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実践Deep Learning : PythonとTensorFlowで学ぶ次世代の機械学習
アルゴリズム
/ Nikhil Buduma著 ; 牧野聡訳. -- オライリー・ジャパン.

情報科学 ４階固定一般
007.13||BU
D

2663511

人工感情 : 善か悪か
/ 福田正治著. -- ナカニシヤ出版, 2018.2.

情報科学 ４階固定一般 007.13||FUK 2664151

機械学習 (マシンラーニング) と深層学習 (ディープラーニング) :
Pythonによるシミュレーション
/ 小高知宏著. -- オーム社, 2018.5.

情報科学 ４階固定一般
007.13||OD
A

2663848

しっかり知りたいビッグデータとAI
/ 宇野毅明, 池田亜希子著. -- 丸善出版, 2018.6. -- (丸善ライブラ
リー ; 388 . 情報研シリーズ ; 22).

情報科学 ４階文庫架
007.13||UN
O

2664003

ディープラーニング
/ 谷田部卓著. -- 創元社, 2018.3. -- (やさしく知りたい先端科学シ
リーズ ; 2).

情報科学 ４階固定一般 007.13||YAT 2664666

理工系コンピュータリテラシーの活用 : MS-Office2016対応
/ 工学院大学情報基礎教育運営委員会編 ; 加藤潔 [ほか] 著. --
共立出版, 2018.3.

情報科学 ４階固定一般 007.6||KOG 2663112

大学一年生のための情報リテラシー
/ 小棹理子編著. -- 丸善出版, 2018.3.

情報科学 ４階固定一般 007.6||OZA 2664411

詳解OpenCV3 : コンピュータビジョンライブラリを使った画像処理・認
識
/ Adrian Kaehler, Gary Bradski著 ; 松田晃一 [ほか] 訳. -- オライ
リー・ジャパン.

情報科学 ４階固定一般
007.642||KA
E

2663805

コンピュータとは何か? = What is a computer?
/ 中村克彦著. -- 東京電機大学出版局, 2018.5.

情報科学 ４階固定一般 007||NAK 2663783

退屈をぶっとばせ! : 自分の世界を広げるために本気で遊ぶ
/ Joshua Glenn & Elizabeth Foy Larsen著 ; 大網拓真, 渡辺圭介訳.
-- オライリー・ジャパン. -- (Make: Japan books).

英語 ３階固定一般 033||GLE 2663651

日刊工業新聞縮刷版 2018年 ; CD-ROM版
/ 日刊工業新聞社編 ; 1月号 - 6月号. -- 日刊工業新聞社, 2018.2-.

日本 ＡＶ
071.5||NIK||'
18-6

2663384

大学生のための知性を磨く哲学と論理40問
/ 千代島雅著. -- 晃洋書房, 2018.3.

論文集.評
論集.講演
集

３階固定一般 104||CHI 2664641

哲学のメタモルフォーゼ
/ 河本英夫, 稲垣諭編著. -- 晃洋書房, 2018.3.

論文集.評
論集.講演
集

３階固定一般 104||KAW 2664399

新着図書のご案内
2018年7月16日～7月31日
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プラトン後期的ディアレクティケー : イデアの一性と多性について
/ 松浦明宏著. -- 晃洋書房, 2018.3.

古代哲学 ３階固定一般 131.3||MAT 2664704

可能性としてのフッサール現象学 : 他者とともに生きるために
/ 浜渦辰二著. -- 晃洋書房, 2018.3.

ドイツ・
オーストリ
ア哲学

３階固定一般
134.95||HA
M

2664119

感情制御の精神生理学 : 快不快の認知的評価
/ 手塚洋介著. -- ナカニシヤ出版, 2018.2.

普通心理
学.心理各
論

３階固定一般 141.6||TEZ 2664135

言葉通りすぎる男深読みしすぎる女
/ 堀田秀吾著. -- 大和書房, 2018.4.

発達心理
学

３階固定一般 143.1||HOT 2663058

いい人病 : ゆがんだ人間関係をやめる処方箋
/ 玉川真里著. -- 大和書房, 2018.4.

臨床心理
学.精神分
析学

３階固定一般 146.8||TAM 2663066

『葉隠』の研究 : 思想の分析、評価と批判
/ 種村完司著. -- 九州大学出版会, 2018.5.

武士道 ３階固定一般 156||TAN 2663589

愛の哲学的構成
/ 伊集院利明著. -- 晃洋書房, 2018.3.

