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TensorFlow&Kerasプログラミング実装ハンドブック : 汎用ディープ・
ラーニング分析のための
/ チーム・カルポ著. -- 秀和システム, 2018.10. -- (Pythonライブラリ
定番セレクション).

情報科学 ４階固定一般 007.13||CHI 2703696

超AI入門 : ディープラーニングはどこまで進化するのか
/ 松尾豊, NHK「人間ってナンだ?超AI入門」制作班編著. -- NHK出
版, 2019.2.

情報科学 ４階固定一般
007.13||MA
T

2703793

人類の歴史とAIの未来
/ バイロン・リース [著] ; 古谷美央訳. -- ディスカヴァー・トゥエンティ
ワン, 2019.4.

情報科学 ４階固定一般 007.13||REE 2703874

Pythonによるはじめての機械学習プログラミング : 現場で必要な基
礎知識がわかる
/ 島田達朗 [ほか] 著. -- 技術評論社, 2019.5.

情報科学 ４階固定一般 007.13||SHI 2703671

WordPressレッスンブック : ステップバイステップ形式でマスターでき
る
/ エビスコム著. -- ソシム, 2019.11.

情報科学 ４階固定一般
007.353||EB
I

2703645

インターネット動画メディア論 : 映像コミュニケーション革命の現状分
析
/ 辻泰明著. -- 大学教育出版, 2019.10.

情報科学 ４階固定一般
007.353||TS
U

2704374

Excel 2019基本&活用マスターブック : 実用的なサンプルですぐ分か
る!
/ 小舘由典, できるシリーズ編集部著. -- インプレス, 2019.5. -- (で
きるポケット).

情報科学 ４階固定一般
007.6||KOT||
2019

2703777

Python実践データ分析100本ノック
/ 下山輝昌, 松田雄馬, 三木孝行著. -- 秀和システム, 2019.10.

情報科学 ４階固定一般 007.6||SHI 2703742

Word 2019基本&活用マスターブック : 実用的なサンプルですぐ分か
る!
/ 田中亘, できるシリーズ編集部著. -- インプレス, 2019.5. -- (でき
るポケット).

情報科学 ４階固定一般
007.6||TAN||
2019

2703769

できる仕事がはかどるWindows効率化全部入り。
/ リブロワークス著. -- インプレス, 2019.9.

情報科学 ４階固定一般
007.634||RI
B

2703688
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理科の謎、きちんと説明できますか? : 文系もすっきり納得の20話
/ 左巻健男監修. -- PHP研究所, 2019.10.

論文集.評
論集.講演
集

４階固定一般 404||SAM 2703815

圏と表現論 : 2-圏論的被覆理論を中心に
/ 浅芝秀人著. -- サイエンス社, 2019.12. -- (SGCライブラリ ; 155).

代数学 ４階固定一般 411.6||ASA 2704641

微分積分
/ 高橋秀裕監修. -- ニュートンプレス, 2019.3. -- (ニュートン式超図
解最強に面白い!!).

解析学 ４階固定一般 413.3||TAK 2703726

きちんと使いこなす!「単位」のしくみと基礎知識 : 178点のイラストと
表で単位の成り立ちの「どうして?」がわかる!
/ 白石拓著. -- 日刊工業新聞社, 2019.3.

物理学 ４階固定一般 420.75||SHI 2703751

化学現象から学ぶ化学の数学 : 基礎から応用まで
/ 内野智裕 [ほか] 著. -- オーム社, 2018.8.

化学 ４階固定一般 430.7||UCH 2703734

絶対わかる分析化学
/ 齋藤勝裕, 坂本英文著. -- 講談社, 2007.9. -- (絶対わかる化学シ
リーズ).

分析化学
［化学分
析］

４階固定一般 433||SAI 2703701

世界でいちばん素敵な雲の教室
/ 荒木健太郎 [著]. -- 三才ブックス, 2018.4.

気象学 ４階固定一般 451.61||ARA 2703785

恐竜博士のめまぐるしくも愉快な日常
/ 真鍋真著. -- ブックマン社, 2019.7.

古生物学.
化石

４階固定一般
457.87||MA
N

2703858

おしゃべりな糖 : 第三の生命暗号、糖鎖のはなし
/ 笠井献一著. -- 岩波書店, 2019.12. -- (岩波科学ライブラリー ;
290).

