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いまこそ知りたいAIビジネス
/ 石角友愛 [著]. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2018.12.

情報科学 ４階固定一般 007.13||ISH 2702411

基礎から学ぶ人工知能の教科書
/ 小高知宏著. -- オーム社, 2019.9.

情報科学 ４階固定一般
007.13||OD
A

2700841

Python3スキルアップ教科書
/ 辻真吾 [ほか] 著. -- 技術評論社, 2019.10.

情報科学 ４階固定一般 007.64||TSU 2702169

すぐに作れるずっと使えるInkscapeのすべてが身に付く本
/ 飯塚将弘著. -- 技術評論社, 2019.6.

情報科学 ４階固定一般 007.642||IIT 2701901

老子・荘子
/ 森三樹三郎〔著〕. -- 講談社, 1994.12. -- (講談社学術文庫).

先秦思想.
諸子百家

４階文庫架 124.2||MOR 2700956

「昭和」という国家
/ 司馬遼太郎著. -- 日本放送出版協会, 1999.3. -- (NHKブｯクス ;
856).

日本史 ４階文庫架 210.7||SHI 2701758

シｭリーマン旅行記清国・日本
/ H.シｭリーマン[著] ; 石井和子訳. -- 講談社, 1998.4. -- (講談社学
術文庫 ; 1325).

日本 ４階文庫架 291.09||SCH 2701731

不安な時代､そして文明の衰退 : われわれはどう生きるのか
/ 小林道憲著. -- 日本放送出版協会, 2001.11. -- (NHKブｯクス ;
929).

論文集.評
論集.講演
集

４階文庫架 304||KOB 2701766

昭和恐慌と経済政策
/ 中村隆英〔著〕. -- 講談社, 1994.6. -- (講談社学術文庫).

貨幣.通貨 ４階文庫架
337.901||NA
K

2701715

QuizKnock Lab
/ 須貝駿貴著. -- KADOKAWA, 2019.7.

研究法.指
導法.科学
教育

４階固定一般 407||SUG 2702096

新着図書のご案内（4階）
※12月中は新着図書コーナーに展示されています。

2019年11月16日～11月30日
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式をつくり、解いて、「使える」ようになる
/ 斎藤恭一著. -- 講談社, 2019.11. -- (ブルーバックス ; B-2118 .
道具としての微分方程式 ; 偏微分編).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
118

2701235

楽しい数学へのアプローチ
/ マーチン・ガードナー著 ; 高木茂男訳. -- 講談社, 1974.10. -- (ブ
ルーバックス ; B-248 . 数学ゲーム ; 1).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||2
48

2701804

マイ・コンピュータ入門 : コンピュータはあなたにもつくれる
/ 安田寿明著. -- 講談社, 1983.5. -- (ブルーバックス ; 特装版).

叢書.全集.
選集

４階文庫架
408||BLU||3
13

2701791

新数学勉強法 : 時代が数学を要求している
/ 遠山啓著. -- 講談社, 1963.11. -- (ブルーバックス ; B-7).

叢書.全集.
選集

４階文庫架 408||BLU||7 2701782

問題解決力がつく数学プロブレム
/ オリヴァー・ローダー編 ; 熊谷玲美訳. -- 早川書房, 2019.2.

数学 ４階固定一般
410.79||KU
M

2702258

統計的データ解析の基本
/ 山田秀, 松浦峻共著. -- サイエンス社, 2019.9. -- (ライブラリデー
タの収集と解析への招待 ; 1).

確率論.数
理統計学

４階固定一般 417||YAM 2700891

スバラシク実力がつくと評判の量子力学キャンパス・ゼミ : 大学の物
理がこんなに分かる!単位なんて楽に取れる!
/ 馬場敬之著. -- 改訂3. -- マセマ出版社, [2019.5].

理論物理
学

４階固定一般 421.3||BAB 2702061

トコトンやさしい磁力の本
/ 山◆UFA11◆耕造著. -- 日刊工業新聞社, 2019.3. -- (B&Tブック
ス . 今日からモノ知りシリーズ).

電磁気学 ４階固定一般 427.8||YAM 2702045

「ロウソクの科学」が教えてくれること : 炎の輝きから科学の真髄に
迫る、名講演と実験を図説で
/ 尾嶋好美編訳. -- SBクリエイティブ, 2018.12. -- (サイエンス・アイ
新書 ; SIS-423).

化学 ４階固定一般 430.4||FAR 2700931
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放射線生物学
/ 江島洋介, 木村博共編著. -- 改訂3版. -- オーム社, 2019.9. --
(放射線技術学シリーズ).

