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Python計算機科学新教本 : 新定番問題を解決する探索アルゴリズ
ム、k平均法、ニューラルネットワーク
/ David Kopec著 ; 黒川利明訳. -- オライリー・ジャパン.

情報科学 ４階固定一般 007.13||DAV 2695571

Pythonによる機械学習 : 予測解析の必須テクニック
/ Michael Bowles著 ; 露崎博之, 山本康平, 大草孝介訳. -- 共立出
版, 2019.4.

情報科学 ４階固定一般 007.13||MIC 2695601

Pythonで機械学習入門 : 深層学習から敵対的生成ネットワークまで
/ 大関真之著. -- オーム社, 2019.5.

情報科学 ４階固定一般 007.13||OZE 2695596

組込みソフトの安全設計 : 基礎から二足歩行ロボットによる実践ま
で
/ 杉山肇著. -- オーム社, 2019.5.

情報科学 ４階固定一般 007.63||SUG 2695618

こどもかがく絵じてん
/ 三省堂編修所編. -- 三省堂, 2019.4.

論文集.評
論集.講演
集

４階固定一般 404||SAN 2695316

この数学,いったいいつ使うことになるの?
/ Hal Saunders著 ; 森園子, 猪飼輝子, 二宮智子訳. -- 共立出版,
2019.5.

数学 ４階固定一般 410.7||SAN 2695308

数学の世界 = Mathematical wonderland
/ 山田修司著. -- 学術図書出版社, 2019.4.

数学 ４階固定一般 410||YAM 2695545

フォトクロミズム
/ 阿部二朗, 武藤克也, 小林洋一著 ; 日本化学会編. -- 共立出版,
2019.3. -- (化学の要点シリーズ ; 30).

化学 ４階固定一般 430.8||ABE 2695162

無機化学講義ノート : 質問や疑問を狙い撃ちする
/ 秋津貴城著. -- 第2版. -- 現代図書, 2019.4.

無機化学 ４階固定一般 435||AKI 2696071

分類と分類学 : 種は進化する
/ 相見滿著. -- 東海大学出版部, 2019.3.

理論生物
学.生命論

４階固定一般 461||AIM 2695171

食品学実験・実習 : 食品分析・食品加工・食品鑑別・食の安全
/ 長澤治子編著. -- 青山社, 2019.3.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般
498.53||NA
G

2695553

新着図書のご案内（4階）
※8月中は新着図書コーナーに展示されています。

2019年8月1日～8月15日
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海軍技術者の戦後史 : 復興・高度成長・防衛
/ 沢井実著. -- 名古屋大学出版会, 2019.3. -- (南山大学学術叢書).

技術史.工
学史

４階固定一般 502.1||SAW 2695235

作業環境騒音 : 測定・評価・対策の実際
/ 中野有朋著. -- 技術書院, 1994.2.

工業.工業
経済

４階固定一般 509.8||NAK 2696045

小さな空間から都市をプランニングする
/ 日本都市計画学会都市空間のつくり方研究会編 ; 武田重昭 [ほ
か] 編著 ; 松本邦彦 [ほか] 著. -- 学芸出版社, 2019.5.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||TAK 2695197

GA HOUSES : 世界の住宅 ; 162 - 165.
-- A.D.A.EDITA Tokyo, 2019.

住宅建築 ４階固定大型
527||GAH||(
62)

2695261

micro:bitではじめるプログラミング : 親子で学べるプログラミングとエ
レクトロニクス
/ スイッチエデュケーション編集部著. -- 第2版. -- オライリー・ジャ
パン. -- (Make: kids).

情報工学 ４階固定一般 548.2||SWI 2695588

まちづくりの戦略 : 21世紀へのフﾟロローグ
/ 川上光彦〔ほか〕編著. -- 山海堂, 1994.4.

産業政策・
行政.総合
開発

４階固定一般
601.143||KA
W

2695871

日本改革論 : 新産業・雇用創出計画
/ 島田晴雄著. -- PHP研究所, 1995.1.

産業史・事
情.物産誌

４階固定一般 602.1||SHI 2695821

よみがえれ水辺・里山・田園
/ 千賀裕太郎〔著〕. -- 岩波書店, 1995.1. -- (岩波ブｯクレｯト ;
no.364).

農業経済 ４階固定一般 611.15||SEN 2695881

生物の生活と生理活性物質
/ 日本農芸化学会編集. -- 朝倉書店, 1983.11. -- (日本農芸化学会
ABCシリーズ).

農業基礎
学

４階固定一般 613.3||NIH 2695898

庭園と住居の《ありやう》と《見せかた・見えかた》 : 日本・中国・韓国
/ 稲次敏郎著. -- 山海堂, 1990.6.

造園 ４階固定一般 629.1||INA 2695901



書籍名/著者名--出版名，出版年--シリーズ名（ある場合） 分類名 配置場所 ラベル番号 登録番号

新着図書のご案内（4階）
※8月中は新着図書コーナーに展示されています。

2019年8月1日～8月15日

メールと電話のビジネス英語表現集 : 仕事力UP!
/ 楢原潤子, イブ・サンダ著. -- DHC, 2007.2.

商業 ４階固定一般 670.93||NAR 2695911

業態開発 : 第二次流通革命はここまできた!
/ 平島廉久著. -- 日本能率協会, 1987.

商業経営.
商店

４階固定一般 673||HIR 2695928

ブレーン : brain
/ 宣伝会議[編] ; Vol. 59 No. 1 - Vol. 59 No. 9. -- 宣伝会議,
2019.1-.

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||BRA||
'19-9

2695251

マーケティング・プロデューサー : 広告に恋して40年
/ 米内貞弘著. -- 誠文堂新光社, 1993.10.

マーケティ
ング

４階固定一般 675.2||YON 2695936


