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5人のプロに聞いた!一生モノの学ぶ技術・働く技術
/ 阿部正浩, 前川孝雄編. -- 有斐閣, 2017.10.

知識.学
問.学術

３階固定一般 002||ABE 2647427

学生のためのPython
/ 本郷健, 松田晃一著. -- 東京電機大学出版局, 2017.10.

情報科学 ４階固定一般
007.64||HO
N

2647435

大学教育と読書 : 大学生協からの問題提起
/ 玉真之介編著. -- 大学教育出版, 2017.10.

読書.読
書法

３階固定一般 019.2||TAM 2647141

世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? : 経営における「アー
ト」と「サイエンス」
/ 山口周著. -- 光文社, 2017.7. -- (光文社新書 ; 891).

人生訓.
教訓

３階固定一般 159.4||YAM 2647389

日本史年表
/ 歴史学研究会編. -- 第5版. -- 岩波書店, 2017.10.

日本史 ３階固定参考
210.032||RE
K

2647516

土木技術の古代史 / 青木敬著. -- 吉川弘文館, 2017.10. -- (歴史
文化ライブラリー ; 453).

日本史 城郭研究所 210.3||AOK 2647192

古代地方寺院の造営と景観
/ 梶原義実著. -- 吉川弘文館, 2017.11.

日本史 城郭研究所 210.3||KAJ 2647249

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 城郭研究所 210.47||FUK 2647184

幕末の海軍 : 明治維新への航跡
/ 神谷大介著. -- 吉川弘文館, 2018.1. -- (歴史文化ライブラリー ;
459).

日本史 ３階固定一般
210.58||KA
M

2647494

埋もれた江戸 : 東大の地下の大名屋敷
/ 藤本強著. -- 吉川弘文館, 2017.9. -- (読みなおす日本史).

関東地方 城郭研究所 213.61||FUJ 2647176

渤海国とは何か
/ 古畑徹著. -- 吉川弘文館, 2018.1. -- (歴史文化ライブラリー ;
458).

中国 ３階固定一般 222.5||FUR 2647486

東北の名城を歩く
/ 飯村均, 室野秀文編 ; 南東北編, 北東北編. -- 吉川弘文館,
2017.9-2017.11.

日本 城郭研究所 291.2||IIM||1 2647214

東北の名城を歩く
/ 飯村均, 室野秀文編 ; 南東北編, 北東北編. -- 吉川弘文館,
2017.9-2017.11.

日本 城郭研究所 291.2||IIM||2 2647222

甲信越の名城を歩く 長野編.
-- 仮出版者.

日本 城郭研究所 291.5||NAK 2647231
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仕事消滅 : AIの時代を生き抜くために、いま私たちにできること
/ 鈴木貴博 [著]. -- 講談社, 2017.8. -- (講談社+α新書 ; 772-1C).

経済学.
経済思想

３階固定一般 331||SUZ 2647478

統計でみる日本
/ 日本統計協会編 ; 1995 - 2018. -- 日本統計協会, 1995.5-.

日本 ３階固定参考
351||NIH||20
18

2647371

ルールを守る心 : 逸脱と迷惑の社会心理学
/ 北折充隆著. -- サイエンス社, 2017.9. -- (セレクション社会心理
学 / 安藤清志, 松井豊編集委員 ; 30).

社会学 ３階固定一般 361.4||KIT 2647401

中高保健体育の完全攻略 ; ['19年度].
-- 時事通信出版局. -- (教員採用試験専門教養Build Upシリーズ ;
4).

教育政
策.教育
制度.教
育行財政

３階資格資料架
373.7||JIJ||2
019

2647524

中学・高校保健体育
/ 東京アカデミー編 ; [2008年度] - [2019年度]. -- ティーエーネット
ワーク. -- (オープンセサミシリーズ . 教員採用試験ステップアップ
問題集 ; 8).

教育政
策.教育
制度.教
育行財政

３階資格資料架
373.7||TOK||
2019

2647532

専門教科中学理科. -- ティーエーネットワーク. -- (教員採用試験
対策ステップアップ問題集
/ 東京アカデミー編 . 2019年度5)(オープンセサミシリーズ).

教育政
策.教育
制度.教
育行財政

３階資格資料架
373.7||TOK||
2019

2647541

専門教科高校理科. -- ティーエーネットワーク. -- (教員採用試験
対策ステップアップ問題集
/ 東京アカデミー編 . 2019年度6)(オープンセサミシリーズ).

教育政
策.教育
制度.教
育行財政

３階資格資料架
373.7||TOK||
2019

2647559

養護教諭
/ 東京アカデミー編 ; [2008年度] - [2019年度]. -- ティーエーネット
ワーク. -- (オープンセサミシリーズ . 教員採用試験ステップアップ
問題集 ; 11).

