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画像処理の統計モデリング : 確率的グラフィカルモデルとスパース
モデリングからのアプローチ
/ 片岡駿 [ほか] 著. -- 共立出版, 2018.11. -- (クロスセクショナル
統計シリーズ / 照井伸彦 [ほか] 編 ; 8).

情報科学 ４階固定一般 007.13||KAT 2680025

課題解決のための情報リテラシー
/ 美濃輪正行, 谷口郁生著. -- 共立出版, 2018.11.

情報科学 ４階固定一般 007.6||MIN 2679922

ニュースペックテキスト基本情報技術者
/ TAC株式会社(情報処理講座) 編著 ; 平成27年度版, 平成28年度
版, 平成30年度版. -- TAC出版, 2015.1-. -- (TAC情報処理講座).

情報科学 ３階資格資料架
007.6||TAC||
2018

2679841

初めてのProcessing
/ Daniel Shiffman著 ; 尼岡利崇訳. -- 第2版. -- オライリー・ジャパ
ン.

情報科学 ４階固定一般 007.64||SHI 2680491

研究者のコピペと捏造
/ 時実象一著. -- 樹村房, 2018.11.

著作.編集 ３階固定一般 021.5||TOK 2680289

自己犠牲とは何か : 哲学的考察
/ 田村均著. -- 名古屋大学出版会, 2018.12.

論文集.評
論集.講演
集

３階固定一般 104||TAM 2680424

情報がつなぐ世界史
/ 南塚信吾責任編集. -- ミネルヴァ書房, 2018.12. -- (MINERVA世
界史叢書 / 秋田茂 [ほか] 編集委員 ; 6).

世界史.文
化史

３階固定一般 209||MIN 2679931

徳川家康文書の研究
/ 中村孝也著 ; 上卷 : 新装版 - 下卷之2 : 新装版. -- 新訂, オンデ
マンド版. -- 吉川弘文館, 2017.11.

日本史 城郭研究所
210.52||NAK
||1

2680351

徳川家康文書の研究
/ 中村孝也著 ; 上卷 : 新装版 - 下卷之2 : 新装版. -- 新訂, オンデ
マンド版. -- 吉川弘文館, 2017.11.

日本史 城郭研究所
210.52||NAK
||2

2680361

徳川家康文書の研究
/ 中村孝也著 ; 上卷 : 新装版 - 下卷之2 : 新装版. -- 新訂, オンデ
マンド版. -- 吉川弘文館, 2017.11.

日本史 城郭研究所
210.52||NAK
||3-1

2680378
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徳川家康文書の研究
/ 中村孝也著 ; 上卷 : 新装版 - 下卷之2 : 新装版. -- 新訂, オンデ
マンド版. -- 吉川弘文館, 2017.11.

日本史 城郭研究所
210.52||NAK
||3-2

2680386

平氏が語る源平争乱
/ 永井晋著. -- 吉川弘文館, 2019.1. -- (歴史文化ライブラリー ;
479).

日本史 ３階固定一般
210.38||NA
G

2680033

フランス現代史
/ 小田中直樹著. -- 岩波書店, 2018.12. -- (岩波新書 ; 新赤版
1751).

フランス ４階新書架
235.07||OD
A

2679914

カジノミクス : 「カジノ解禁」「アベ銀行」「年金積立金バクチ」の秘密
/ 大門実紀史著. -- 新日本出版社, 2018.12.

経済史・事
情.経済体
制

３階固定一般
332.107||DA
I

2679981

ASEANの多国籍企業 : 増大する国際プレゼンス
/ 牛山隆一著. -- 文眞堂, 2018.11.

企業.経営 ３階固定一般 335.5||USH 2680475

一人の力で日経平均を動かせる男の投資哲学
/ cis著. -- KADOKAWA, 2018.12.

金融.銀行.
信託

３階固定一般
338.155||CI
S

2680262

もう一つの金融システム : 近代日本とマイクロクレジット
/ 田中光著. -- 名古屋大学出版会, 2018.12.

金融.銀行.
信託

３階固定一般 338.7||BET 2680297

保育の自由
/ 近藤幹生著. -- 岩波書店, 2018.12. -- (岩波新書 ; 新赤版 1752).

幼児・初
等・中等教
育

４階新書架 376.1||KON 2679906

生活習慣形成における幼児の社会情動的発達過程 : 相互主体的
関係を維持する葛藤に着目して
/ 平野麻衣子著. -- 風間書房, 2018.12.