その他の
特定主題

３階固定一般 158||IJU 2664143

働き方完全無双
/ ひろゆき著. -- 大和書房, 2018.4.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159.4||HIR 2663686

大丈夫、あなたは「好き」を仕事にできるから。 : 人生のモンモン期を
するりと脱出する方法
/ 宮本佳実著. -- 大和書房, 2018.4.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159.6||MIY 2664691

いい女のしぐさ : あなたの印象を変える63の方法
/ 中谷彰宏著. -- 大和書房, 2018.4. -- (だいわ文庫 ; 135-13D).

人生訓.教
訓

３階文庫架 159.6||NAK 2664186

これからは、生き方が働き方になっていく
/ 鈴木絵里子著. -- 大和書房, 2018.4.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159.6||SUZ 2664712

やわらかい明日をつくるノート : 想像がふくらむ102の質問
/ 夏生さえり著. -- 大和書房, 2018.5.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||NAT 2664682

100の傑作で読むギリシア神話の世界 : 名画と彫刻でたどる
/ マルグリット・フォンタ著 ; 遠藤ゆかり訳. -- 創元社, 2018.3.

神話.神話
学

３階固定一般 164.31||FON 2664402
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ソヴィエト・ロシアの聖なる景観 : 社会主義体制下の宗教文化財、
ツーリズム、ナショナリズム
/ 高橋沙奈美著. -- 北海道大学出版会, 2018.2.

各教派.教
会史

３階固定一般
198.192||TA
K

2664283

刀の明治維新 : 「帯刀」は武士の特権か?
/ 尾脇秀和著. -- 吉川弘文館, 2018.8. -- (歴史文化ライブラリー ;
472).

日本史 ３階固定一般 210.5||OWA 2664623

細川忠利 : ポスト戦国世代の国づくり
/ 稲葉継陽著. -- 吉川弘文館, 2018.8. -- (歴史文化ライブラリー ;
471).

日本史 ３階固定一般 210.52||INA 2664615

アメリカ独立の光と翳
/ 今津晃著. -- 清水書院, 2018.4. -- (新・人と歴史拡大版 ; 23).

アメリカ合
衆国

３階固定一般 253.04||IMA 2663708

西洋編 ; 中東編
/ 鈴木董編著. -- 清水書院, 2017.12. -- (悪の歴史 : 隠されてきた
「悪」に焦点をあて、真実の人間像に迫る).

伝記 ３階固定一般
280.8||AKU||
1

2663716

西洋編
/ 堀越孝一編著 ; 下. -- 清水書院, 2018.4. -- (悪の歴史 : 隠されて
きた「悪」に焦点をあて、真実の人間像に迫る).

伝記 ３階固定一般
280.8||AKU||
2

2663724

忘れてはならない日本の偉人たち
/ 渡部昇一著. -- 致知出版社, 2018.4.

日本 ３階固定一般 281||WAT 2664291

世界の国旗と国章大図鑑 = Pictorial book of national flags &
emblems of the world
/ 苅安望編著. -- 5訂版. -- 平凡社, 2018.4.

系譜.家史.
皇室

３階固定参考 288.9||KAR 2663661

朝鮮半島 : 日本はどう付き合うべきか
/ 池上彰著. -- 小学館, 2018.4. -- (池上彰の世界の見方 / 池上彰
著).

政治・経
済・社会・
文化事情

３階固定一般 302.21||IKE 2664721

中国「強国復権」の条件 : 「一帯一路」の大望とリスク
/ 柯隆著. -- 慶應義塾大学出版会, 2018.4.

政治・経
済・社会・
文化事情

３階固定一般 302.22||KAR 2663732

「1日10分」から始めるSPI基本問題集
/ 柳本新二著 ; ['15年版] - ['20年版]. -- 大和書房, [2013.8]-.

研究法.指
導法.社会
科学教育

３階就職資料架
307.8||YAN||
2020

2664518

SPI最強問題集 : 「1日30分30日」完全突破!
/ 柳本新二著 ; ['10年版] - ['20年版]. -- 大和書房, [2008.9]-.

研究法.指
導法.社会
科学教育

３階就職資料架
307.8||YAN||
2020

2664526

現代台湾の政治経済と中台関係
/ 松田康博, 清水麗編著. -- 晃洋書房, 2018.3.

政治史・事
情

３階固定一般
312.224||MA
T

2664471
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没落するキャリア官僚 : エリート性の研究
/ 中野雅至著. -- 明石書店, 2018.5.

行政 ３階固定一般 317||NAK 2664577

基礎自治体マネジメント概論
/ 西川太一郎, 藁谷友紀, ホルスト・アルバッハ編. -- 三省堂,
2018.5. -- (荒川区自治総合研究所叢書).

