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AIに勝つ! : 強いアタマの作り方・使い方 = How to surpass artificial
intelligence : a happy life with AI
/ 野村直之著. -- 日本経済新聞出版社, 2019.6.

情報科学 ４階固定一般
007.13||NO
M

2696169

DTPエキスハﾟート認証試験合格ガイド : JAGAT主催.
 -- ビー・エヌ・エヌ, 1995.2.

情報科学 ４階固定一般 007.63||DTP 2696738

新訂版 Visual Basic標準テキスト : 図解・例題
/ 安藤明之著. -- 工学図書, 2003.2.

情報科学 ４階固定一般 007.64||AND 2696746

Visual C++Ver.2.0スーハﾟーテキスト : CからMFCフﾟログラミングまで
の速修コース
/ 加藤佐一著. -- 技術評論社, 1995.12.

情報科学 ４階固定一般 007.64||KAT 2696754

考える道具としてのLisp入門
/ 難波和明, 安西祐一郎, 中嶌信弥著. -- 共立出版, 1986.7.

情報科学 ４階固定一般 007.64||NAN 2696975

対照プログラム4言語 : FORTRAN,BASIC,Pascal,C
/ 横井正宏著. -- 海文堂出版, 1990.5.

情報科学 ４階固定一般 007.64||YOK 2696983

予備校のノリで学ぶ大学数学 : ツマるポイントを徹底解説
/ ヨビノリたくみ著. -- 東京図書, 2019.6.

数学 ４階固定一般 410||YOB 2696223

ウェーブレット入門
/ チャールズ K. チュウイ著 ; 桜井明, 新井勉共訳. -- 東京電機大
学出版局, 1993.5. -- (数理科学).

解析学 ４階固定一般 413.5||CHU 2696762

FORTRANの統計実務入門
/ 金田数正著. -- 内田老鶴圃新社, 1974.10.

確率論.数
理統計学

４階固定一般 417||KAN 2696991

書き込み式統計学入門 : スキマ時間で統計エクササイズ
/ 須藤昭義著 ; 中西寛子著. -- 東京図書, 2019.6.

確率論.数
理統計学

４階固定一般 417||SUD 2696215

新着図書のご案内（4階）
※9月中は新着図書コーナーに展示されています。

2019年8月16日～8月31日
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超伝導
/ 高田康民著. -- 朝倉書店, 2019.8. -- (朝倉物理学大系 / 荒船次
郎 [ほか] 編集 ; 22).

電磁気学 ４階固定一般 427.45||TAK 2697181

基礎化学実験
/ 広島大学総合科学部化学系編. -- 改訂第6版. -- 大学教育出版,
2019.4.

実験化学
［化学実験
法］

４階固定一般 432||HIR 2696258

細胞の分子生物学
/ Bruce Alberts [ほか] 著 ; 中村桂子, 松原謙一監訳. -- 第4版. --
ニｭートンフﾟレス, 2004.12.

細胞学 ４階固定一般 463||ALB 2696771

生化学の建設者たち
/ 丸山工作著. -- 学会出版センター, 2004.5. -- (人と学問選書).

生化学 ４階固定一般 464||MAR 2696584

ヘアケアの科学
/ 花王生活科学研究所編. -- 裳華房, 1993.1. -- (ポピュラー・サイ
エンス ).

基礎医学 ４階固定一般
491.183||KA
O

2697025

何のための脳? : AI時代の行動選択と神経科学
/ 平野丈夫著. -- 京都大学学術出版会, 2019.6. -- (学術選書 ;
089).

基礎医学 ４階固定一般
491.371||HI
R

2696487

裁かれる薬害エイズ
/ 広河隆一[著]. -- 岩波書店, 1996.12. -- (岩波ブｯクレｯト ;
No.417).

基礎医学 ４階固定一般 491.8||HIR 2696789

内科医のための脳波の読み方
/ 大友英一著. -- 永井書店, 1975.4. -- (今日の治療).

臨床医学.
診断・治療

４階固定一般
492.16||OO
T

2697009

切手で見る輸血と献血
/ 河瀬正晴著. -- コロナ社, 1992.9. -- (新コロナシリーズ ; 17).

臨床医学.
診断・治療

４階固定一般
492.26||KA
W

2697017

病原性大腸菌O157 : いま何がわかっているのか
/ 竹田美文〔著〕. -- 岩波書店, 1996.10. -- (岩波ブｯクレｯト ;
No.413).

内科学 ４階固定一般
493.157||TA
K

2696797
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スチューデント・アパシー
/ 土川隆史編. -- 同朋舎出版, 1990.5. -- (メンタルヘルス・シリー
ズ).

内科学 ４階固定一般 493.9||MEN 2697033

目の疲れをとるドライアイクリニック
/ 坪田一男著. -- 日本実業出版社, 1992.8. -- (シリーズ・気になる
現代病).