生化学 ４階固定一般 464.1||NIH 2700832

不思議だらけカブトムシ図鑑
/ 小島渉著 ; じゅえき太郎絵. -- 彩図社, 2019.7.

昆虫類 ４階固定一般 486.6||KOJ 2701618

ヤバイ鳥
/ ワクサカソウヘイ著. -- ◆U67BB◆出版社, 2019.8.

鳥類 ４階固定一般 488||WAK 2702266

死因不明社会2018
/ 海堂尊 [著]. -- 講談社, 2018.6. -- (講談社文庫 ; [か-115-7]).

基礎医学 ４階固定一般 491.6||KAI 2701431

病因論研究 : 心身相関の医学
/ V.v.ウﾞｧイツゼｯカー〔著〕 ; 木村敏,大原貢訳. -- 講談社, 1994.9. -
- (講談社学術文庫 ; 1142).

内科学 ４階文庫架 493.09||WEI 2701723

難病事典
/ 尾崎承一編集責任. -- 学研メディカル秀潤社.

内科学 ４階固定一般 493.11||OZA 2702118

こころとからだが楽になる音楽活用術 : 医師と音楽家がすすめる音
楽によるリハビリテーション
/ 上月正博著 ; 酒井博美著. -- 風間書房, 2019.9.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般 498.3||KOZ 2701121

「エネルギー計画2050」構想 : 脱原子力・脱炭素社会にむけて
/ 壽福眞美, 法政大学サステイナビリティ研究センター編 ; 槌屋治
紀, 明日香壽川, 吉田文和著. -- 法政大学出版局, 2019.2.

工業基礎
学

４階固定一般 501.6||JUF 2702037

ダムと日本
/ 天野礼子著. -- 岩波書店, 2001.2. -- (岩波新書 ; 新赤版 716).

河海工学.
河川工学

４階新書架 517.7||AMA 2701812

日本の地下水政策 : 地下水ガバナンスの実現に向けて
/ 千葉知世著. -- 京都大学学術出版会, 2019.3. -- (阪南大学叢書 ;
114).

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.12||CHI 2701341

世界の都市 : 5大陸30都市の年輪型都市形成史
/ 平本一雄著. -- 彰国社, 2019.4.

衛生工学.
都市工学

４階固定一般 518.8||HIR 2701928
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SDGs, 環境法における費用負担, 気候変動 : 特集
/ 大塚直責任編集. -- 信山社, 2019.8. -- (環境法研究 / 大塚直責
任編集 = Kankyoho-kenkyu / edited by T.Otsuka ; 第9号).

公害.環境
工学

４階固定一般 519.12||OTS 2700875

賢く建てるお金のかけ方・おさえ方.
-- エクスナレッジ, 2019.9.

住宅建築 ４階固定一般 527||EKN 2701944

デザイナーのための住宅設備設計「術」
/ 高柳英明, 添田貴之著. -- 彰国社, 2016.9.

建築設備.
設備工学

４階固定一般 528||TAK 2701898

知ってなアカン!機械技術者そんな設計じゃ、罰せられますよ! : わか
りやすくやさしくやくにたつ
/ 古川功 [ほか] 著. -- 日刊工業新聞社, 2014.7.

機械力学・
材料・設計

４階固定一般 531.9||FUR 2702071

世界を唸らせる「切削」「研削」 : 滋賀県長浜のものづくりメーカーに
世界が注目する理由
/ 浅井要一著. -- 幻冬舎メディアコンサルティング.

機械工作.
工作機械

４階固定一般
532.067||AZ
A

2702231

トヨタ品質管理のメカニズム
/ 片渕卓志著. -- 晃洋書房, 2019.3. -- (阪南大学叢書 ; 113).

自動車工
学

４階固定一般
537.067||KA
T

2701359

火星で生きる
/ スティーブン・ペトラネック著 ; 石塚政行訳. -- 朝日出版社, 2018.4.
-- (TED books).

航空宇宙
工学

４階固定一般 538.9||PET 2702274

さようなら、もんじゅ君 : 高速増殖炉がかたる原発のホントのおはな
し
/ もんじゅ君著. -- 河出書房新社, 2012.3.

原子力工
学

４階固定一般 539.3||MON 2702223

プルトニウムの恐怖
/ 高木仁三郎著. -- 岩波書店, 1981 .11. -- (岩波新書 黄-173 ).

原子力工
学

４階新書架 539.45||TAK 2701821

電気・電子工学 : 電磁気学から電子回路まで / 兵庫明 [ほか] 著. -
- 丸善出版, 2018.6. -- (理工系の基礎).

電気工学 ４階固定一般 540||HYO 2701911
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はじめてのデジタル画像処理 : 図解でわかる : 画像処理技術を基
礎から体系的に学べる
/ 山田宏尚著. -- 増補改訂版. -- 技術評論社, 2018.3.

