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コンピュータリテラシ : 情報処理入門
/ 大曽根匡編著 ; 渥美幸雄 [ほか] 著. -- 第4版. -- 共立出版,
2019.2.

情報科学 ４階固定一般 007.6||OSO 2687631

データサイエンス入門
/ 竹村彰通, 姫野 哲人, 高田聖治編 ; 和泉志津恵 [ほか] 共著. --
学術図書出版社, 2019.2. -- (データサイエンス大系).

情報科学 ４階固定一般
007.609||TA
K

2687331

ネットワーク科学 : ひと・もの・ことの関係性をデータから解き明かす
新しいアプローチ
/ Albert-L◆U00E1◆szl◆U00F3◆ Barab◆U00E1◆si著 ; 京都大
学ネットワーク社会研究会訳. -- 共立出版, 2019.2.

確率論.数
理統計学

４階固定一般 417||BAR 2687526

理工系の量子力学
/ 掛下知行, 糟谷正, 中谷亮一著. -- 大阪大学出版会, 2018.4.

理論物理
学

４階固定一般 421.3||KAK 2687381

絵ときでわかる基礎化学
/ 岸川卓史 [ほか] 共著. -- 第2版. -- オーム社, 2019.2.

化学 ４階固定一般 430||KIS 2687666

理工系のための一般化学
/ 鈴木隆之編著 ; 石丸臣一 [ほか] 共著. -- 第2版. -- 東京電機大
学出版局, 2019.2.

化学 ４階固定一般 430||SUZ 2687062

恐竜の教科書 : 最新研究で読み解く進化の謎
/ ダレン・ナイシュ, ポール・バレット著 ; 吉田三知世訳. -- 創元社,
2019.2.

古生物学.
化石

４階固定一般 457.87||DAR 2687488

子どもの知能と身体を発達させる噛む力 : 頭のよい子はきちんと噛
める
/ 増田純一著. -- WAVE出版, 2019.3.

歯科学 ４階固定一般 497.7||MAS 2687747

安全な医療のための「働き方改革」
/ 植山直人, 佐々木司著. -- 岩波書店, 2019.4. -- (岩波ブックレット
; No. 999).

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般 498.14||UEY 2687267

知っておきたい眠りの話 : よりよい眠りを得るために
/ 松浦健伸著. -- 新日本出版社, 2019.2.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般
498.36||MA
T

2687046
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新しいエネルギー社会への挑戦 : 原発との別れ
/ 近久武美著. -- 北海道大学出版会, 2019.3.

工業基礎
学

４階固定一般 501.6||CHI 2687429

建築職公務員試験専門問題と解答
/ 米田昌弘著 ; 計画・環境ほか編. -- 第4版. -- 大学教育出版,
2019.1.

建設工学.
土木工学

４階固定一般 510.7||YON 2687704

ストリートデザイン・マネジメント : 公共空間を活用する制度・組織・プ
ロセス
/ 出口敦, 三浦詩乃, 中野卓編著 ; 中村文彦 [ほか] 著. -- 学芸出
版社, 2019.3.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||DEG 2687445

エコまち塾
/ 伊藤滋 [ほか] 著 ; エコまちフォーラム編 ; [1], 2, 3 : 海外編. -- 鹿
島出版会, 2016.5-.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||ITO 2687623

建築と都市の保存再生デザイン : 近代文化遺産の豊かな継承のた
めに
/ 田原幸夫, 笠原一人, 中山利恵編 ; 石田潤一郎, 北河大次郎, 冨
永善啓[ほか]著. -- 鹿島出版会, 2019.3.

西洋の建
築.その他
の様式の
建築

４階固定一般 523.1||TAH 2687534

住宅設計ドローイング : 波板の家
/ 山下大輔著 ; 山岸剛写真 = BIG ARCHITECTURE
BOOK:Corrugated-Sheet House. -- オーム社, 2019.3.

住宅建築 ４階固定一般 527||YAM 2687305

直流回路・電気磁気・基本交流回路
/ 東京電機大学編 ; 川島純一, 斎藤広吉共著. -- 新版. -- 東京電
機大学出版局, 2019.3. -- (電気基礎 ; 上).

電気工学 ４階固定一般 540||TOK||1 2687501

交流回路・基本電気計測
/ 東京電機大学編 ; 津村栄一, 宮崎登, 菊地諒共著. -- 新版. -- 東
京電機大学出版局, 2019.3. -- (電気基礎 ; 下).

電気工学 ４階固定一般 540||TOK||2 2687518

信号処理入門
/ 佐藤幸男, 佐波孝彦共著. -- 改訂3版. -- オーム社, 2019.3. --
(図解メカトロニクス入門シリーズ / 雨宮好文監修).

通信工学.
電気通信

４階固定一般 547.1||AME 2687496

はじめてのロボット工学 : 製作を通じて学ぶ基礎と応用
/ 石黒浩, 浅田稔, 大和信夫共著. -- 第2版. -- オーム社, 2019.3.

情報工学 ４階固定一般 548.3||ISH 2687437
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日本の電子部品産業 : 国際競争優位を生み出したもの
/ 中島裕喜著. -- 名古屋大学出版会, 2019.2.

電子工学 ４階固定一般 549.09||NAK 2687585

ブレーン : brain
/ 宣伝会議[編] ; Vol. 59 No. 1 - Vol. 59 No. 5. -- 宣伝会議,
2019.1-.

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||BRA||
'19-5

2687021