地方自治.
地方行政

３階固定一般 318.11||NIS 2663597

入門法学 : 現代社会の羅針盤
/ 竹下賢 [ほか] 編著. -- 第5版. -- 晃洋書房, 2018.4.

法学 ３階固定一般 321||TAK 2664674

大学生のための憲法
/ 君塚正臣編 ; 辻健太 [ほか執筆]. -- 法律文化社, 2018.4.

憲法 ３階固定一般 323.01||KIM 2664275

契約法
/ 藤村和夫著. -- 信山社, 2018.3. -- (新民法基本講義).

民法 ３階固定一般 324.52||FUJ 2663864

刑事訴訟法の基本
/ 中川孝博著. -- 法律文化社, 2018.4.

司法.訴訟
手続法

３階固定一般 327.6||NAK 2664216

市場って何だろう : 自立と依存の経済学
/ 松井彰彦著. -- 筑摩書房, 2018.7. -- (ちくまプリマー新書 ; 302).

経済学.経
済思想

３階新書架
331.04||MA
T

2663228

ヨーロッパ経済とユーロ
/ 川野祐司著. -- 補訂版. -- 文眞堂, 2018.4.

経済史・事
情.経済体
制

３階固定一般 332.3||KAW 2663856

グローバリゼーション下のイギリス経済 : EU離脱に至る資本蓄積と
労働過程の変化
/ 櫻井幸男著. -- 法律文化社, 2018.3. -- (大阪経済大学研究叢書 ;
第88冊).

経済史・事
情.経済体
制

３階固定一般 332.33||SAK 2664313

人口減少を乗り越える : 縦割りを脱し、市民と共に地域で挑む
/ 藤本健太郎著. -- 法律文化社, 2018.4.

人口.土地.
資源

３階固定一般 334.31||FUJ 2664232

人口減少日本であなたに起きること
/ 河合雅司著. -- 講談社, 2018.5. -- (講談社現代新書 ; 2475 . 未
来の年表 ; 2).

人口.土地.
資源

３階新書架
334.31||KA
W

2663643

強い地元企業をつくる : 事業承継で生まれ変わった10の実践
/ 近藤清人著. -- 学芸出版社, 2018.5.

企業.経営 ３階固定一般
335.35||KO
N

2664747

最強のリーダーシップ強化訓練教科書 : インシデント・プロセス
/ 岡部泉, 松嶋清秀著. -- 鳥影社, 2018.3.

経営管理 ３階固定一般 336.3||OKA 2664501

「人たらし」のズルい交際術
/ 内藤誼人著. -- 大和書房, 2018.4. -- (だいわ文庫 ; [113-10B]).

経営管理 ３階文庫架 336.49||NAI 2664551
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日商簿記ゼミ3級問題演習
/ 蛭川幹夫ほか執筆. -- 実教出版, 2018.5.

経営管理 ３階資格資料架 336.91||HIR 2663902

日商簿記ゼミ3級教本
/ 蛭川幹夫ほか執筆. -- 実教出版, 2018.5.

経営管理 ３階資格資料架 336.91||HIR 2663911

住宅ローンのしくみがわかる本 : ビジネス図解
/ 楯岡悟朗著. -- 同文舘出版, 2018.5. -- (Do books).

金融.銀行.
信託

３階固定一般 338.74||TAT 2663627

会計検査事例100選
/ 公会計研究協会編 ; 平成23年版 - 平成30年版. -- 公会計研究
協会, 2011.6-.

財政政策.
財務行政

３階固定一般
343.8||KOU||
2018

2663211

説得力 : 社会心理学からのアプローチ
/ 今井芳昭著. -- 新世社. -- (新世ライブラリLife & Society ; 1).

社会学 ３階固定一般 361.4||IMA 2663678

「ネコ型」人間の時代 : 直感こそAIに勝る
/ 太田肇著. -- 平凡社, 2018.4. -- (平凡社新書 ; 874).

社会学 ３階固定一般 361.4||OTA 2664178

グローバル・コミュニケーション学入門
/ 中西のりこ, 仁科恭徳編著. -- 三省堂, 2018.5.

社会学 ３階固定一般 361.45||NAK 2663619

大学生からのグループ・ディスカッション入門 : ワークシート課題付
/ 中野美香著. -- ナカニシヤ出版, 2018.3.

社会学 ３階固定一般 361.45||NAK 2664097

バットマンの死 : ポスト9.11のアメリカ社会とスーパーヒーロー
/ 遠藤徹著. -- 新評論, 2018.6.

社会学 ３階固定一般 361.5||END 2663741

郊外社会の分断と再編 : つくられたまち・多摩ニュータウンのその後
/ 石田光規編著. -- 晃洋書房, 2018.4.

