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60分でわかる!ディープラーニング最前線 : the beginner's guide to
deep learning
/ ディープラーニング研究会著. -- 技術評論社, 2018.12.

情報科学 ４階固定一般 007.13||DEE 2684799

人工知能が変える仕事の未来
/ 野村直之著. -- 日本経済新聞出版社, 2016.11.

情報科学 ４階固定一般
007.13||NO
M

2685141

決定版サイバーセキュリティ : 新たな脅威と防衛策
/ Blue Planet-works著. -- 東洋経済新報社, 2018.11.

情報科学 ４階固定一般
007.609||BL
U

2685124

図書館多読のすすめかた
/ 西澤一, 米澤久美子, 粟野真紀子編著. -- 日本図書館協会,
2019.2. -- (JLA図書館実践シリーズ ; 40).

図書館.図
書館学

３階固定一般
010.8||JLA||
40

2685337

鏡・意志・魂 : ポレートと呼ばれるマルグリットとその思想
/ 村上寛著. -- 晃洋書房, 2018.12.

中世哲学 ３階固定一般 132.4||MUR 2684381

サバイバル決断力 : 「優柔不断」を乗り越える最強レッスン
/ 印南一路著. -- NHK出版, 2018.11.

普通心理
学.心理各
論

３階固定一般 141.5||INN 2685183

「こころ」を健康にする本 : くじけないで生きるヒント
/ 大野裕著. -- 日経サイエンス社.

臨床心理
学.精神分
析学

３階固定一般 146.8||ONO 2685175

感動力の教科書 : 人を動かす究極のビジネススキル
/ 平野秀典 [著]. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2017.11.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159.4||HIR 2685248

なぜ高収入社長よりも、低賃金サラリーマンの方が人生のステージ
が高いのか?
/ 滝内恭敬著. -- サンライズパブリッシング.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159.4||TAK 2685515

GOSPA : 目標達成の心理学
/ 滝内恭敬著. -- サンライズパブリッシング.

人生訓.教
訓

３階固定一般 159||TAK 2685523

新着図書のご案内
2019年3月1日～3月15日
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東アジア仏教史
/ 石井公成著. -- 岩波書店, 2019.2. -- (岩波新書 ; 新赤版 1758).

仏教史 ４階新書架 182.2||ISH 2684438

福井恐竜博物館 ; '19.
-- 昭文社, 2018.11. -- (まっぷるマガジン ; 04 . 北陸).

日本 ３階固定一般
291.44093||
SHO

2685108

福井ノススメ : 蒼井翔太×福井.
-- 小学館クリエイティブ. -- (声地探訪 ; vol.2).

日本 ３階固定一般
291.44093||
SHO

2685116

世界史の実験
/ 柄谷行人著. -- 岩波書店, 2019.2. -- (岩波新書 ; 新赤版 1762).

論文集.評
論集.講演
集

４階新書架 304||KAR 2684471

日本をどのような国にするか : 地球と世界の大問題
/ 丹羽宇一郎著. -- 岩波書店, 2019.2. -- (岩波新書 ; 新赤版
1761).

論文集.評
論集.講演
集

４階新書架 304||NIW 2684462

消防白書
/ 国家消防本部編 ; 昭和34年版 - 平成30年版. -- 大蔵省印刷局,
1966-.

行政 ３階固定参考
317.79||SH
O||2018

2684586

アンガーマネジメント実践講座 : 「怒り」を上手にコントロールする技
術
/ 安藤俊介著. -- PHP研究所, 2018.11. -- (PHPビジネス新書 ;
400).

経営管理 ３階固定一般 336.49||AND 2685213

地方財政白書
/ 自治省編 ; 平成8年版 - 平成30年版. -- 大蔵省印刷局, 1996-.

地方財政 ３階固定参考
349.21||CHI|
|2014

2685442

地方財政白書
/ 自治省編 ; 平成8年版 - 平成30年版. -- 大蔵省印刷局, 1996-.

地方財政 ３階固定参考
349.21||CHI|
|2015

2685451

地方財政白書
/ 自治省編 ; 平成8年版 - 平成30年版. -- 大蔵省印刷局, 1996-.

地方財政 ３階固定参考
349.21||CHI|
|2016

2685469
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「縮み」志向の日本人
/ 李御寧 [著]. -- 講談社, 2007.4. -- (講談社学術文庫 ; [1816]).

社会学 ４階文庫架 361.5||LEE 2685205

特別支援教育
/ 原幸一, 堀家由妃代編著. -- ミネルヴァ書房, 2019.2. -- (新しい教
職教育講座 / 原清治 [ほか] 監修 ; 教職教育編5).

教育政策.
教育制度.
教育行財
政

３階固定一般
373.7||ATA||
5

2684578

子育ての知恵 : 幼児のための心理学
/ 高橋惠子著. -- 岩波書店, 2019.2. -- (岩波新書 ; 新赤版 1760).

