座).

司法.訴訟
手続法

３階固定一般 327.3||MIK 2646511

家族と国籍 : 国際化の安定のなかで
/ 奥田安弘著. -- 明石書店, 2017.7.

国際法 ３階固定一般
329.91||OK
U

2645874

GDP統計を知る : 大きく変わった国民経済計算
/ 中村洋一著. -- 日本統計協会, 2017.6.

経済学.経
済思想

３階固定一般 331.86||NAK 2645891

技術力で勝る日本が、なぜ事業で負けるのか : 画期的な新製品が
惨敗する理由
/ 妹尾堅一郎著. -- ダイヤモンド社, 2009.7.

経営管理 ３階固定一般 336.17||SEN 2646111

結果を引き出す大人のほめ言葉
/ 西村貴好著. -- 同文舘出版, 2017.10. -- (DO BOOKS).

経営管理 ３階固定一般 336.4||NIS 2646633

会計学の誕生 : 複式簿記が変えた世界
/ 渡邉泉著. -- 岩波書店, 2017.11. -- (岩波新書 ; 新赤版 1687).

経営管理 ４階新書架 336.9||WAT 2645701

新しい時代のお金の教科書
/ 山口揚平著. -- 筑摩書房, 2017.12. -- (ちくまプリマー新書 ; 290).

貨幣.通貨 ３階新書架 337||YAM 2646358

メディア不信 : 何が問われているのか
/ 林香里著. -- 岩波書店, 2017.11. -- (岩波新書 ; 新赤版 1685).

社会学 ４階新書架
361.453||HA
Y

2645688
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ことばの温度 : ちょっとプラスすれば人生が変わる
/ さかいちよみ。著. -- ブイツーソリューション, 2017.10.

社会学 ３階固定一般
361.454||SA
K

2645751

ルポ不法移民 : アメリカ国境を越えた男たち
/ 田中研之輔著. -- 岩波書店, 2017.11. -- (岩波新書 ; 新赤版
1686).

社会病理 ４階新書架 368.2||TAN 2645696

ライフデザイン学
/ 齊藤恭平 [ほか] 編. -- 第2版. -- 誠信書房, 2017.9.

社会福祉 ３階固定一般 369||SAI 2646129

学校メンタルヘルスハンドブック
/ 日本学校メンタルヘルス学会編. -- 大修館書店, 2017.9.

教育学.教
育思想

３階固定一般 371.43||NIH 2646455

いま学校に必要なのは人と予算 : 少人数学級を考える
/ 山崎洋介, ゆとりある教育を求め全国の教育条件を調べる会著. -
- 新日本出版社, 2017.9.

学校経営・
管理.学校
保健

３階固定一般 374.1||YAM 2646552

脳科学・心理学からの生徒指導・教育相談
/ 岡本泰弘著. -- 晃洋書房, 2017.7.

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

３階固定一般 375.2||OKA 2645921

「子どもがケアする世界」をケアする : 保育における「二人称的アプ
ローチ」入門
/ 佐伯胖編著. -- ミネルヴァ書房, 2017.8.

幼児・初
等・中等教
育

３階固定一般 376.11||SAE 2646595

スタディスキルズ・トレーニング : 大学で学ぶための25のスキル
/ 吉原惠子ほか著. -- 改訂版. -- 実教出版, 2017.10.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般
377.15||YO
S

2646421

大学教育再生への挑戦 : 震災の地から始まる日本人の心の革命
/ 鶴蒔靖夫著. -- IN通信社, 2017.3.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般 377.28||TSU 2645742

キャリアデザインのための自己表現 : 過去・現在・未来を結ぶバイ
オグラフィ
/ 細川英雄, 太田裕子編著. -- 東京図書, 2017.9.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般 377.9||HOS 2646668

東大合格者が実践している絶対飽きない勉強法
/ 鬼頭政人著. -- 大和書房, 2017.10.

社会教育 ３階固定一般 379.7||KIT 2646651
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和服・伝統芸能
/ 淡交社編集局編. -- 淡交社, 2017.9. -- (英訳付きニッポンの名
前図鑑).

衣食住の
習俗

３階固定一般 383.1||ICH 2646269

ニッポンの肉食 : マタギから食肉処理施設まで
/ 田中康弘著. -- 筑摩書房, 2017.12. -- (ちくまプリマー新書 ; 289).