社会学 ３階固定一般
361.785||IS
H

2664801

生活リスクマネジメントのデザイン : リスクコントロールと保険の基本
/ 亀井克之著. -- 法律文化社, 2018.5.

生活・消費
者問題

３階固定一般 365.1||KAM 2664224

労働経済学
/ 宮本弘曉著. -- 新世社. -- (ライブラリ今日の経済学 ; 15).

労働経済.
労働問題

３階固定一般 366||MIY 2663872

高齢期のクオリティ・オブ・ライフ : 幸福感・社会的ネットワーク・市民
活動
/ 宍戸邦章著. -- 晃洋書房, 2018.3.

家族問題.
男性・女性
問題.老人
問題

３階固定一般 367.7||SHI 2664488
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自殺対策の政治学
/ 森山花鈴著. -- 晃洋書房, 2018.3. -- (南山大学学術叢書).

社会病理 ３階固定一般 368.3||MOR 2664496

サイバー攻撃の国際法 : タリン・マニュアル2.0の解説
/ 中谷和弘, 河野桂子, 黒◆UFA11◆将広著. -- 信山社, 2018.4.

社会病理 ３階固定一般 368.66||NAK 2663554

地方災害と防災福祉コミュニティ : 浅間山大噴火被災地復興・発展
の教訓
/ 川村匡由著. -- 大学教育出版, 2018.4.

社会福祉 ３階固定一般
369.021||KA
W

2664161

福祉住環境コーディネーター検定試験2級公式テキスト
/ 東京商工会議所編. -- 改訂4版. -- 東京商工会議所検定セン
ター, 2016.1.

社会福祉 ３階資格資料架 369.17||TOK 2663181

福祉住環境コーディネーター検定試験1級公式テキスト
/ 東京商工会議所編. -- 改訂4版. -- 東京商工会議所検定セン
ター, 2016.2.

社会福祉 ３階資格資料架 369.17||TOK 2663198

災害に立ち向かう人づくり : 減災社会構築と被災地復興の礎
/ 室崎益輝, 冨永良喜, 兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科
編. -- ミネルヴァ書房, 2018.5.

社会福祉 ３階固定一般 369.3||MUR 2663538

災害ボランティア入門 : 実践から学ぶ災害ソーシャルワーク
/ 山本克彦編著. -- ミネルヴァ書房, 2018.4.

社会福祉 ３階固定一般 369.3||YAM 2663521

放射能汚染はなぜくりかえされるのか : 地域の経験をつなぐ
/ 藤川賢, 除本理史編著. -- 東信堂, 2018.3.

社会福祉 ３階固定一般 369.36||FUJ 2664348

道徳教育
/ 田中マリア編著. -- ミネルヴァ書房, 2018.5. -- (Minervaはじめて
学ぶ教職 / 吉田武男監修 ; 12).

教育学.教
育思想

３階固定一般 371.6||YOS 2663449

特集NCLB法からコモンコアへ、その後の展開.
-- アメリカ教育学会, 2018.3. -- (アメリカ教育研究 ; 28号).

教育史・事
情

３階固定一般
372.53||AM
E

2664658

教職のための課題探究によるアクティブラーニング
/ 谷田信一[ほか]編. -- ナカニシヤ出版, 2018.2.

学校経営・
管理.学校
保健

３階固定一般 374.3||TAN 2664089

言葉を選ぶ、授業が変わる!
/ ピーター・H・ジョンストン著 ; 長田友紀, 迎勝彦, 吉田新一郎編訳.
-- ミネルヴァ書房, 2018.3.

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

３階固定一般 375.1||JOH 2663041
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技術科教育概論
/ 日本産業技術教育学会・技術教育分科会編. -- 九州大学出版会,
2018.4.

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

３階固定一般 375.53||NIH 2663392

なぜからはじめる保育原理
/ 池田隆英 [ほか] 編著 ; 石田裕子 [ほか] 共著. -- 改訂第2版. --
建帛社, 2018.4.

幼児・初
等・中等教
育

３階固定一般 376.1||IKE 2663422

保育する力
/ 三幸学園こども未来会議編. -- ミネルヴァ書房, 2018.3.

幼児・初
等・中等教
育

３階固定一般 376.1||YOS 2663104

人口減少社会と高校魅力化プロジェクト : 地域人材育成の教育社会
学
/ 樋田大二郎, 樋田有一郎著. -- 明石書店, 2018.4.

