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数とコンピューターについて知っておくべき100のこと
/ アリス・ジェームス, エディ・レイノルド, ミナ・レイシー, ローズ・ホー
ル, アレックス・フリス文 ; フェデリコ・マリアーニ, パルコ・ポロ, ショ
情報科学 ４階固定一般
ウ・ニールセンイラスト ; 竹内薫訳・監修. -- 小学館, 2019.7. -- (イン
フォグラフィックスで学ぶ楽しいサイエンス).

007.1||TAK

2699222

決定版コンピュータサイエンス図鑑
/ クレール・クイグリー, パトリシア・フォスター著 ; 山崎正浩訳. -- 創 情報科学 ４階固定一般
元社, 2019.7.

007.6||FOS

2699257

女性のいない民主主義
/ 前田健太郎著. -- 岩波書店, 2019.9. -- (岩波新書 ; 新赤版
1794).

政治学.政
４階新書架
治思想

311.7||MAE 2699117

もう一つのアメリカを行く
/ 金成隆一著. -- 岩波書店, 2017.2. -- (岩波新書 ; 新赤版 1644 .
ルポトランプ王国).

政治史・事
４階新書架
情

312.53||KAN
2698692
||2

行動経済学の使い方
/ 大竹文雄著. -- 岩波書店, 2019.9. -- (岩波新書 ; 新赤版 1795).

法学

321||OTA

2699125

社会保障再考 : 「地域」で支える
/ 菊池馨実著. -- 岩波書店, 2019.9. -- (岩波新書 ; 新赤版 1796).

社会保障 ４階新書架

364||KIK

2699133

４階新書架

作曲の科学 : 美しい音楽を生み出す「理論」と「法則」
叢書.全集.
/ フランソワ・デュボワ著 ; 木村彩訳. -- 講談社, 2019.9. -- (ブルー
４階文庫架
選集
バックス ; B-2111).

408||BLU||2
2698668
111

粗幾何学入門 : 「粗い構造」で捉える非正曲率空間の幾何学と離散
群
幾何学
/ 深谷友宏著. -- サイエンス社, 2019.9. -- (SGCライブラリ ; 152).

４階固定一般

414||FUK

2699559

確率論.数
４階固定一般
理統計学

417||HAT

2699273

太陽・惑星系と地球
/ 佐々木晶 [ほか] 著. -- 共立出版, 2019.6. -- (現代地球科学入門 惑星.衛星 ４階固定一般
シリーズ / 大谷栄治, 長谷川昭, 花輪公雄編 ; 1).

445||SAS

2699231

SPSS超入門 : インストールからはじめるデータ分析
/ 畠慎一郎著 ; 田中多恵子著. -- 第2版. -- 東京図書, 2019.7.
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マスムーブメントのデジタル空間解析
/ 山岸宏光, 志村一夫編著. -- 北海道大学出版会, 2019.5.

分類名

地質学

配置場所

４階固定一般

ラベル番号 登録番号
455.89||YA
M

2699443

生命科学の実験デザイン
生物科学.
/ G.D.ラクストン, N.コルグレイヴ著 ; 麻生一枝, 南條郁子訳. -- 名古 一般生物 ４階固定一般
屋大学出版会, 2019.6.
学

460.75||RUX 2699354

世界を変えた60人の偉人たち : 新しい時代を拓いたテクノロジー
/ 東京電機大学編. -- 東京電機大学出版局, 2019.7.

技術史.工
４階固定一般
学史

502.8||TOK

2699281

反転する環境国家 : 「持続可能性」の罠をこえて
/ 佐藤仁著. -- 名古屋大学出版会, 2019.6.

公害.環境
４階固定一般
工学

519.1||SAT

2699346

海洋プラスチック汚染 : 「プラなし」博士、ごみを語る
/ 中嶋亮太著. -- 岩波書店, 2019.9. -- (岩波科学ライブラリー ;
288).

公害.環境
４階固定一般
工学

519.4||NAK

2698684

ど～する海洋プラスチック : 令和に始まる「大仕事」G20でGO…!!
/ 西尾哲茂著. -- 改訂増補第2版. -- 信山社, 2019.8. -(Shinzansha booklet).

公害.環境
４階固定一般
工学

519.4||NIS

2699451

SDGs先進都市フライブルク : 市民主体の持続可能なまちづくり
/ 中口毅博, 熊崎実佳著. -- 学芸出版社, 2019.9.

公害.環境
４階固定一般
工学

519||NAK

2699371

奈良の寺々 : 古建築の見かた
/ 太田博太郎著. -- 吉川弘文館, 2019.10. -- (読みなおす日本史).

日本の建
４階固定一般
築

521.818||OT
2699681
A

GA HOUSES : 世界の住宅 ; 162 - 166.
-- A.D.A.EDITA Tokyo, 2019.

住宅建築 ４階固定大型

527||GAH||(
2699516
63)

食関連産業の経済分析 = Economic analysis of food related
industries
/ 本田豊著. -- 晃洋書房, 2019.7.

農業経済 ４階固定一般

611||HON

2699532
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ブレーン : brain
/ 宣伝会議[編] ; Vol. 59 No. 1 - Vol. 59 No. 11. -- 宣伝会議,
2019.1-.

広告.宣伝 ４階固定一般

674.3||BRA||
2699508
'19-11

酒井抱一 : 俳諧と絵画の織りなす抒情
/ 井田太郎著. -- 岩波書店, 2019.9. -- (岩波新書 ; 新赤版 1798).

日本画

721.5||IDA

ヴァルター・ベンヤミン : 闇を歩く批評
/ 柿木伸之著. -- 岩波書店, 2019.9. -- (岩波新書 ; 新赤版 1797).

ドイツ文学 ４階新書架

４階新書架

2699151

940.28||KAK 2699141