幼児・初
等・中等教
育

３階固定一般 376.11||HIR 2680076

自立活動へのはじめの一歩
/ 宮崎昭著 ; 村主光子著 ; 田丸秋穂著 ; 杉林寛仁著 ; 長田実著. -
- 福村出版, 2018.12. -- (障害者のための絵でわかる動作法 ; 2).

障害児教
育

３階固定一般 378||MIY 2680459

海と陸をつなぐ進化論 : 気候変動と微生物がもたらした驚きの共進
化
/ 須藤斎著. -- 講談社, 2018.12. -- (ブルーバックス ; B-2077).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
077

2680068

今日から使える物理数学 : 難解な概念を便利な道具にする
/ 岸野正剛著. -- 普及版. -- 講談社, 2018.12. -- (ブルーバックス ;
B-2081).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
081

2680051
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免疫と「病」の科学 : 万病のもと「慢性炎症」とは何か
/ 宮坂昌之, 定岡恵著. -- 講談社, 2018.12. -- (ブルーバックス ; B-
2082).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
082

2680041

ディック・ヘスの圧倒的パズルワールド : 発想・根気・思考力で挑む
/ Dick Hess著 ; 川辺治之訳. -- 共立出版, 2018.11.

数学 ４階固定一般 410.79||HES 2679973

ゲームで大学数学入門 : スプラウトからオイラー・ゲッターまで
/ 安田健彦著 = A Glimpse into University Math Through Games. --
共立出版, 2018.12.

数学 ４階固定一般 410||YAS 2679957

マンガで一気におさらい中学数学「関数」
/ 日本数学教育学会監修 ; 金本良通, 鈴木誠編著 ; 菱山瑠子まん
が. -- オーム社, 2018.11.

解析学 ４階固定一般 413.5||NIH 2679965

工学基礎微分方程式
/ 及川正行共著 ; 永井敦共著 ; 矢嶋徹共著. -- 第2版. -- サイエン
ス社, 2018.12. -- (Key Point & Seminar ; 3).

解析学 ４階固定一般 413.6||OIK 2680432

工学のためのグラフ理論 : 基礎から応用まで
/ 上野修一著. -- 数理工学社. -- (工学のための数学 ; EKM-11).

位相数学 ４階固定一般 415.7||UEN 2679949

森林浴 : 心と体を癒す自然セラピー
/ 宮崎良文著. -- 創元社, 2018.11.

臨床医学.
診断・治療

４階固定一般 492.5||MIY 2680301

ヒトはなぜうつ病になるのか : 世界的発生生物学者のうつ病体験
/ ルイス・ウォルパート著 ; 白上純一訳. -- ミネルヴァ書房, 2018.12.

内科学 ４階固定一般
493.764||LE
W

2680408

思い出し脳活テスト : もの忘れ、認知症予防に
/ ど忘れ現象を防ぐ会著. -- WAVE出版, 2018.12.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般
498.39||DO
W

2680416

環境・設備.
-- 地人書館, 2018.12. -- (一級建築士受験講座 : 合格対策 ; 平成
31年版学科2).

建築学 ３階資格資料架
520.79||ZEN
||2019

2680505

法規.
-- 地人書館, 2018.12. -- (一級建築士受験講座 : 合格対策 ; 平成
31年版学科3).

建築学 ３階資格資料架
520.79||ZEN
||2019

2680513
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構造.
-- 地人書館, 2018.12. -- (一級建築士受験講座 : 合格対策 ; 平成
31年版学科4).

建築学 ３階資格資料架
520.79||ZEN
||2019

2680521

施工.
-- 地人書館, 2018.12. -- (一級建築士受験講座 : 合格対策 ; 平成
31年版学科5).

建築学 ３階資格資料架
520.79||ZEN
||2019

2680531

京の町家杉本家
/ 西川孟写真 ; 杉本秀太郎文 ; 中村利則解説. -- 淡交社, 2018.12.

日本の建
築

４階固定一般 521.86||NIS 2680017

SD : space design
/ SDレビュー2003事務局編 ; 2001 - 2018. -- 鹿島出版会, 2003.12-
.

建築計画
施工

４階固定一般
525.1||KAS||
2018

2679991

第1種放射線取扱主任者試験完全対策問題集 : 精選問題・出題年
別
/ 三好康彦著 ; 2015年版 - 2019年版. -- オーム社, 2014.11-.