幼児・初
等・中等教
育

３階固定一般
376.417||HI
D

2664631

グローバル社会における日本の大学教育 : 全国大学調査からみえ
てきた現状と課題
/ 河合塾編著. -- 東信堂, 2018.3.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般
377.21||KA
W

2663491

社会人基礎力 : 大学生の社会人準備講座
/ 稲本恵子, 白井弘子, 吉浦昌子著. -- 晃洋書房, 2018.3.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階固定一般 377.9||INA 2664569

採用側のプロが書いた就職面接完全対策集
/ 菊池一志著 ; ['15年版] - ['20年版]. -- 大和書房, [2013.7]-.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階就職資料架
377.9||KIK||2
020

2664534

内定者の書き方がわかる!エントリーシート自己PR・志望動機完全対
策
/ 坂本直文著 ; ['13年版] - ['20年版]. -- 大和書房, [2011.6]-.

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階就職資料架
377.9||SAK||
2020

2664542

先生は教えてくれない就活のトリセツ
/ 田中研之輔著. -- 筑摩書房, 2018.7. -- (ちくまプリマー新書 ;
303).

大学・高
等・専門教
育.学術行
政

３階新書架 377.9||TAN 2663236

コンパス障害児の保育・教育
/ 武藤久枝, 小川英彦編著 ; 一木薫 [ほか] 共著. -- 建帛社,
2018.4.

障害児教
育

３階固定一般 378||MUT 2663465

アイヌ
/ 谷川健一, 大和岩雄編. -- 大和書房, 2018.7. -- (民衆史の遺産 /
谷川健一, 大和岩雄責任編集 ; 第13巻).

風俗史.民
俗誌.民族
誌

３階固定一般 382.1||TAN 2664739

詳論文化人類学 : 基本と最新のトピックを深く学ぶ
/ 桑山敬己, 綾部真雄編著. -- ミネルヴァ書房, 2018.4.

民族学.文
化人類学

３階固定一般 389||KUW 2663473
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心理学者が教える読ませる技術聞かせる技術 : 心を動かす、わかり
やすい表現のコツ
/ 海保博之著. -- 講談社, 2018.7. -- (ブルーバックス ; B-2064).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
064

2664585

学問の発見 : 数学者が語る「考えること・学ぶこと」
/ 広中平祐著. -- 講談社, 2018.7. -- (ブルーバックス ; B-2065).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
065

2664593

宇宙の「果て」になにがあるのか : 最新天文学が描く、時間と空間の
終わり
/ 戸谷友則著. -- 講談社, 2018.7. -- (ブルーバックス ; B-2066).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
066

2664607

大学数学これだけは : 精選1000問
/ 衛藤和文 [ほか] 共著 ; [問題集], 解答集. -- 学術図書出版社,
2018.3.

数学 ４階固定一般 410||ETO||1 2663406

大学数学これだけは : 精選1000問
/ 衛藤和文 [ほか] 共著 ; [問題集], 解答集. -- 学術図書出版社,
2018.3.

数学 ４階固定一般 410||ETO||2 2663414

教養としての数学
/ 堤裕之編著 ; 畔津憲司, 岡谷良二著. -- 増補版. -- ナカニシヤ出
版, 2018.3.

数学 ４階固定一般 410||TSU 2664101

大学1・2年生のためのすぐわかる線形代数
/ 石綿夏委也著. -- 東京図書, 2018.4.

代数学 ４階固定一般 411.3||ISH 2663546

大学1・2年生のためのすぐわかる微分積分
/ 石綿夏委也著. -- 東京図書, 2018.4.

解析学 ４階固定一般 413.3||ISH 2663601

暗号と乱数 : 乱数の統計的検定
/ 藤井光昭著. -- 共立出版, 2018.4. -- (統計学one point / 鎌倉稔
成 [ほか] 編 ; 7).

確率論.数
理統計学

４階固定一般 417.6||FUJ 2663571

工学系学生のための数学物理学演習
/ 橋爪秀利著. -- 共立出版, 2018.3.

理論物理
学

４階固定一般 421.5||HAS 2663171

自然からの贈り物
/ 上村大輔編. -- 東京化学同人, 2018.7. -- (科学のとびら ; 64 . 天
然物の化学 ; 2).

天然物質
の化学

４階固定一般 439||UEM 2663996

キャンベル生物学
/ Lisa A. Urry [ほか著] ; 池内昌彦 [ほか訳]. -- 丸善出版, 2018.3.

生物科学.
一般生物
学

４階固定一般 460||URR 2664038

時をあやつる遺伝子
/ 松本顕著. -- 岩波書店, 2018.7. -- (岩波科学ライブラリー ; 275).

遺伝学 ４階固定一般 467||MAT 2663368
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基礎から学べる菌類生態学
/ 大園享司著. -- 共立出版, 2018.3.