眼科学.耳
鼻咽喉科
学

４階固定一般 496.29||TSU 2697041

近視のレーザー治療 : データが示すLASIK､PRKでよみがえる視力!
/ 矢作徹著. -- 旭書房.

眼科学.耳
鼻咽喉科
学

４階固定一般 496.42||YAH 2696801

間違いだらけのアンチエイジング
/ 鳥羽研二著. -- 朝日新聞出版, 2010.3. -- (朝日新書 ; 228).

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般
498.38||TO
B

2696819

GSMAC-FEM
/ 数値流体力学の基礎とその応用 / 棚橋 隆彦 . -- アイヒﾟーシー,
1991.10.

工業基礎
学

４階固定一般 501.23||TAN 2697051

生命エネルギーの時代が来る : [ストｯフﾟ・ザ・人類退化]
/ 杉原俊雄著. -- 感性生活出版, 1995.9. -- (感生新書).

工業基礎
学

４階固定一般 501.6||SUG 2696827

CAD利用技術者試験3次元公式ガイドブック
/ コンピュータソフトウェア協会CAD利用技術者試験センター[編] ;
平成20年度版 - 平成28年度版. -- 日経BP社.

工業基礎
学

４階固定一般 501.8||CON 2696835

古代のエンジニアリング : ギリシｬ・ローマ時代の技術と文化
/ J.G.ランデルズ著 ; 宮城孝仁訳. -- 地人書館, 1995.11.

技術史.工
学史

４階固定一般 502.3||LAN 2697068

実践システム開発の技法
/ 半澤孝雄著. -- オーム社, 1989.10.

工業.工業
経済

４階固定一般 509.6||HAN 2697076

歴史的土木構造物の保全
/ 土木学会歴史的構造物保全技術連合小委員会編. -- 鹿島出版
会, 2010.9.

建設工学.
土木工学

４階固定一般
510.21||DO
B

2696843

都市の表情 : らしさの表現像
/ 服部◆U9288◆二郎著. -- 古今書院, 1984.3.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||HAT 2697084
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プレイスメイキング : アクティビティ・ファーストの都市デザイン
/ 園田聡著. -- 学芸出版社, 2019.6.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||SON 2696665

居住環境整備の手法 : まちをデザインする
/ 高見澤 邦郎 . -- 彰国社, 1989 2.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||TAK 2697092

歩いて読みとく地域デザイン : 普通のまちの見方・活かし方
/ 山納洋著. -- 学芸出版社, 2019.6.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||YAM 2696614

まちを再生する公共デザイン : インフラ・景観・地域戦略をつなぐ思
考と実践
/ 山口敬太, 福島秀哉, 西村亮彦編著 ; 長谷川浩己 [ほか] 著. --
学芸出版社, 2019.6.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||YAM 2696673

環境にお金を払う仕組み : PES生態系サービスへの支払いが分か
る本
/ 柴田晋吾著. -- 大学教育出版, 2019.6.

公害.環境
工学

４階固定一般 519.1||SIB 2696241

公害紛争処理白書 : 我が国の公害紛争処理・土地利用調整の現況
/ 公害等調整委員会編 ; 昭和60年版 - 令和元年版. -- 大蔵省印
刷局, 1985-.

公害.環境
工学

４階固定参考
519.12||KO
G||2019

2696101

LCA概論
/ 伊坪徳宏, 田原聖隆, 成田暢彦共著 ; 稲葉敦, 青木良輔監修. --
産業環境管理協会. -- (LCAシリーズ ; 第1分冊).

公害.環境
工学

４階固定一般 519.15||ITS 2696851

人類の明日を拓く : 地球時代の生き方
/ 西村忠行著. -- 実教出版, 1994.10. -- (マンガとおはなしでたどる
ヒｭーマンライフ・シリーズ ; 2).

公害.環境
工学

４階固定一般 519||NIS 2696861

谷口吉郎建築作品集
/ 谷口吉郎 [作]. -- 淡交社, 2019.7.

建築学 ４階固定一般 520.87||TAN 2697157

デザインサーヴェイ図集
/ 伊藤杏里編著 ; 中山繁信 [ほか] 共著. -- オーム社, 2019.7.

日本の建
築

４階固定一般 521.86||ITO 2697271

ちからとかたち : 構造入門教材
/ 日本建築学会編集. -- 日本建築学会.

建築構造 ４階固定一般 524||NIH 2696878
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構造計画の進めかた
/ 西日本工高建築連盟  . -- 彰国社 , 1994.12. -- (新建築設計ノー
ト).

建築計画
施工

４階固定一般 525.1||NIS 2696886

基礎からわかる建築材料と維持管理の知識
/ 小林敏男著. -- 鹿島出版会, 2019.5.

建築計画
施工

４階固定一般 525.8||KOB 2696177

保育園幼稚園こども園の設計手法
/ 仲綾子, 藤田大輔編著. -- 学芸出版社, 2019.7.