衣食住の
習俗

３階新書架 383.81||TAN 2646341

城の科学 : 個性豊かな天守の「超」技術
/ 萩原さちこ著. -- 講談社, 2017.11. -- (ブルーバックス ; B-2038).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
038

2646315

世界の名作数理パズル100 : 推理力・直観力を鍛える
/ 中村義作著. -- 講談社, 2017.11. -- (ブルーバックス ; B-2039).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
039

2646323

D加群
/ 竹内潔著 ; 新井仁之 [ほか] 編. -- 共立出版, 2017.8. -- (共立講
座 数学の輝き ; 11).

数学 ４階固定一般 410.8||TAK 2646137

情報理論のための数理論理学
/ 板井昌典著. -- 共立出版, 2017.8. -- (数学のかんどころ ; 31).

数学 ４階固定一般 410.96||ITA 2646153

複素数と複素数平面 : 幾何への応用
/ 桑田孝泰, 前原濶著. -- 共立出版, 2017.8. -- (数学のかんどころ
; 33).

代数学 ４階固定一般 411.2||KUW 2646145

弱点克服大学生の微積分
/ 江川博康著. -- 東京図書, 2005.12.

解析学 ４階固定一般 413.3||EGA 2646676

古典的名著に学ぶ微積分の基礎
/ 高瀬正仁著. -- 共立出版, 2017.8.

解析学 ４階固定一般 413.3||TAK 2646391

演習しよう振動・波動 : これでマスター!学期末・大学院入試問題
/ 引原俊哉著. -- 数理工学社 (発行). -- (ライブラリ物理の演習し
よう ; 6).

振動学.音
響学

４階固定一般 424||HIK 2646234

光の属性・干渉・回折
/ 安藤幸司著. -- 産業開発機構映像情報インダストリアル編集部,
2007.6. -- (映像情報の本 . 光と光の記録 ; 光編 ; その2).

光学 ４階固定一般 425||AND 2645793
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構造物性物理とX線回折
/ 若林裕助著. -- 丸善出版, 2017.9.

物性物理
学

４階固定一般 428.4||WAK 2646251

ミュオグラフィ : ピラミッドの謎を解く21世紀の鍵 = Muography
/ 田中宏幸, 大城道則著. -- 丸善出版, 2017.9.

原子物理
学

４階固定一般 429.6||TAN 2645866

発光する生物の謎
/ マーク・ジマー著 ; 近江谷克裕訳. -- 西村書店, 2017.8. -- (生命
ふしぎ図鑑).

物理化学.
理論化学

４階固定一般 431.54||ZIM 2646102

多波長銀河物理学
/ Alessandro Boselli著 ; 竹内努訳. -- 共立出版, 2017.7.

恒星.恒星
天文学

４階固定一般 443.6||BOS 2645939

キノコとカビの生態学 : 枯れ木の中は戦国時代
/ 深澤遊著 ; 大園享司コーディネーター. -- 共立出版, 2017.7. --
(共立スマートセレクション = Kyoritsu smart selection ; 19).

藻類. 菌類 ４階固定一般 474.7||FUK 2645858

バグる脳 : 脳はけっこう頭が悪い
/ ディーン・ブオノマーノ著 ; 柴田裕之訳. -- 河出書房新社,
2012.12.

基礎医学 ４階固定一般
491.371||SH
I

2646366

くすりと薬理 : 臨床工学テキスト
/ 海本浩一編著 ; 岩谷博次著. -- 東京電機大学出版局, 2017.9.

基礎医学 ４階固定一般 491.5||UMI 2646439

老いない人は何を食べているか
/ 松生恒夫著. -- 平凡社, 2017.9. -- (平凡社新書 ; 854).

内科学 ４階固定一般
493.46||MA
T

2646218

成功をつかむ強運な体のつくり方
/ 鈴木登士彦著. -- 大和書房, 2017.9.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般 498.3||SUZ 2646641

脳が冴える最高の習慣術 : 3週間で「集中力」と「記憶力」を取り戻
す
/ マイク・ダウ著 : 坂東智子訳. -- 大和書房, 2017.10.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般
498.39||DO
W

2646293

休む技術
/ 西多昌規著. -- 大和書房, 2017.9. -- (だいわ文庫 ; 260-4A).