幼児・初
等・中等教
育

４階新書架 376.11||TAK 2684454

古代から19世紀まで
/ イワン・モスコビッチ著 ; 櫻井香織訳. -- 化学同人, 2018.8. -- (数
学パズル大図鑑 : 名問・難問を解いて楽しむパズルの思考と歴史 ;
1).

数学 ４階固定一般
410.79||MO
S||1

2685353

20世紀そして現在へ
/ イワン・モスコビッチ著 ; 櫻井香織訳. -- 化学同人, 2018.8. -- (数
学パズル大図鑑 : 名問・難問を解いて楽しむパズルの思考と歴史 ;
2).

数学 ４階固定一般
410.79||MO
S||2

2685361

結び合う命の力 : 水と珪素と氣 : コロイダル領域論
/ 中島敏樹著. -- ビオ・マガジン, 2019.2.

無機化学 ４階固定一般 435.7||NAK 2685541

僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない : この世で一番おもしろい
宇宙入門
/ ジョージ・チャム, ダニエル・ホワイトソン著 ; 水谷淳訳. -- ダイヤモ
ンド社, 2018.11.

天文学.宇
宙科学

４階固定一般 440||CHA 2685191

図解宇宙のかたち : 「大規模構造」を読む
/ 松原隆彦著. -- 光文社, 2018.10. -- (光文社新書 ; 968).

恒星.恒星
天文学

４階固定一般 443.9||MAT 2685159

守ります人と自然とこの地球
/ 気象庁編 ; [2010] - 2018. -- 研精堂印刷, 2010.6-. -- (気象業務
はいま / 気象庁編 ; 2010-2017).

気象学 ４階固定一般
451.2||KIS||2
018

2684837

遺伝人類学入門 : チンギス・ハンのDNAは何を語るか
/ 太田博樹著. -- 筑摩書房, 2018.5. -- (ちくま新書 ; 1328).

人類学 ４階固定一般 469||OTA 2685167
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鳥の箱舟 : 絶滅から動物を守る撮影プロジェクト
/ ジョエル・サートレイ写真 ; ノア・ストリッカー文 ; 藤井留美訳. -- 日
経ナショナルジオグラフィック社. -- (ナショナルジオグラフィック).

鳥類 ４階固定一般 488||SAR 2685345

足と靴の科学
/ アシックススポーツ工学研究所編著. -- 日刊工業新聞社, 2013.6.
-- (B&Tブックス . おもしろサイエンス).

基礎医学 ４階固定一般
491.198||AS
I

2685302

人体はこうしてつくられる : ひとつの細胞から始まったわたしたち
/ ジェイミー・A. デイヴィス [著] ; 橘明美訳. -- 紀伊國屋書店,
2018.11.

基礎医学 ４階固定一般 491.2||DAV

人体はこうしてつくられる : ひとつの細胞から始まったわたしたち
/ ジェイミー・A. デイヴィス [著] ; 橘明美訳. -- 紀伊國屋書店,
2018.11.

基礎医学 ４階固定一般 491.2||DAV 2685256

そこで液状化が起きる理由 (わけ) : 被害の実態と土地条件から探る
/ 若松加寿江著. -- 東京大学出版会, 2018.3.

土木力学.
建設材料

４階固定一般 511.3||WAK 2685132

The community : コミュニティ
/ 第一生命財団編 ; 2018 No.161. -- 地域社会研究所, 2018.11.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||DAI 2685582

予測の科学はどう変わる? : 人工知能と地震・噴火・気象現象
/ 井田喜明著. -- 岩波書店, 2019.2. -- (岩波科学ライブラリー ;
282).

公害.環境
工学

４階固定一般 519.9||IDA 2684977

Selected architectural designs = 作品選集
/ 日本建築学会 [編] ; 2013 - 2019. -- 日本建築学会, 2013.3-.

建築学 ４階固定一般
520.87||NIH|
|2019

2685035

世界遺産姫路城公式ガイドブック
/ 播磨学研究所編. -- 姫路市教育委員会, 2018.12.

日本の建
築

４階固定一般
521.823||HA
R

2685574

IIEEJ transactions on image electronics and visual computing
; CD-ROM版 ; Vol. 1, no. 1 (2013) - Vol. 6, no. 2(2018). -- Institute
of Image Electronics Engineers of Japan, c2013-.

通信工学.
電気通信

ＡＶ
547.89||GAZ
||2018-2

2685043

micro:bit(マイクロビット)であそぼう! : たのしい電子工作&プログラミ
ング
/ 高松基広著. -- 技術評論社, 2018.12.

情報工学 ４階固定一般 548.2||TAK 2684896
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ゼロからよくわかる!Arduinoで電子工作入門ガイド
/ 登尾徳誠著. -- 技術評論社, 2018.12.