各種の建
築

４階固定一般 526.36||NAK 2696703

変革するワークフﾟレイス : 新しい働き方とオフｨスづくりの実践
/ マリリン・ゼリンスキー 著 ; 鈴木 信治 訳. -- 日刊工業新聞社,
1998.11.

各種の建
築

４階固定一般 526.36||ZEL 2696894

実測世界のデザインホテル
/ 寶田陵著. -- 学芸出版社, 2019.8.

各種の建
築

４階固定一般 526.68||TAK 2696691

不動産プランナー流建築リノベーション
/ 岸本千佳著. -- 学芸出版社, 2019.6.

住宅建築 ４階固定一般 527||KIS 2696681

建物内における上質水 : 安全でおいしい水
/ 空気調和・衛生工学会編 ; 山田賢次著. -- 理工図書, 1995.6. --
(空気調和・衛生工学会新書).

建築設備.
設備工学

４階固定一般 528.1||YAM 2696908

機械力学演習
/ 末岡淳男 [ほか] 共著.
-- 森北出版, 2004.9. -- (機械工学入門講座 / 坂田勝編集 ; 別巻).

機械力学・
材料・設計

４階固定一般 531.3||SUE 2696916

新 究極のエンジンを求めて
/ 兼坂 弘   . --  三栄書房  , 1994.5 .

熱機関.熱
工学

４階固定一般 533.4||KAN 2696924

マイクロ波工学 : 基礎と応用
/ 岡田文明著. -- 学献社, 1993.11.

通信工学.
電気通信

４階固定一般
547.516||OK
A

2696932

プログラム×工作でつくるmicro:bit : クラフトの基本からインタラク
ティブな作品まで
/ MATHRAX著. -- オーム社, 2019.8.

情報工学 ４階固定一般 548.2||MAS 2697238
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学びやすい集積回路工学
/ 黒木幸令著. -- 昭晃堂, 2005.10.

電子工学 ４階固定一般 549.7||KUR 2696941

最新わかる半導体 : 不思議な半導体の働きとミクロの世界で動くLSI
/ 傳田精一著. -- CQ出版, 2003.12. -- (C&E基礎解説シリーズ ; 8).

電子工学 ４階固定一般 549.8||DEN 2696959

最新光表示素子規格表
/ 奥下博昭,川崎仁士,野口宗昭編著 ; 1999年版. -- CQ出版,
1999.6. -- (半導体規格表シリーズ ; No.6).

電子工学 ４階固定一般
549.8||OKU||
'99

2696967

吸着の科学
/ 近藤精一, 石川達雄, 安部郁夫共著. -- 第2版. -- 丸善, 2001.2.

化学工学.
化学機器

４階固定一般 571.5||KON 2696118

電気化学
/ 電気学会通信教育会著. -- 改訂版. -- 電気学会, 1976.1. -- (電
気学会大学講座 / 電気学会編).

電気化学
工業

４階固定一般 572||DEN 2697114

高分子の表面をつくる
/ 中前勝彦, 白石久司著. -- 共立出版, 1994.5. -- (高分子加工 One
Point / 高分子学会編集 ; 5).

高分子化
学工業

４階固定一般 578||KOU||5 2697122

ファッションイラストレーションの体系 : スーパーグラデーション =
Reserch on systematization of fashion illustration : supergradation
/ 長沢幸子著. -- 晃洋書房, 2019.3.

衣服.裁縫 ４階固定一般
593.36||NA
G

2696134

首都圏白書
/ 国土庁編 ; 平成2年版 - 令和元年版. -- 大蔵省印刷局, 1990.7-.

産業政策・
行政.総合
開発

４階固定参考
601.13||SHU
||2019

2696096

フードシステム入門 : 基礎からの食料経済学
/ 薬師寺哲郎, 中川隆編著 ; 清水純一 [ほか] 共著. -- 建帛社,
2019.4.

農業経済 ４階固定一般 611.3||YAK 2696592

日本のイネ品種考 : 木簡からDNAまで
/ 佐藤洋一郎編. -- 臨川書店, 2019.4.

食用作物 ４階固定一般 616.2||SAT 2697221

新しい時代に応える国土交通政策 : 技術の進歩と日本人の感性(美
意識)を活かして
/ 国土交通省編. -- 日経印刷. -- (国土交通白書 / 国土交通省編
集協力 ; 令和元年版).

交通政策・
行政・経営

４階固定参考
681.3||KOK||
2019

2697131



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）
※9月中は新着図書コーナーに展示されています。

2019年8月16日～8月31日

交通安全白書
/ 総理府編 ; 昭和46年版 - 令和元年版. -- 大蔵省印刷局, 1971-.

交通政策・
行政・経営

４階固定参考
681.3||KOT||
2019

2697149


