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栢木先生のITパスポート試験教室 : イメージ&クレバー方式でよくわ
かる
/ 栢木厚著 ; 平成21年度 - 令和02年. -- 技術評論社, 2009.1-.

情報科学 ４階集密一般
007.6||KAY||
2020

2706351

基礎からわかる情報リテラシー : コンピューター・インターネットと付
き合う基礎知識
/ 奥村晴彦, 森本尚之著. -- 改訂第3版ver.2. -- 技術評論社,
2017.11.

情報科学 ４階集密一般 007.6||OKU 2706857

学びの羅針盤 : ラーニングアナリティクス
/ 古川雅子 [ほか] 著. -- 丸善出版, 2020.1. -- (丸善ライブラリー ;
389 . 情報研シリーズ ; 23).

教育課程.
学習指導.
教科別教
育

４階文庫架 375.1||FUR 2706474

4Stepsエクセル統計
/ 柳井久江著. -- 第4版. -- オーエムエス出版.

確率論.数
理統計学

４階集密一般 417||YAN 2706814

化学便覧
/ 日本化学会編 ; : [セット], 基礎編 1, 基礎編 2. -- 改訂5版. -- 丸
善, 2004.2.

化学 ４階集密一般
430.36||NIH|
|1

2706971

化学便覧
/ 日本化学会編 ; : [セット], 基礎編 1, 基礎編 2. -- 改訂5版. -- 丸
善, 2004.2.

化学 ４階集密一般
430.36||NIH|
|2

2706989

化学ハンドブック
/ 鈴木周一, 向山光昭編集 ; : 新装版. -- 朝倉書店, 2005.4.

化学 ４階固定参考 430.36||SUZ 2706458

金属錯体の電子移動と電気化学
/ 西原寛, 市村彰男, 田中晃二編著 ; 伊藤翼 [ほか] 共著. -- 三共
出版, 2013.11. -- (錯体化学会選書 ; 9).

物理化学.
理論化学

４階固定一般 431.13||NIS 2706806

金属錯体の光化学
/ 佐々木陽一, 石谷治編著 ; 石井和之 [ほか] 共著. -- 三共出版,
2007.10. -- (錯体化学会選書 ; 2).

物理化学.
理論化学

４階固定一般 431.13||SAS 2706792

錯体化学の基礎と応用
/ 湯浅真, 秋津貴城共著. -- コロナ社, 2014.10.

物理化学.
理論化学

４階固定一般 431.13||YUA 2706581

新着図書のご案内（4階）
※2月中は新着図書コーナーに展示されています。

2020年2月1日～2月15日
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新着図書のご案内（4階）
※2月中は新着図書コーナーに展示されています。

2020年2月1日～2月15日

Methods of electronic structure theory
/ edited by Henry F. Schaefer III. -- Plenum Press, c1977. --
(Modern theoretical chemistry ; v. 3).

物理化学.
理論化学

４階集密一般 431.19||HEN 662992

新英語抄録・口頭発表・論文作成虎の巻 : 忙しい若手ドクターのた
めに
/ 上松正朗著. -- 南江堂, 2017.3.

医学 ４階集密一般 490.7||UEM 2706921

生涯人間発達学
/ 上田礼子著. -- 改訂第2版増補版. -- 三輪書店, 2012.3.

基礎医学 ４階集密一般 491.3||UED 2706831

最新の睡眠科学が証明する必ず眠れるとっておきの秘訣!
/ 櫻井武著. -- 山と溪谷社, 2017.6.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般 498.36||SAK 2706563

予約の取れない家政婦makoの世界一かんたん!糖質オフのやせる
つくりおき
/ mako著 ; 西脇俊二監修. -- KADOKAWA, 2019.6.

衛生学.公
衆衛生.予
防医学

４階固定一般
498.583||MA
K

2706288

デザイン科学事典
/ 日本デザイン学会編. -- 丸善出版, 2019.10.

工業基礎
学

４階集密一般 501.83||NIH 2706377

地図を用いた道路案内標識ガイドブック
/ 道路保全技術センター編. -- 道路保全技術センター.

道路工学 ４階集密一般 514.29||KOK 2706865

Jetson Nano 超入門 : 小型AIコンピュータボード
/ Jetson Japan User Group著. -- ソーテック社, 2019.12.

情報工学 ４階集密一般 548.2||JET 2706342

ひとり暮らし完全サポートbook.
-- 主婦と生活社, [2014.3].

家政学.生
活科学

４階固定一般 590||SYU 2706555

ゆる自炊BOOK : 料理って意外に簡単らしい : ビギナーさんいらっ
しゃい!
/ 比留間深雪編集. -- オレンジページ, 2016.4. -- (Orange page
books).

食品.料理 ４階固定一般 596||HIR 2706301

超簡単なので自炊やってみた。
/ 自炊研究会編. -- 家の光協会, 2018.2.

食品.料理 ４階固定一般 596||JIS 2706296
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新着図書のご案内（4階）
※2月中は新着図書コーナーに展示されています。

2020年2月1日～2月15日

札幌ほぼ1000円以下グルメ.
-- KADOKAWA, 2018.9. -- (ウォーカームック ; No.915).

食品.料理 ４階固定一般 596||KAD 2706717

ズボラーさんのたのしい朝ごはん
/ 小田真規子料理 ; 大野正人文. -- 文響社, 2016.12.

食品.料理 ４階固定一般 596||ODA 2706547

銭湯図解
/ 塩谷歩波著. -- 中央公論新社, 2019.2.

商業経営.
商店

４階固定一般 673.96||ENY 2706571

最強のデブリシャス : 厳選70軒
/ フォーリンデブはっしー著. -- ワニブックス, 2019.3.

商業経営.
商店

４階固定一般 673.97||FOR 2706784

ブレーン : brain
/ 宣伝会議[編] ; Vol. 60 No. 1, Vol. 60 No. 2, Vol. 60 No. 3. -- 宣伝
会議, 2020.1-.

広告.宣伝 ４階固定一般
674.3||BRA||
'20-3

2706253

誰も教えてくれないイベントの教科書
/ テリー植田著. -- 本の雑誌社, 2019.2.

広告.宣伝 ４階集密一般 674.5||TER 2706938