藻類. 菌類 ４階固定一般 474.7||OSO 2663147

学生と考える生命倫理
/ 金子章道 [ほか] 編. -- 第2版. -- ナカニシヤ出版, 2018.3.

医学 ４階固定一般 490.15||KAN 2664241

標準X線CT画像計測
/ 市川勝弘, 村松禎久共編. -- 改訂2版. -- オーム社, 2018.4. --
(放射線技術学スキルUPシリーズ).

臨床医学.
診断・治療

４階固定一般 492.43||ICH 2663813

新たな恐怖に備える. -- 丸善出版, 2018.5. -- (人類と感染症の歴史
/ 加藤茂孝著 ; 続).

内科学 ４階固定一般 493.8||KAT 2663503

いつでもどこでも目がよくなる小さな習慣
/ 今野清志著. -- 大和書房, 2018.5. -- (だいわ文庫 ; 370-1A).

眼科学.耳
鼻咽喉科
学

３階文庫架
496.42||KO
N

2663635

医療系のための情報リテラシー : Windows 10・Office 2016対応
/ 佐藤憲一, 川上準子編 ; 佐藤憲一 [ほか] 著. -- 共立出版,
2018.4.

薬学 ４階固定一般 499.07||SAT 2663457

自然エネルギーのソーシャルデザイン : スマートコミュニティの水系
モデル
/ 大内秀明, 吉野博, 増田聡編著. -- 鹿島出版会, 2018.4.

工業基礎
学

４階固定一般 501.6||OUC 2664305

アーティファクトデザイン
/ 椹木哲夫編 ; 椹木哲夫 [ほか] 著. -- 共立出版, 2018.4. -- (京都
大学デザインスクールテキストシリーズ = Kyoto University design
school text series ; 3).

工業基礎
学

４階固定一般 501.8||SAW 2663899

デザイン科学概論 : 多空間デザインモデルの理論と実践
/ 加藤健郎, 佐藤弘喜, 佐藤浩一郎編著. -- 慶応義塾大学出版会,
2018.3.

工業基礎
学

４階固定一般
501.83||MA
T

2663139

土木工学
/ 土木工学編集委員会編. -- 丸善出版, 2018.3. -- (理工系の基礎).

建設工学.
土木工学

４階固定一般 510||DOB 2664046

琵琶湖水域圏の可能性 : 里山学からの展望
/ 牛尾洋也, 吉岡祥充, 清水万由子編著. -- 晃洋書房, 2018.3.

河海工学.
河川工学

４階固定一般
517.216||US
H

2664811

エコロジカル・デモクラシー : まちづくりと生態的多様性をつなぐデザ
イン
/ ランドルフ・T・ヘスター著 ; 土肥真人訳. -- 鹿島出版会, 2018.4.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||HES 2663163

環境計量士試験騒音振動・共通攻略問題集
/ 川村康文, 三好康彦共著. -- オーム社, 2018.1.

公害.環境
工学

３階資格資料架
519.15||KA
W

2663261
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公害防止管理者試験水質関係攻略問題集
/ 三好康彦著 ; 2013-2014年版 - 2018-2019年版. -- オーム社,
2013.4.

公害.環境
工学

３階資格資料架
519.15||MIY|
|'18-'19

2663252

一般計量士・環境計量士国家試験問題解答と解説 : 法規・管理〈計
量関係法規/計量管理概論〉
/ 日本計量振興協会編 ; 平成27年◆UFF5E◆29年. -- コロナ社,
2017.12.

公害.環境
工学

３階資格資料架
519.15||NIH|
|'15-'17

2663279

社会安全学入門 : 理論・政策・実践
/ 関西大学社会安全学部編. -- ミネルヴァ書房, 2018.4.

公害.環境
工学

４階固定一般 519.9||KAN 2664054

建築を見つめて、都市に見つめられて
/ 石田潤一郎著 ; 中川理編. -- 鹿島出版会, 2018.4.

建築学 ４階固定一般 520.4||ISH 2663155

スタンダード二級建築士
/ 建築資格試験研究会編著 ; 2005年版 - 2018年版. -- 学芸出版
社, 2005.1-.

建築学 ３階資格資料架
520.79||KEN
||2018

2664062

NIIZEKI STUDIO建築設計図集
/ 新関謙一郎著. -- オーム社, 2018.5.

建築学 ４階固定一般 520.87||NIZ 2663821

現代建築理論序説 : 1968年以降の系譜
/ ハリー・F・マルグレイヴ, デイヴィッド・グッドマン著 ; 澤岡清秀監
訳. -- 鹿島出版会, 2018.5.