電子工学 ４階固定一般 549||NOB 2684853

鉄鋼工学 ; プロセス編, 材料編. -- 改訂版. --
JFE21世紀財団, 2019.1.

鉄鋼 ４階固定一般 564||JFE||1 2685558

鉄鋼工学 ; プロセス編, 材料編. -- 改訂版. --
JFE21世紀財団, 2019.1.

鉄鋼 ４階固定一般 564||JFE||2 2685566

ブレーン : brain
/ 宣伝会議[編] ; Vol. 59 No. 1 - Vol. 59 No. 4. -- 宣伝会議,
2019.1-.

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||BRA||
'19-4

2684527

マーケティングの本質 : 「心理」に関する「真理」
/ ADEX SYNRI ラボ編著. -- 日本経済新聞出版社, 2018.11.

マーケティ
ング

４階固定一般 675||ADE 2684802

芸術の創造と歴史
/ 井島勉著. -- 晃洋書房, 2018.11.

芸術史. 美
術史

３階固定一般 702||IZI 2684411

ジュラシック・ワールド : 炎の王国 ; DVD版
/ J・A・バヨナ監督 ; ベレン・アティエンサ[ほか]製作. -- NBCユニ
バーサル・エンターテイメント (発売), [2018].

映画 ＡＶ 778.2||BAY 2685426

インクレディブル ・ファミリー ; DVD版
/ ブラッド・バード監督・脚本. -- ウォルト・ディズニー・ジャパン (発
売), c2018. v.

映画 ＡＶ 778.2||BIR 2685434

未来のミライ ; DVD版
/ 細田守監督・脚本・原作 ; : 図書館専用. -- バップ, 2019. v.

映画 ＡＶ 778.2||HOS 2685418

腰痛のリハビリテーションとリコンディショニング : リスクマネジメント
に基づいたアプローチ
/ 片寄正樹編集. -- 文光堂, 2011.9. -- (Skill-Upリハビリテーション&
リコンディショニング).

スポーツ.
体育

３階固定一般 780.19||KAT 2684861

下肢スポーツ外傷のリハビリテーションとリコンディショニング : リス
クマネジメントに基づいたアプローチ
/ 小柳磨毅編. -- 文光堂, 2011.9. -- (Skill-Upリハビリテーション&リ
コンディショニング).

スポーツ.
体育

３階固定一般 780.19||KOY 2684871
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コーチング学への招待
/ 日本コーチング学会編. -- 大修館書店, 2017.4.

スポーツ.
体育

３階固定一般 780.7||NIH 2684781

投球障害のリハビリテーションとリコンディショニング : リスクマネジメ
ントに基づいたアプローチ
/ 山口光國編. -- 文光堂, 2010.11. -- (Skill-Upリハビリテーション&
リコンディショニング).

球技 ３階固定一般 783||YOM 2684888

大学英語教育の質的転換 : 「学ぶ」場から「使う」場へ
/ 佐藤響子, Carl McGary, 加藤千博編. -- 春風社, 2019.1.

英語 ３階固定一般 830.7||SAT 2684391

黄泉がえりagain
/ 梶尾真治著. -- 新潮社, 2019.3. -- (新潮文庫 ; 11095, か-18-13).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KAJ 2685264

降魔の剣
/ 北方謙三著. -- 新潮社, 2000.3. -- (新潮文庫 ; き-10-9 . 日向景
一郎シリーズ ; 2).

小説.物語 ３階文庫架 913.6||KIT 2685272

現代の小説 1992
/ 日本文藝家協会 . -- 徳間書店, 1992 5.

小説.物語 ３階固定一般
913.68||NIH|
|'92

2684675

キｬリアと家族 : 対談
/ マーガレｯト・ドラブル,津島佑子〔対談〕 ; 高野フミ訳. -- 岩波書店,
1990.8. -- (岩波ブｯクレｯト No.163  ; ).

評論. エッ
セイ. 随筆

３階固定一般 914.6||DRA 2684632

熊猫荘点景
/ 金子兜太著. -- 冬樹社, 1981.9.

評論. エッ
セイ. 随筆

３階固定一般 914.6||KAN 2684667

「いのち」とがん : 患者となって考えたこと
/ 坂井律子著. -- 岩波書店, 2019.2. -- (岩波新書 ; 新赤版 1759).

記録.手記.
ルポル
タージュ

４階新書架 916||SAK 2684446

原発のある風景
/ 柴野徹夫著 ; 上. -- 未来社, 1983.1-3.

記録.手記.
ルポル
タージュ

３階固定一般 916||SHI||1 2684659

推定無罪 : プリジュームド・イノセント
/ スコット・トゥロー著 ; 上田公子訳 ; 上. -- 文芸春秋, 1988.10.

小説.物語 ３階固定一般 933||TUR||1 2684641


