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暗号と量子コンピュータ : 耐量子計算機暗号入門
/ 高木剛著. -- オーム社, 2019.8.

情報科学 ４階固定一般 007.1||TAK 2699877

ミシェル・フーコー : 自己から脱け出すための哲学
/ 慎改康之著. -- 岩波書店, 2019.10. -- (岩波新書 ; 新赤版 1802).

フランス・
オランダ哲
学

４階新書架 135.5||SHI 2700379

20世紀アメリカの夢 : 世紀転換期から一九七〇年代
/ 中野耕太郎著. -- 岩波書店, 2019.10. -- (岩波新書 ; 新赤版
1772 . シリーズアメリカ合衆国史 ; 3).

アメリカ合
衆国

４階新書架 253.07||NAK 2700344

民主主義は終わるのか : 瀬戸際に立つ日本
/ 山口二郎著. -- 岩波書店, 2019.10. -- (岩波新書 ; 新赤版 1800).

政治史・事
情

４階新書架 312.1||YAM 2700352

カラー図解人体誕生 : からだはこうして造られる
/ 山科正平著. -- 講談社, 2019.10. -- (ブルーバックス ; B-2112).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
112

2700221

ウォーキングの科学 : 10歳若返る、本当に効果的な歩き方
/ 能勢博著. -- 講談社, 2019.10. -- (ブルーバックス ; B-2113).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
113

2700239

数の概念
/ 高木貞治著. -- 講談社, 2019.10. -- (ブルーバックス ; B-2114).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
114

2700247

「ファインマン物理学」を読む : 量子力学と相対性理論を中心として
/ 竹内薫著. -- 普及版. -- 講談社, 2019.10. -- (ブルーバックス ;
B-2115).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
115

2700255

使える51の統計手法
/ 志賀保夫共著 ; 姫野尚子共著 ; 菅民郎監修. -- オーム社,
2019.9.

確率論.数
理統計学

４階固定一般 417||KAN 2700301

固体物性の基礎
/ 沼居貴陽著 = Fundamentals of solid state physics. -- 共立出版,
2019.8.

物性物理
学

４階固定一般 428.4||NUM 2699851

新着図書のご案内（4階）
※11月中は新着図書コーナーに展示されています。

2019年10月16日～10月31日
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統合失調症
/ 村井俊哉著. -- 岩波書店, 2019.10. -- (岩波新書 ; 新赤版 1801).

内科学 ４階新書架
493.76||MU
R

2700361

地形で読みとく都市デザイン
/ 岡本哲志著. -- 学芸出版社, 2019.9.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||OKA 2699958

新米建築士の教科書
/ 飯塚豊著. -- 秀和システム, 2017.3.

建築学 ４階固定一般 520.7||IZU 2700336

構造設計を仕事にする : 思考と技術・独立と働き方
/ 坂田涼太郎[ほか]編著, 小澤雄樹[ほか]著. -- 学芸出版社,
2019.9.

建築構造 ４階固定一般 524||SAK 2699941

カフェの空間学 : 世界のデザイン手法
/ 加藤匡毅著 ; Puddle著. -- 学芸出版社, 2019.9.

各種の建
築

４階固定一般 526.67||KAT 2700417

なぜ僕らは今、リノベーションを考えるのか
/ 大島芳彦, ブルースタジオ著. -- 学芸出版社, 2019.8.

各種の建
築

４階固定一般 526||OSH 2699869

天井美術館 = Ceiling art museum
/ 五十嵐太郎, 菊地尊也著. -- グラフィック社, 2019.1.

建築意匠・
装飾

４階固定一般 529||IGA 2699788

諸外国の森林投資と林業経営 : 世界の育林経営が問うもの
/ 森林投資研究会編 ; 餅田治之[ほか]著. -- 海青社, 2019.9.

林業経済・
行政・経営

４階固定一般 651.7||SIN 2699907

「ついやってしまう」体験のつくりかた : 人を動かす「直感・驚き・物
語」のしくみ
/ 玉樹真一郎著. -- ダイヤモンド社, 2019.8.

マーケティ
ング

４階固定一般 675.3||TAM 2700271

自由貿易に迫る危機と新たな国際秩序構築の必要性
/ 経済産業省編. -- 勝美印刷, 2019.9. -- (通商白書 / 通商産業省
編 ; 令和元年版).

貿易 ４階固定参考
678||TSU||2
019

2700018