西洋の建
築.その他
の様式の
建築

４階固定一般
523.07||MA
R

2664321

住宅設計のプロが必ず身につける建築のスケール感
/ 中山繁信, 傳田剛史, 片岡菜苗子共著. -- オーム社, 2018.4.

住宅建築 ４階固定一般 527.1||NAK 2663767

GA HOUSES : 世界の住宅 ; 156 - 159.
-- A.D.A.EDITA Tokyo, 2018.

住宅建築 ４階固定大型
527||GAH||(
56)

2664887

小さなエネルギーで豊かに暮らせる住まいをつくる : エネルギー半
減をめざす1985アクション
/ 野池政宏著. -- 学芸出版社, 2018.5.

住宅建築 ４階固定一般 527||NOI 2664798

実践につながるインテリアデザインの基本
/ 橋口新一郎編著 ; 戸澤まり子 [ほか] 著. -- 学芸出版社, 2018.4.

建築意匠・
装飾

４階固定一般 529||HAS 2664755

電気通信主任技術者試験これなら受かる電気通信システム.
-- 改訂2版. -- オーム社, 2018.4.

通信工学.
電気通信

３階資格資料架
547.46||OH
M

2663775

Webデザイナー検定エキスパート・ベーシック公式問題集
/ Webデザイナー検定問題集編集委員会監修. -- 改訂第2版. -- 画
像情報教育振興協会(CG-ARTS), 2017.3.

通信工学.
電気通信

３階資格資料架
547.483||WE
B

2663201

IIEEJ transactions on image electronics and visual computing ; CD-
ROM版 ; Vol. 1, no. 1 (2013) - Vol. 6, no. 1(2018).
-- Institute of Image Electronics Engineers of Japan, c2013-.

通信工学.
電気通信

ＡＶ
547.89||GAZ
||2018-1

2664909
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画像電子学会誌 : 2018年 ; CD-ROM版
/ 画像電子学会[編] ; Vol.47 (2018)No.1, Vol.47 (2018)No.2. -- 画像
電子学会, 2018.

通信工学.
電気通信

ＡＶ
547.89||GAZ
||47-2

2664895

電子戦の技術
/ デビッド・アダミー著 ; 河東晴子 [ほか] 訳 ; 基礎編 - 新世代脅威
編. -- 東京電機大学出版局, 2013.4-.

兵器.軍事
工学

４階固定一般 559.6||ADA 2663791

食品とオゾンの科学 : 微生物的原因とその制御
/ 内藤茂三著. -- 増補版. -- 建帛社, 2018.4.

食品工業 ４階固定一般 588||NAI 2663881

1/5の油で5倍おいしい!フライパンでラクちん揚げもの
/ 上島亜紀著. -- 家の光協会, 2018.4.

食品.料理 ４階固定一般 596||KAM 2663091

ここまでできる!まな板いらずの絶品レシピ
/ 金丸絵里加著. -- 家の光協会, 2018.4.

食品.料理 ４階固定一般 596||KAN 2663082

うまい!味が決まる!みそ・塩・しょうゆのシンプルおかず
/ おいしい家庭おかずの会編. -- 家の光協会, 2018.5.

食品.料理 ４階固定一般 596||OIS 2663431

フランス、葡萄畑のツーリズムと観光案内所 : グランドツアーの回顧
からアジア的田園産業を展望する
/ 岩田文夫著. -- 現代図書.

果樹園芸 ４階固定一般 625.61||IWA 2663121

店長のための「スタッフが辞めないお店」の作り方
/ 松下雅憲著. -- 同文舘出版, 2018.4. -- (Do books).

商業経営.
商店

４階固定一般 673.1||MAT 2663831

ガールズグループのデザイン.
 -- 誠文堂新光社, 2018.8. -- (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. 80).

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||DEZ||
(64)

2664364

ドイツの観光学
/ アルブレヒト・シュタイネッケ著 ; 富川久美子訳. -- ナカニシヤ出
版, 2018.3. -- (広島修道大学テキストシリーズ).

観光事業 ４階固定一般
689.234||SY
U

2664267

人口減少時代のICTによる持続的成長
/ 総務省編. -- 日経印刷. -- (情報通信白書 / 総務省編 ; 平成30
年版).

通信事業
史・事情

４階固定参考
692.1||JOH||
2018

2663023

デザインあ かくほん.
 -- 金の星社, 2018.3.

グラフィッ
クデザイ
ン.図案

３階固定一般 727||NHK 2663376

世界文化遺産軍艦島
/ 小林伸一郎著. -- 金の星社, 2018.4. -- (Japan deathtopia series ;
v. 7).