生化学 ４階固定一般 464.3||KAS 2703475

1年中楽しみたい!日本の美しい花暦
/ はなまっぷ著. -- 三才ブックス, 2019.3.

植物地理.
植物誌

４階固定一般 472.1||HAN 2704064

絶滅できない動物たち : 自然と科学の間で繰り広げられる大いなる
ジレンマ
/ M.R.オコナー著 ; 大下英津子訳. -- ダイヤモンド社, 2018.9.

動物学 ４階固定一般 480.9||OCO 2703807
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ざんねんないきもの事典 : おもしろい!進化のふしぎ
/ 下間文恵, 徳永明子, かわむらふゆみ絵 ; [正] - もっと. -- 高橋書
店, [2016.5]-.

動物学 ４階固定一般 480||IMA 2703841

生き物の死にざま
/ 稲垣栄洋著. -- 草思社, 2019.7.

一般動物
学

４階固定一般 481.7||INA 2703866

たった一晩で疲れが取れるぐっすり睡眠法
/ 石川泰弘著. -- ゴマブックス, 2019.3.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般 498.36||ISI 2704099

あきらめると、うまくいく : 現役精神科医が頑張りすぎるあなたに伝え
たい最高のマインドリセット
/ 藤野智哉著. -- ワニブックス, 2019.11.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般 498.39||FUJ 2704013

有機機能材料
/ 荒木孝二 [ほか] 著. -- 第2版. -- 東京化学同人, 2018.9.

工業基礎
学

４階固定一般 501.4||ARA 2703718

Rhinoceros逆引きコマンド・リファレンス : command reference
/ アプリクラフト, グリフォンデザインシステムズ著. -- ラトルズ,
2017.3.

工業基礎
学

４階固定一般 501.83||APU 2704341

「自然」という幻想 : 多自然ガーデニングによる新しい自然保護
/ エマ・マリス著 ; 岸由二, 小宮繁訳. -- 草思社, 2018.7.

公害.環境
工学

４階固定一般 519.8||MAR 2703831

建築図法 : 立体・パース表現から設計製図へ
/ 佐藤健司著. -- 学芸出版社, 2019.12.

建築計画
施工

４階固定一般 525.18||SAT 2704651

HTML/CSSデザインTextBook : 現場で使える最低限の知識がしっ
かりと身につく
/ 磯博, 杉谷祐樹, 杉谷知佳著. -- ソシム, 2019.3.

通信工学.
電気通信

４階固定一般
547.483||IS
O

2703661

実践Webアプリ開発ストーリーで学ぶGoogle App Engine : Google
Cloud Platform
/ トップゲート著. -- 秀和システム, 2019.11.

通信工学.
電気通信

４階固定一般
547.483||TO
P

2703653

ロボットとシンギュラリティ : ロボットが人間を超える時代は来るか
/ 木野仁著. -- 彩図社, 2019.9.

情報工学 ４階固定一般 548.3||KIN 2703823

ゼロからわかるお金のきほん
/ カワグチマサミマンガ. -- 高橋書店, 2019.8.

家庭経済・
経営

４階固定一般 591||KAW 2703351
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おにぎりの本 : 一般社団法人おにぎり協会公認
/ おにぎり協会監修 = Onigiri Japan. -- 辰巳出版, 2019.12.

食品.料理 ４階固定一般 596.3||ONI 2704081

志麻さんの気軽に作れる極上おやつ
/ 志麻著. -- マガジンハウス, 2019.11.

食品.料理 ４階固定一般 596.6||SHI 2704111

作りおき&帰って10分おかず336 : 食材を使いきり!!
/ 倉橋利江著. -- 新星出版社, 2018.6.

食品.料理 ４階固定一般 596||KUR 2704102

部屋も頭もスッキリする!片づけ脳
/ 加藤俊徳著. -- 自由国民社, 2019.5.

住居.家具
調度

４階固定一般 597.5||KAT 2703955

ぼけますから、よろしくお願いします。
/ 信友直子著. -- 新潮社, 2019.10.

家庭衛生 ４階固定一般 598.4||NOB 2703963

ほんとに、フォント。 : フォントを活かしたデザインレイアウトの本
/ ingectar-e著. -- ソシム, 2019.3.

広告.宣伝 ４階固定一般 674.3||ING 2704048

あるあるデザイン
/ ingectar-e著. -- エムディエヌコーポレーション.

広告.宣伝 ４階固定一般 674.3||ING 2704056