情報工学 ４階固定一般 548.2||YAM 2700859

ウェアラブル・コンピュータとは何か
/ 板生清著. -- 日本放送出版協会, 2004.5. -- (NHKブックス ; 999).

情報工学 ４階文庫架 548.29||ITA 2701774

今すぐ使えるかんたん自作パソコン : Windows 10対応版
/ リンクアップ著. -- 改訂2版. -- 技術評論社, 2018.9. -- (Imasugu
Tsukaeru Kantan Series).

情報工学 ４階固定一般 548.29||RIN 2701936

制御工学Theビギニング : メカ屋にやさしく、わかりやすい!
/ 西田麻美著. -- 日刊工業新聞社, 2019.1.

情報工学 ４階固定一般 548.31||NIS 2702053

メンズファッションの解剖図鑑 : 理論と図解でよくわかるおしゃれの
ルールと方程式
/ MB著. -- エクスナレッジ, 2016.12.

その他の
雑工業

４階固定一般 589.2||EKN 2702029

仕事を効率化するビジネス文具
/ 菅未里著. -- ポプラ社, 2018.10.

その他の
雑工業

４階固定一般 589.73||KAN 2702339

BEAMS ON LIFE : LIVING,DINING&KITCHEN
/ BEAMS著. -- 宝島社, 2019.11.

家政学.生
活科学

４階固定一般 590||BEA 2701995

賢い服選び : 骨格診断×パーソナルカラー
/ 二神弓子著. -- 西東社, 2018.6.

衣服.裁縫 ４階固定一般 593.3||FUT 2702177

最強の「服選び」 : おしゃれが苦手でもセンスよく見せる
/ 大山旬著. -- 大和書房, 2016.11.

衣服.裁縫 ４階固定一般 593.3||OYA 2702363

一生リバウンドしないパレオダイエットの教科書
/ 鈴木祐著 ; 新装版. -- 扶桑社, 2019.4.

理容.美容 ４階固定一般 595.6||SUZ 2701261

世界一親切な大好き!家おやつ : カンタンなのに驚きのおいしさ!
/ 藤原美樹[著]. -- 主婦の友社, [2018.12]. -- (主婦の友生活シリー
ズ).

食品.料理 ４階固定一般 596.65||MIK 2701189
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テーブルコーディネートから始まる美しい暮らしのインテリア365日
/ 横瀬多美保著. -- 世界文化社, 2019.10.

食品.料理 ４階固定一般 596.8||YOK 2702002

料理が苦痛だ
/ 本多理恵子著. -- 自由国民社, 2018.11.

食品.料理 ４階固定一般 596||HON 2701219

BEAMS ON LIFE : 日本を代表するおしゃれクリエイター集団ビーム
ス「日本のモノ・コト・ヒト」.
-- 宝島社, 2017.12.

住居.家具
調度

４階固定一般 597||BEA 2701987

猫の世界史
/ キャサリン・M・ロジャーズ著 ; 渡辺智訳. -- エクスナレッジ, 2018.3.

家畜・畜産
動物各論

４階固定一般 645.6||ROG 2701626

全業種ですぐに使える!接客英語
/ 山本真実著. -- 永岡書店, [2017.1].

商業経営.
商店

４階固定一般 673.3||YAM 2702444

いまこそ知りたいシェアリングエコノミー
/ 長田英知[著]. -- ディスカヴァー・トゥエンティワン, 2019.9.

商業経営.
商店

４階固定一般 673.9||NAG 2702401

はじめるデザイン : 知識、センス、経験なしでもプロの考え方&テク
ニックが身に付く
/ 浅野桜著. -- 技術評論社, 2019.4.

広告.宣伝 ４階固定一般 674.3||ASA 2701952

ブランディングデザインの成功法.
-- 誠文堂新光社, 2019.12. -- (Seibundo mook . デザインノート : 最
新デザインの表現と思考のプロセスを追う ; no. 88).

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||DEZ||
(72)

2702495

サブスクリプション2.0 : 衣食住すべてを飲み込む最新ビジネスモデ
ル
/ 日経クロストレンド編. -- 日経BP.

マーケティ
ング

４階固定一般 675||NIK 2702381

女性のための鉄道旅行入門
/ 蜂谷あす美著. -- 天夢人. -- (旅鉄how to ; 001).

鉄道 ４階固定一般 686.5||HAT 2701561

仏教の説話と美術
/ 高田修[著]. -- 講談社, 2004.1. -- (講談社学術文庫 ; 1635).

冬季競技 ４階文庫架 784.9||TAK 2701741