写真集 ３階固定一般 748||KOB 2664071

スポーツの思想
/ 菊本智之編著 ; 前林清和, 上谷聡子著. -- 晃洋書房, 2018.4.

スポーツ.
体育

３階固定一般 780.1||KIK 2664771
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よくわかるスポーツとジェンダー
/ 飯田貴子, 熊安貴美江, 來田享子編著. -- ミネルヴァ書房, 2018.5.
-- (やわらかアカデミズム・「わかる」シリーズ).

スポーツ.
体育

３階固定一般 780.13||IDA 2663759

科学としてのメンタルトレーニング
/ 笹塲育子著. -- ナカニシヤ出版, 2018.3. -- (関西学院大学研究
叢書 ; 第193編).

スポーツ.
体育

３階固定一般 780.14||SAS 2664021

健康運動実践指導者試験筆記対策分野別&模擬問題集 :
health&exercise
/ NESTA JAPAN編著 ; 桑山純一 [ほか執筆]. -- 改訂2版. -- 日本
能率協会マネジメントセンター, 2016.11.

スポーツ.
体育

３階資格資料架 780.19||NES 2663287

スポーツマーケティング
/ 原田宗彦, 藤本淳也, 松岡宏高編著. -- 改訂版. -- 大修館書店,
2018.5. -- (スポーツビジネス叢書).

スポーツ.
体育

３階固定一般 780.9||HAR 2664763

大学スポーツの新展開 : 日本版NCAA創設と関西からの挑戦
/ 大学スポーツコンソーシアムKANSAI編. -- 晃洋書房, 2018.4. --
(ASC叢書 ; 1).

スポーツ.
体育

３階固定一般 780||DAI 2664781

鷲使い (イーグルハンター) の民族誌 : モンゴル西部カザフ騎馬鷹
狩文化の民族鳥類学
/ 相馬拓也著. -- ナカニシヤ出版, 2018.2.

釣魚. 遊猟 ３階固定一般 787.6||SOM 2664127

中検4級試験問題 : 解答と解説
/ 日本中国語検定協会編 ; 第80・81・82回 - 2018年版 第92・93・94
回. -- 白帝社, 2014.7-.

中国語 ３階固定一般
820.7||NIH||
2018

2663562

Japanese College Students' Motivasion for Reading English / Chiyo
HAYASHI[著].
-- [溪水社], c2018.

英語 ３階固定一般 830.7||HAY 2664259

English the American way : a fun ESL guide to language and culture
in the U.S.
/ Sheila MacKechnie Murtha, Jane Airey O'Connor ; : pbk.. --
Research & Education Association, c2011.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.7||MUR 2664194

はじめてでも600点ごえ!TOEIC L&Rテストスコアアップ英単語1000
/ 早川幸治著. -- 永岡書店, 2018.5.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||HAY 2664836

TOEICテスト新形式精選模試リスニング
/ 加藤優, 野村知也, 小林美和, Bradley Towle著. -- ジャパンタイム
ズ, 2017.3.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||KAT 2664879

はじめて受けるTOEIC L&Rテスト全パート完全攻略
/ 小石裕子著. -- アルク, 2018.3.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||KOI 2664844

1日1分!TOEIC L&Rテスト千本ノック!
/ 中村澄子著. -- 祥伝社, 2017.12. -- (祥伝社黄金文庫 ; [Gな7-
22]).

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||NAK 2664828
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英検準1級でる順合格問題集 : 文部科学省後援
/ [旺文社編]. -- 新試験対応版. -- 旺文社, [2017.4].

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||OB
U

2664861

いちばんわかりやすい英検2級まるごと問題集
/ 吉塚弘著. -- 高橋書店, 2018.4.

英語
ラーニングコモン
ズ

830.79||YOS 2664852

Oxford picture dictionary : monolingual
/ Jayme Adelson-Goldstein, Norma Shapiro ; : pbk, : hbk. -- 2nd ed.
-- Oxford University Press, c2008.

辞典
ラーニングコモン
ズ

833||ADE 2664208

ネイティブ英会話フレーズ集3240
/ 佐々木隆監修. -- 西東社, [2011.8].

読本.解釈.
会話

ラーニングコモン
ズ

837.8||SAS 2664381

ことば降る森
/ 井上さくら著. -- 西村書店東京出版編集部, 2018.3.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||INO 2663694

あること、ないこと
/ 吉田篤弘著. -- 平凡社, 2018.5.

小説.物語 ３階固定一般 913.6||YOS 2663481

身体と感情を読むイギリス小説 : 精神分析 : セクシュアリティ : 優生
学
/ 武田美保子著. -- 春風社, 2018.3.

英米文学 ３階固定一般 930.26||TAK 2663074