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

３階文庫架 498.39||NIS 2646625

特許を取ろう! : 技術者・研究者へ贈るコツとテクニック
/ 宮保憲治, 岡田賢治共著. -- 東京電機大学出版局, 2017.9.

研究法.指
導法.技術
教育

４階固定一般 507.23||MIY 2646382



書籍名/著者名--出版名，出版年--シリーズ名（ある場合） 分類名 配置場所 ラベル番号 登録番号

新着図書のご案内
2017年12月1日～12月15日

土木遺産 : 世紀を越えて生きる叡智の結晶
/ 建設コンサルタンツ協会『Consultant』編集部編 ; [1] ヨーロッパ編
- 5 ヨーロッパ編2, オリエント編. -- ダイヤモンド社, 2005.6-.

建設工学.
土木工学

４階固定一般 510.2||KEN 2645785

図説わかる水理学
/ 井上和也編 ; 東良慶 [ほか] 著. -- 改訂版. -- 学芸出版社,
2017.9.

河海工学.
河川工学

４階固定一般 517.1||INO 2646471

持続可能な未来のための知恵とわざ : ローマクラブメンバーとノー
ベル賞受賞者の対話
/ 林良嗣, 中村秀規編 ; エルンスト・フォン・ワイツゼッカー[ほか著].
-- 明石書店, 2017.7. -- (名古屋大学環境学叢書 ; 5).

公害.環境
工学

４階固定一般 519.04||HAY 2646447

環境影響評価 : 特集
/ 大塚直責任編集. -- 信山社, 2017.7. -- (環境法研究 / 大塚直責
任編集 = Kankyoho-kenkyu / edited by T.Otsuka ; 第6号).

公害.環境
工学

４階固定一般
519.12||OT
S

2646412

法学・経済学・自然科学から考える環境問題
/ 青木淳一 [ほか] 著. -- 慶應義塾大学出版会, 2017.8.

公害.環境
工学

４階固定一般 519||AOK 2646226

地球環境問題がよくわかる本
/ 浦野紘平, 浦野真弥共著. -- オーム社, 2017.8.

公害.環境
工学

４階固定一般 519||URA 2645882

GA DOCUMENT
/ 二川由夫編集 ; 140 - 144. -- A.D.A.Edita Tokyo, 2017.1-.

建築学 ４階固定大型
520.8||GAD|
|(42)

2646196

JIA建築年鑑 ; 10 : 2014, 11 : 2015, 12 : 2016.
-- 日本建築家協会, 2015.5-.

建築学 ４階固定一般
520.87||NIH|
|2016

2645769

ヴォーリズ建築図面集
/ [ヴォーリズ作図] ; 一粒社ヴォーリズ建築事務所編. -- 創元社,
2017.8.

建築学 ４階集密大型
520.87||VO
R

2646722

安藤忠雄建築家と建築作品 = Ando architect and architecture
/ 安藤忠雄, 松葉一清共著. -- 鹿島出版会, 2017.10.

西洋の建
築.その他
の様式の
建築

４階固定一般 523.1||AND 2646692

安藤忠雄 : 挑戦する建築家
/ 松葉一清監修. -- 平凡社, 2017.10. -- (別冊太陽 . 日本のこころ
; 255).

西洋の建
築.その他
の様式の
建築

４階固定一般 523.1||MAT 2646706

建築構造設計・解析入門 : Fortran解析プログラム付
/ 藤井大地, 松本慎也著. -- 丸善出版, 2017.8.

建築構造 ４階固定一般 524.1||FUJ 2646242
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GA HOUSES : 世界の住宅 ; 151 - 155.
-- A.D.A.EDITA Tokyo, 2017.

住宅建築 ４階固定一般
527||GAH||(
52)

2646188

東電原発裁判 : 福島原発事故の責任を問う
/ 添田孝史著. -- 岩波書店, 2017.11. -- (岩波新書 ; 新赤版 1688).

発電 ４階新書架 543.5||SOE 2645718

21世紀の太陽光発電 : テラワット・チャレンジ
/ 荒川裕則著. -- コロナ社, 2017.12. -- (シリーズ21世紀のエネル
ギー / 日本エネルギー学会編 ; 12).