教育政
策.教育
制度.教
育行財政

３階資格資料架
373.7||TOK||
2019

2647567

教職教養
/ 東京アカデミー編 ; [平成14年度] - [2019年度]. -- ティーエー
ネットワーク. -- (オープンセサミシリーズ . 教員採用試験問題集 /
東京アカデミー編 ; 1).

教育政
策.教育
制度.教
育行財政

３階資格資料架
373.7||TOK||
2019

2647575

自立へのキャリアデザイン : 地域で働く人になりたいみなさんへ
/ 旦まゆみ著. -- ナカニシヤ出版, 2017.9.

大学・高
等・専門
教育.学
術行政

３階就職資料架 377.9||DAN 2647168

日本生活史辞典
/ 木村茂光 [ほか] 編. -- 吉川弘文館, 2016.11.

風俗史.
民俗誌.
民族誌

城郭研究所 382.1||KIM 2647257
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数と図形のパズル百科
/ David Wells [著] ; 宮崎興二編訳 ; 日野雅之, 鈴木広隆訳. -- 丸
善出版, 2017.10.

数学 ４階固定一般 410.79||WEL 2647338

時系列解析
/ 柴田里程著. -- 共立出版, 2017.9. -- (統計学one point / 鎌倉稔
成 [ほか] 編 ; 4).

確率論.
数理統計
学

４階固定一般 417.6||SHI 2647321

最小二乗法・交互最小二乗法
/ 森裕一, 黒田正博, 足立浩平著. -- 共立出版, 2017.9. -- (統計学
one point / 鎌倉稔成 [ほか] 編 ; 3).

確率論.
数理統計
学

４階固定一般 417.8||MOR 2647397

昼間のパフォーマンスを最大にする正しい眠り方
/ 友野なお著. -- WAVE出版, 2017.10.

衛生学.
公衆衛
生.予防
医学

４階固定一般
498.36||TO
M

2647508

風景にさわる : ランドスケープデザインの思考法
/ 長谷川浩己著. -- 丸善出版, 2017.9.

衛生工
学.都市
工学

４階固定一般 518.8||HAS 2647621

環境工学
/ 山崎慎一編著 ; 青木哲 [ほか] 執筆. -- 実教出版, 2017.10. --
(Professional engineer library).

公害.環
境工学

４階固定一般 519||YAM 2647648

古建築を復元する : 過去と現在の架け橋 / 海野聡著. -- 吉川弘文
館, 2017.3. -- (歴史文化ライブラリー ; 444).

日本の建
築

城郭研究所 521||UNN 2647206

飛ぶ力学
/ 加藤寛一郎著. -- 東京大学出版会, 2012.12.

航空宇宙
工学

４階固定一般 538.1||KAT 2647583

例題で学ぶ航空工学 : 旅客機・無人飛行機・模型飛行機・人力飛
行機・鳥の飛行
 / 片柳亮二著. -- 成山堂書店, 2014.6.

航空宇宙
工学

４階固定一般 538||KAT 2647613

電験二種徹底マスター法規
/ 新井信夫著. -- オーム社, 2017.9.

電気工学 ３階資格資料架
540.79||AR
A

2647605

エネルギー管理士徹底マスター電気の基礎
/ 飯田芳一著. -- 改訂2版. -- オーム社, 2017.10.

電気工学 ３階資格資料架 540.79||IDA 2647451

エネルギー管理士徹底マスター電気設備及び機器
/ 大関武治著. -- 改訂2版. -- オーム社, 2017.11.

電気工学 ３階資格資料架 540.79||OZE 2647461

エネルギー管理士徹底マスター電力応用
/ 早苗勝重著. -- 改訂2版. -- オーム社, 2017.10.

電気工学 ３階資格資料架 540.79||SAN 2647443
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電験二種徹底マスター電力
 / 早苗勝重著. -- オーム社, 2017.9.

電気工学 ３階資格資料架 540.79||SAN 2647591

画像電子学会誌 : 2017年 ; CD-ROM版
/ 画像電子学会[編] ; Vol.46 (2017)No.1 - Vol.46 (2017)No.4. -- 画
像電子学会, 2017.

通信工
学.電気
通信

ＡＶ
547.89||GA
Z||46-4

2647656

木材の物理
/ 石丸優, 古田裕三, 杉山真樹編.
 -- 海青社, 2017.10. -- (木材科学講座 ; 3).

森林利
用.林産
物.木材
学

４階固定一般 657.08||ISH 2647631

ブレーン : brain
/ 宣伝会議[編] ; Vol. 58 No. 1, Vol. 58 No. 2. -- 宣伝会議, 2018.1-
.

広告.宣
伝

４階固定一般
674.3||BRA|
|'18-2

2647311

つなぎあう日々
/ 松本喜久夫著. -- 新日本出版社, 2017.10.

小説.物
語

３階固定一般 913.6||MAT 2647419