原子力工
学

３階資格資料架
539.6||MIY||
2019

2680009

電験三種なるほど理論 : 基礎から学んで実力アップ
/ 深澤一幸著. -- オーム社, 2018.12.

電気工学 ３階資格資料架 540.79||FUK 2680327

電気事業法関係法令集
/ オーム社編 ; 19-20年版. -- オーム社, 2018.12.

電気工学 ４階固定一般
540.91||OH
M||'19-'20

2680548

大容量キャパシタ : 電気を無駄なくためて賢く使う
/ 直井勝彦, 堀洋一編著 ; 青木良康 [ほか] 共著. -- コロナ社,
2019.1. -- (シリーズ21世紀のエネルギー / 日本エネルギー学会編
; 14).

電気機器 ４階固定一般 542.9||NAO 2680106

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.4. -- 画
像電子学会, 2018.

通信工学.
電気通信

ＡＶ
547.89||GAZ
||47-4

2680394

白崎裕子の料理とおやつ : うかたま連載5年分!
/ 白崎裕子著. -- 農山漁村文化協会, 2018.12.

食品.料理 ４階固定一般 596||SHI 2680467

ブレーン : brain
/ 宣伝会議[編] ; Vol. 59 No. 1, Vol. 59 No. 2. -- 宣伝会議, 2019.1-.

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||BRA||
'19-2

2679833
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マーケティング・リサーチ入門 : 「調査」の基本から「提言」まで
/ 朝野煕彦編著. -- 東京図書, 2018.12.

マーケティ
ング

４階固定一般 675.2||ASA 2680483

物流危機は終わらない : 暮らしを支える労働のゆくえ
/ 首藤若菜著. -- 岩波書店, 2018.12. -- (岩波新書 ; 新赤版 1753).

陸運.自動
車運送

３階新書架 685.6||SHU 2679892

一条ゆかり『有閑倶楽部』を旅する.
-- 平凡社, 2019.1. -- (別冊太陽).

漫画.挿絵.
童画

３階固定一般
726.101||TA
I

2680441

平成の藝談 : 歌舞伎の真髄にふれる
/ 犬丸治著. -- 岩波書店, 2018.12. -- (岩波新書 ; 新赤版 1754).

歌舞伎 ４階新書架 774||INU 2679884

ベイマックス : 帰ってきたベイマックス ; DVD版 .
 -- ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン (発売), [出版年不明].

映画 ＡＶ 778.2||DIS 2680254

Deadpool = デッドプール
/ ティム・ミラー監督. -- 20世紀フォックスホームエンターテイメント
ジャパン (発売), c2016. v.

映画 ＡＶ 778.2||MIL 2680238

君の膵臓をたべたい ; DVD版
/ 月川翔監督 ; 吉田智子脚本 ; 住野よる原作. -- 博報堂DYミュー
ジック&ピクチャーズ (発売), 2018.1. v.

映画 ＡＶ 778.2||TSU 2680203

リメンバー・ミー ; DVD版
/ directed by Lee Unkrich ; co-directed by Adrian Molina ; produced
by Darla K. Anderson ; exective producer John Lasseter ;
screenplay by Adrian Molina, Matthew Aldrich. -- ウォルト・ディズ
ニー・ジャパン (発売), [2018]. -- (Disney DVD). v.

映画 ＡＶ 778.2||UNK 2680221

アナと雪の女王 : 家族の思い出 ; DVD版 .
-- ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン (発売), [出版年不明].

映画 ＡＶ 778.2||WER 2680246

8年越しの花嫁 : 奇跡の実話 ; DVD版
/ 瀬々敬久監督 ; 岡田恵和脚本 ; 中原尚志・麻衣原作. -- 松竹 (発
売・販売), 2017. v.

映画 ＡＶ 778.2||ZEZ 2680211
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新・スポーツ生理学
/ 三村寛一, 鉄口宗弘編著. -- 嵯峨野書院, 2018.10. -- (やさしいス
チューデントトレーナーシリーズ / メディカル・フィットネス協会 監修 ;
3).

スポーツ.
体育

３階固定一般
780.193||ME
D

2680319

スポーツ産業論
/ 相原正道, 庄子博人, 櫻井康夫著. -- 晃洋書房, 2018.11. --
(Sports perspective series ; 3).

スポーツ.
体育

３階固定一般 780.9||AIH 2680271