発電 ４階固定一般 543.8||ARA 2646463

ファッションビジネスの進化 : 多様化する顧客ニーズに適応する,生
き抜くビジネスとは何か
/ 大村邦年著. -- 晃洋書房, 2017.3. -- (阪南大学叢書 ; 109).

その他の
雑工業

４階固定一般 589.2||OMU 2645841

ミルク日記 : 毎日を元気に過ごすためのミルクの本
/ チーム・ミルクジャパン著 ; 寄藤文平アートディレクション. -- ポプ
ラ社, 2017.10.

食品.料理 ４階固定一般 596||YOR 2645726

住み継がれる集落をつくる : 交流・移住・通いで生き抜く地域
/ 山崎義人, 佐久間康富編著 ; 内平隆之 [ほか著]. -- 学芸出版社,
2017.8.

農業経済 ４階固定一般
611.151||YA
M

2646099

古代日本の塩
/ 廣山堯道, 廣山謙介共著. -- 雄山閣, 2003.6.

製塩.塩業 ４階固定一般
669.021||HI
R

2646579

ブレーン : brain
/ 宣伝会議[編] ; Vol. 58 No. 1. -- 宣伝会議, 2018.1-.

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||BRA|
|'18-1

2646171

good design company特集2013-2017 水野学のブランディングデザ
イン.
-- 誠文堂新光社, 2017.12. -- (Seibundo mook . デザインノート : 最
新デザインの表現と思考のプロセスを追う ; no. 76).

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||DEZ||
(60)

2646307

ユーゲントシュティルからドイツ工作連盟へ : 世紀転換期ドイツの美
術工芸工房と教育
/ 針貝綾著. -- 九州大学出版会, 2017.9.

 工芸 ３階固定一般
750.234||HA
R

2646528

Ex-formation = エクスフォーメーション
/ 原研哉著, 武蔵野美術大学基礎デザイン学科原研哉ゼミ [著]. --
平凡社, 2017.9.

デザイン.
装飾美術

３階固定一般 757||HAR 2646536
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舞うひと : 草刈民代×古典芸能のトップランナーたち
/ 草刈民代著 ; 浅井佳代子写真. -- 淡交社, 2017.9.

舞踊.バレ
エ

３階固定一般 769.1||KUS 2646277

風姿花伝 : 現代語訳
/ 世阿弥著 ; 水野聡訳. -- PHPエディターズ・グループ.

能楽.狂言 ３階固定一般 773||ZEA 2646031

ランニング・サイエンス : 「走る」を科学する
/ ジョン・ブルーワー [ほか] 著 ; 菅しおり訳. -- 河出書房新社,
2017.10.

陸上競技 ３階固定一般 782||SUG 2645777

思想としての言語
/ 中島隆博著. -- 岩波書店, 2017.9. -- (岩波現代全書 ; 107).

言語学 ３階固定一般 801.01||NAK 2646544

ニュースがわかる基礎用語
/ 清水書院編集部編 ; 2017年版, 2018年版. -- 清水書院, 2016.9-.

語彙 ３階就職資料架 814.7||SHI 2646684

これからレポート・卒論を書く若者のために
/ 酒井聡樹著. -- 第2版. -- 共立出版, 2017.7.

文章.文体.
作文

３階固定一般 816.5||SAK 2645912

歴史会話研究入門
/ イェルク・キリアン著 ; 細川裕史訳. -- ひつじ書房, 2017.3. -- (阪
南大学翻訳叢書 ; 26).

ドイツ語 ３階固定一般 840.2||KIL 2645831

夏目漱石
/ 福田清人, 網野義紘著 ; : 新装版. -- 清水書院, 2016.8. --
(Century books . 人と作品).

日本文学 ３階固定一般
910.268||FU
K

2646201

ジゼル
/ 秋吉理香子著. -- 小学館, 2017.10.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||AKI 2646617

なりたい
/ 畠中恵著. -- 新潮社, 2017.12. -- (新潮文庫 ; 10825, は-37-15).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||HAT 2646021

刑事指導官・風間公親
/ 長岡弘樹著. -- 小学館, 2017.10. -- (教場 / 長岡弘樹著 ;
0(ZERO)).

小説.物語 ３階固定一般 913.6||NAG 2646481


